
（別紙）

1651 （財）日本システム開発研究所
東北管内住宅災害対応マニュ
アル策定に関する検討調査業
務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年10月24日 3,738,000

本業務の遂行に当たっては、地震災害に関する専門的な知識及び行
政的な視野に立った広範な知見を有し、被災建築物応急危険度判定
に関する全国的な情報を収集・分析可能で、行政担当者等との連携
調整に豊富な経験を有していることが必要である。（財）日本シス
テム開発研究所は、我が国の経済、社会が要求する国家的課題に対
し、有効な方策を提供し、もって行財政の効率化に資することを目
的に設立された公益法人であり、本業務を実施できる者は、同法人
の他にない。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令102条の
4第3号）

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

1652 日本無線（株） 道路情報機能増設工事
森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年12月28日 150,675,000

他の者に施工させた場合、既設の設備等の運用に著しい支障が生じ
る恐れがあることから、確実に施工できる者は既設設備の施工業者
が唯一の業者である。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計
令102条の4第3号）

見直しの余地があり 公募を実施

1653 富士通（株）
洪水予報文作成設備機能増
設工事

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成18年2月6日 9,450,000

他の者に施工させた場合、既設の設備等の運用に著しい支障が生じ
る恐れがあることから、確実に施工できる者は洪水予報文作成設備
の施工業者が唯一の業者である。（会計法第29条の3第4項、予算決
算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり 公募を実施

1654 （財）建設工学研究振興会
社会資本整備における環境分
析調査業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成18年2月16日 5,764,500

（財）建設工が羽研究振興会は、本業務において社会資本整備が地
域環境に与える環境負荷の影響を計る上で用いる産業関連分析モデ
ルの研究に関しては東北地方において第一人者の実績を有するとと
もに、数々の産業連関分析に関する調査実績を通じて、社会資本整
備に関する高度な知識、豊富なデータを備えていることから、本業
務を も効率的・効果的に実施することが可能であり、当方の求め
る調査成果を十分に満たすことのできる法人である。（会計法第29
条の3第4項、予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

1655
甲子トンネル（下郷工区）戸
田・フジタ特定（共）

一般国道２８９号甲子トンネル
（下郷工区）第２工事

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成18年3月23日 1,454,250,000

甲子トンネル本体工については、平成１４年１１月に一般競争入札
（技術提案型競争入札方式）により、標記特定建設工事共同企業体
と契約締結し、トンネル掘削、覆工コンクリート打設、路体盛土等
の工事を鋭意施工中である。当初計画では、全延長２，３９０ｍの
掘削及び覆工を完成させる予定であったが、当該トンネルから発生
する有害な重金属（鉛、セレン、ヒ素、カドミウム）物質の処理方
法等について、学識経験者等（甲子トンネル施工技術検討委員会）
の指導に基づき「密閉包装処理工法」を実施したことに伴い重金属
処理対策費用が増工となったことから、一部区間を残して完成せざ
るを得なかった。このことから、現在施工中の工事に継続した工事
が必要となったものであり、下記理由により、会計法第29条の3第4
項及び政府調達に関する協定第15条1（ｂ）に該当することから、標
記特定建設工事共同企業体と随意契約するものである。記①トンネ
ル工事は、掘削から覆工までを一連で構築するものであり、前工事
と後工事の施工者が異なる場合、施工後の変状等に対する瑕疵担保
責任の範囲が不明確となる等、密接不可分な関係にあるため、一貫
した施工が技術的に必要とされる。②前工事のトンネル掘削におい
て、地質状況を十分熟知し、トンネル掘削中の切羽崩壊等に対する
安全・円滑かつ適切な施工を確保できると認められる。③前工事で
施工した吹付プラント設備、重金属物質の処理を含めた濁水処理設
備及び、トンネル掘削に使用するドリルジャンボ等の掘削機械を継
続して使用でき、経費の節減や準備等の工期短縮が確保されると認
められる。（会計法第29条の3第4項及び政府調達に関する協定第15
条1（ｂ））

その他
公募を実施（前後工事全
体で競争性を確保）

戸田建設（株）
(\872,550,000)
（株）フジタ
(\581,700,000)

公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

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

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

1656
甲子トンネル（西郷工区）清
水・飛島特定（共）

一般国道２８９号甲子トンネル
（西郷工区）第２工事

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－
１５

平成18年3月23日 1,480,500,000

甲子トンネル本体工については、平成１４年１１月に一般競争入札
（技術提案型競争入札方式）により、標記特定建設工事共同企業体
と契約締結し、トンネル掘削、覆工コンクリート打設、路体盛土等
の工事を鋭意施工中である。当初計画では、全延長２，３９０ｍの
掘削及び覆工を完成させる予定であったが、当該トンネルから発生
する有害な重金属（鉛、セレン、ヒ素、カドミウム）物質の処理方
法等について、学識経験者等（甲子トンネル施工技術検討委員会）
の指導に基づき「密閉包装処理工法」を実施したことに伴い重金属
処理対策費用が増工となったことから、一部区間を残して完成せざ
るを得なかった。このことから、現在施工中の工事に継続した工事
が必要となったものであり、下記理由により、会計法第29条の3第4
項及び政府調達に関する協定第15条1（ｂ）に該当することから、標
記特定建設工事共同企業体と随意契約するものである。記①トンネ
ル工事は、掘削から覆工までを一連で構築するものであり、前工事
と後工事の施工者が異なる場合、施工後の変状等に対する瑕疵担保
責任の範囲が不明確となる等、密接不可分な関係にあるため、一貫
した施工が技術的に必要とされる。②前工事のトンネル掘削におい
て、地質状況を十分熟知し、トンネル掘削中の切羽崩壊等に対する
安全・円滑かつ適切な施工を確保できると認められる。③前工事で
施工した吹付プラント設備、重金属物質の処理を含めた濁水処理設
備及び、トンネル掘削に使用するドリルジャンボ等の掘削機械を継
続して使用でき、経費の節減や準備等の工期短縮が確保されると認
められる。（会計法第29条の3第4項及び政府調達に関する協定第15
条1（ｂ））

その他
公募を実施（前後工事全
体で競争性を確保）

清水建設（株）
(\888,300,000)
飛島建設（株）
(\592,200,000)

1657 （株）松田平田設計
山形県警察学校射撃場その
他設計その２業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年5月26日 2,415,000

当初の本件建築物の設計業務は、プロポーザル方式で特定した同社
と随意契約している。本業務は、当該設計について、設計者以外に
知り得ない情報である設計意図を工事請負者等に伝達するものであ
るため、同社と随意契約するものである。（会計法29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

1658 （株）楠山設計
五所川原法務支局設計その
２業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年5月27日 2,100,000

当初の本件建築物の設計業務は、プロポーザル方式で特定した同社
と随意契約している。本業務は、当該設計について、設計者以外に
知り得ない情報である設計意図を工事請負者等に伝達するものであ
るため、同社と随意契約するものである。（会計法29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102条の4第3号）



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

1664
（株）エヌ・ティ・ティ・
ドコモ東北

河川巡視・点検報告システ
ム機能追加業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年12月13日 16,254,000

当該業者は、本業務の履行に必要なシステムに関する専門的知識、
ｉモードメール、ｉアプリ等のパケット通信システムや携帯電話の
表示画面の作り込みを熟知しているため、当該会社以外ない。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1665
特定非営利活動法人日本水
フォーラム

国内外における多様な河川
管理に関する調査検討業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年12月19日 33,285,000

本業務の実施には、海外の河川管理を担当する政府機関・専門機関
等と強力なネットワークを有し、関連する情報を的確に効率的に収
集・分析する能力が必要である。本法人が有するネットワークは、
世界 大の水に関する国際会議である世界水フォーラムを通じて国
際機関・各国政府・自治体・市民・民間団体等様々な利害関係者か
らなる世界 大規模かつ独特なネットワーク（108ヶ国870団体の市
民団体等）であり、本法人が第３回世界水フォーラム事務局時に形
成した後、第４回世界水フォーラム開催にいたる現在においても積
極的に維持・活用されているものである。また、本法人は、先進８
カ国の水に関する様々な情報・意見・技術を集約している各国の代
表機関で構成されているイニシアティブNorthern Water
Network(NoWNET)の事務局を務めており、先進８機関と固有の緊密な
連携を保持することから、先進諸国の河川・水資源関連政府機関、
自治体等に関する情報を的確に収集できる極めて優位な立場にあ
る。さらに、第３回から第４回の世界水フォーラムの開催・支援等
を通して諸外国の水行政に関する考え方について豊富な知識と調査
実績を有している。あわせて、非営利の法人として様々な立場の関
係者・関係機関と中立・公平に情報収集できる位置にあり、本業務
を遂行できる唯一の機関である。（会計法第29条の3第4号）

見直しの余地があり 公募を実施

1666 （株）エフコム
ＰＣ環境調査用サーバ外賃
貸借及び保守（０５－０
１）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 1,651,734

現在の行政事務の執行に欠くことのできないＯＡ機器は、常に正常
な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。また、同機器は（株）エフコムと契約を締結し
ているもので、継続して使用することが効率的かつ円滑に業務が遂
行されると考えられる。また、同機器に対しての機能等を熟知し、
アフターサービス体制が確立され、故障時等の迅速かつ確実な対応
が可能なのは同社以外にはない。（会計法第29条の3第4項及び予算
決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成２０年度より、国
庫債務負担行為を計上）

1667 （株）エフコム
ネットワークアナライザ賃
貸借及び保守（０５－０
１）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 1,643,418

現在の行政事務の執行に欠くことのできないＯＡ機器は、常に正常
な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。また、同機器は（株）エフコムと契約を締結し
ているもので、継続して使用することが効率的かつ円滑に業務が遂
行されると考えられる。また、同機器に対しての機能等を熟知し、
アフターサービス体制が確立され、故障時等の迅速かつ確実な対応
が可能なのは同社以外にはない。（会計法第29条の3第4項及び予算
決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成２０年度より、国
庫債務負担行為を計上）

1668 （株）エフコム
メールマガジンサーバ外賃
貸借及び保守（０５－０
２）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 1,441,440

現在の行政事務の執行に欠くことのできないＯＡ機器は、常に正常
な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。また、同機器は（株）エフコムと契約を締結し
ているもので、継続して使用することが効率的かつ円滑に業務が遂
行されると考えられる。また、同機器に対しての機能等を熟知し、
アフターサービス体制が確立され、故障時等の迅速かつ確実な対応
が可能なのは同社以外にはない。（会計法第29条の3第4項及び予算
決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成２０年度より、国
庫債務負担行為を計上）

1669 （株）エスエスイー
建設事業用品調達契約等総
合管理システム（ＰＣＭ
Ｓ）改良業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成18年1月10日 8,001,000

改良にあたっては、本システムのプログラム、データの構成、処理
形態等について熟知している必要がある。（株）エスエスイーは、
同システム開発に携わり熟知精通しているほか、完成したシステム
は齟齬なく運用され評価は高いものがある。また、本システムは開
発・運用時の既存データ損傷・消失の危険回避や運用時データの確
実な起動などの信頼性が必要不可欠となってくる。このため、上記
業者以外と契約した場合は、実行の確実性が担保されない懸念があ
り、システム運用に著しい障害が発生することが危惧される。（会
計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（平成１９年度から、競
争入札へ移行）

1670
（株）エヌ・ティ・ティ・
データ

官庁会計事務データ通信シ
ステム使用料

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 3,281,004 （会計法29条の12及び予算決算及び会計令第102条の2第4項） その他
随意契約によらざるを得
ないもの



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

1671
（株）エヌ・ティ・ティ・
ドコモ

電話料

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 17,607,596 （会計法29条の12及び予算決算及び会計令第102条の2第4項） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1672 （株）ゼンリン
図書（「道の駅」旅案内全
国地図（平成１７年度
版））購入

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年8月4日 2,156,000

本図書は、全国７８５箇所に設置されている各「道の駅」の設置位
置及びその施設構成内容・各種基礎データについて記載しているも
のであり、全国全ての「道の駅」を網羅し、かつ「道の駅」を中心
とした編集構成は他では得られない内容であり、今後の「道の駅」
の整備方針及び整備内容を検討する上で必要なものである。（株）
ゼンリンは、本図書の編集及び発行を行っている唯一の業者であ
る。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3
号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1673 （株）ドーコン
用地業務委託設計書作成シ
ステム改良業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成18年3月13日 5,512,500

本業務にあたっては、当該システムが業務委託の積算を行うことか
ら高い精度が要求され、プログラムの変更、データの移行等の作業
を矛盾なく運用できるようにすることが不可欠であり、システムの
内容を熟知している必要がある。本業務を当該システムを熟知して
いない業者に行わせた場合には、データの消失や運用、動作に著し
い障害が発生するおそれがある。（株）ドーコンは、用地業務委託
設計書作成システムの開発に携わっており、システム関係の専門的
な知識と豊富な経験を有していることはもとより、当該システムの
運用や障害に対する処理について熟知・理解しているため、適正か
つ迅速に作業を行うことができる唯一の業者である。（会計法第29
条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり
企画競争を実施
（平成１９年度より、企
画競争を実施）

1674 （株）河北新報社 データベース情報提供業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 1,386,000

河北新報社が発行する新聞は東北地方に密着した記事等の掲載が充
実しており、地域情報収集の一つとして有益である。また、上記業
者は自社発行の新聞記事を速やかに電子データ化を行うとともに、
それらをデータベース化し検索可能な状態にし提供している。上記
業者のように、東北地方に密着した記事情報をインターネットによ
る速やかに提供している業者は東北地方では他にはない。（会計法
第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1675 （株）管理システム
Ｎｏｔｅｓサーバ賃貸借及
び保守

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 1,847,160

現在の行政事務の執行に欠くことのできないＯＡ機器は、常に正常
な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。また、同機器は（株）管理システムと契約を締
結しているもので、継続して使用することが効率的かつ円滑に業務
が遂行されると考えられる。また、同機器に対しての機能等を熟知
し、アフターサービス体制が確立され、故障時等の迅速かつ確実な
対応が可能なのは同社以外にはない。（会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度より、国
庫債務負担行為を計上）

1676 （株）管理システム
用地補償管理システムサー
バ賃貸借及び保守（０５－
０１）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 2,100,420

現在の行政事務の執行に欠くことのできないＯＡ機器は、常に正常
な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。また、同機器は（株）管理システムと契約を締
結しているもので、継続して使用することが効率的かつ円滑に業務
が遂行されると考えられる。また、同機器に対しての機能等を熟知
し、アフターサービス体制が確立され、故障時等の迅速かつ確実な
対応が可能なのは同社以外にはない。（会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成２０年度より、国
庫債務負担行為を計上）

1677 （株）山形新聞社
ふるさと山形を語る座談会
運営等業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年6月28日 6,741,000

本業務は、高齢化問題、観光戦略、雇用の増大、地域間格差の是正
など現在おかれている山形県の諸問題・課題等について、山形県在
住の方、山形県出身で東京在住の方々に今後の山形をどのようにし
ていけばよいのかについて語っていただき、活力ある地域づくりと
社会整備資本の啓発の一助とすることを目的に、広報媒体である新
聞を活用し広報を行うものである。（株）山形新聞社は、広報媒体
としての自社新聞を用いて、その結果について掲載するなどの広報
業務に精通している。また、山形県内の新聞発行部数において、２
１万部を超え県内の５４％程度をカバーしており、 も広報効果の
高い新聞社である。また、山形県出身で東京在住の方々へのメール
を活用した情報提供媒体も有する。このことから、上記の目的を達
成する も有効な媒体を有する業者であり、本業務を遂行するには
上記の他にない。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令
102条の4第3号）

見直しの余地があり
公募を実施
（平成１９年度より、公
募を実施）



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

1678
（株）仙台放送エンタープ
ライズ

道路フェア２００５会場設
営及び撤去業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年8月4日 3,713,325

道路フェア２００５は、当局の他、宮城県、仙台市、日本道路公団
東北支社、宮城県道路公社の各道路管理者が「道路ふれあい月間行
事実行委員会」を組織して運営するもので、当局は一連の作業の中
で会場設営及び撤去を担当し、これを行うものである。当フェアで
は、当局の担当する本業務他、会場サインの設営・撤去、展示模
型・パネル等の搬入搬出など多数の業務があるが、これを別々の業
者に発注する場合①統一的、計画的な作業ができない、②複数の自
動車等の出入りするため事故等の発生の危惧、③資機材搬入用の自
動車、作業員に重複が生じ、非経済的である、という問題が生じる
ため、これらの作業を安全かつ迅速に終了させるため、同一業者が
一貫して行う必要がある。（株）仙台放送エンタープライズは、
「道路ふれあい月間行事実行委員会」において、当フェアの開催に
あたり、８社に企画案提出を依頼し、内容を検討した結果選定され
たものである。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102
条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1679 （株）第一印刷
「２００７年東北地方整備
局入省案内」作成業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成18年2月20日 4,599,000

本業務において作成するパンフレット等は、わかりやすく親しみの
持てる内容、且つ魅力的で独創的な紙面であることが必須であるた
め、企画・構成・デザイン等について有資格業者より広く技術提案
を求めたものである。（株）第一印刷は、業務の理解度・実施計画
の的確性・企画力において も優れた技術提案を行ったと評価され
ており、本業務を遂行するにあたり、 も適した業者であると判断
される。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4
第3号）

見直しの余地があり
企画競争を実施
（平成１９年度より、企
画競争を実施）

1680 （株）中国サンネット 管理情報システム改良業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成18年1月11日 5,565,000

管理情報システムの改良にあたっては、本システムのプログラム、
データの構成、処理形態等について熟知している必要がある。さも
なければ、データの入出力の不都合やこれまでに蓄積したデータに
異常が発生したりトラブルが生じる恐れがあり、効率よくシステム
を改良できないばかりか職員への辞令交付等に支障をきたす恐れが
ある。（株）中国サンネットはシステムの開発者で、本システムに
ついて熟知精通しており、本業務を履行できる唯一の業者である。
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（平成１９年度より）

1681 （株）長大
実施計画（交通安全）シス
テム改良業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成18年1月17日 3,570,000

本業務は、平成１７年度に新たに創設された予算費目「交通事故重
点対策費」の実施計画データ管理機能を追加するものであるが、現
在、運用しているシステムの既往費目の管理機能と同一の機能を複
製追加するものであり、新たなシステム開発を要するものではな
い。本業務の遂行にあたっては、既往システム内の過去の実施計画
データを確実に保持し、かつ、既往機能と追加機能との連携・整合
性を確保することが不可欠であり、既往システムのプログラム処理
内容を熟知していなければならない。（株）長大は、本システムの
プログラムの著作権を有し、本システムの開発から設計及び運用作
業ならびに改良に関わるとともに、処理内容を熟知しており、本業
務を適切に遂行可能な者は他にない。（会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令102条の4第3号）

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

1682 （株）東奥日報社
ふるさと青森を語る座談会
運営等業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年7月20日 6,998,250

本業務は、高齢化問題、観光戦略、雇用の増大、地域間格差の是正
など現在おかれている青森県の諸問題・課題等について、青森県在
住の方、青森県出身で東京在住の方、青森県にゆかりが深い東京在
住の方に今後の青森をどのようにしていけばよいのかについて語っ
ていただき、活力ある地域づくりと社会整備資本の啓発の一助とす
ることを目的に、広報媒体である新聞を活用し広報を行うものであ
る。（株）東奥日報社は、広報媒体としての自社新聞を用いて、そ
の結果について掲載するなどの広報業務に精通している。また、青
森県内の新聞発行部数において、約２６万部を超え県内の５３％程
度をカバーしており、 も広報効果の高い新聞社である。また、青
森県出身の方々へのメールを活用した情報提供媒体も有する。この
ことから、上記の目的を達成する も有効な媒体を有する業者であ
り、本業務を遂行するには上記の他にない。（会計法第29条の3第4
項及び予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり
公募を実施
（平成１９年度より、公
募を実施）



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

1683 （株）東急コミュニティー 資料保管室借上

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 9,958,260

河川部資料保管室として使用するには、業務の遂行上、以下の点が
不可欠な条件となる。①必要な資料を迅速に参照するため、東北地
方整備局に隣接した立地条件であること。②河川部資料保管室とし
て必要な保管面積（約２２０㎡）を有していること。また、新たな
保管室を確保した場合、現在の保管室の書棚、資料等の撤去費用、
引っ越し費用、新たな保管室での書棚、資料等の設置費用がかかる
ことから、昨年度に引き続き同じ保管室を使用した方が経済的に有
利であると考えられる。よって、本業務を履行するに 適な条件を
有しているのは、（株）東急コミュニティーの所有する二日町東急
ビル以外にないものと判断される。（会計法第29条の3第4項及び予
算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり 公募を実施

1684 （株）東急コミュニティー 資料保管室借上

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 6,131,148

資料保管室として使用するにあたり、効率的かつ迅速に業務を遂行
するためには、本局庁舎に近接した立地条件であることと、必要な
保管スペースを有していることが必要条件となる。この条件を満た
すもののうち、①本局庁舎に も近い。②必要十分な保管面積が確
保でき、借上コストが も安価である。の条件を有し、総合的に判
断して、業務を円滑に遂行する上で、 も優れた条件を有している
のは、（株）東急コミュニティーの所有する二日町東急ビルであ
る。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3
号）

見直しの余地があり 公募を実施

1685 （株）東和商会
カラー複合電子複写機賃貸
借

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 1,386,000

行政事務の執行に欠くことのできない電子複写機は、（株）東和商
会と賃貸借契約を締結しているもので、継続して使用することで効
率的かつ円滑に業務が遂行されると考えられる。（会計法第29条の3
第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成２１年度から、国
庫債務負担行為を計上）

1686 （株）東和商会
カラー複合電子複写機保守
契約

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 7,390,456

現在の行政事務の執行に欠くことのできない電子複写機は、常に正
常な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。（株）東和商会は、現在設置されている電子複
写機の機能等を も熟知し、アフターサービス体制が確立され、故
障時の迅速な対応が可能であり、上記業者と契約することが得策で
ある。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3
号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成２１年度から、国
庫債務負担行為を計上）

1687 （株）東和商会
カラー複合電子複写機保守
契約（その２）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 3,875,491

現在の行政事務の執行に欠くことのできない電子複写機は、常に正
常な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。（株）東和商会は、現在設置されている電子複
写機の機能等を も熟知し、アフターサービス体制が確立され、故
障時の迅速な対応が可能であり、上記業者と契約することが得策で
ある。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3
号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成２１年度から、国
庫債務負担行為を計上）

1688 （株）東和商会
電子複写機保守契約（その
９）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 1,928,203

現在の行政事務の執行に欠くことのできない電子複写機は、常に正
常な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。（株）東和商会は、現在設置されている電子複
写機の機能等を も熟知し、アフターサービス体制が確立され、故
障時の迅速な対応が可能であり、上記業者と契約することが得策で
ある。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3
号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

1689 （株）東和商会
複合電子複写機賃貸借（そ
の９）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 1,675,800

行政事務の執行に欠くことのできない電子複写機は、（株）東和商
会と賃貸借契約を締結しているもので、継続して使用することで効
率的かつ円滑に業務が遂行されると考えられる。（会計法第29条の3
第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成２１年度から、国
庫債務負担行為を計上）

1690 （株）東和商会
複合電子複写機保守契約
（その９）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 13,756,075

現在の行政事務の執行に欠くことのできない複合電子複写機は、常
に正常な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブ
ルがあった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業
者でなければならない。（株）東和商会は、現在設置されている電
子複写機の機能等を も熟知し、アフターサービス体制が確立さ
れ、故障時の迅速な対応が可能であり、上記業者と契約することが
得策である。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条
の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成２１年度から、国
庫債務負担行為を計上）



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

1691 （株）日刊建設工業新聞社
新聞（日刊建設工業新聞）
代

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 2,356,200
当該新聞は、（株）日刊建設産業新聞社が発行しているものであ
り、同社以外に発行及び販売を行っている他社がいない。（会計法
第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1692 （株）日刊建設通信新聞社 新聞（建設通信新聞）代

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 2,463,300
当該新聞は、（株）日刊建設通信新聞社が発行しているものであ
り、同社以外に発行及び販売を行っている他社がいない。（会計法
第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1693 （株）日経ビーピー 図書（水害の世紀）購入

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年8月30日 2,300,000
日経ＢＰ社は、本件図書の編集及び発行を行っている唯一の業者で
ある。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3
号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1694 ＮＥＣリース（株）
ＣＡＭＳ及びＮｏｔｅｓ
サーバ賃貸借及び保守

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 12,354,300

現在の行政事務の執行に欠くことのできないＯＡ機器は、常に正常
な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。また、同機器はＮＥＣリース（株）と契約を締
結しているもので、継続して使用することが効率的かつ円滑に業務
が遂行されると考えられる。また、同機器に対しての機能等を熟知
し、アフターサービス体制が確立され、故障時等の迅速かつ確実な
対応が可能なのは同社以外にはない。（会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

1695 ＮＥＣリース（株）
ＣＡＭＳ及びＮｏｔｅｓ
サーバ賃貸借及び保守（再
リース）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成18年1月30日 1,256,690

現在の行政事務の執行に欠くことのできないＯＡ機器は、常に正常
な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。当該機器は、発注者の求める機能要件を引き続
き充足していることから、前年度に引き続き賃貸借及び保守をする
ものであり、契約の相手方については、当初一般競争で決定したＮ
ＥＣリース（株）と当該機器の賃貸借及び保守等を実施すつことが
合理的である。また、同機器に対しての機能等を熟知し、アフター
サービス体制が確立され、故障時の迅速な対応が可能なのは同社以
外にはない。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条
の4第3号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

1696 ＮＥＣリース（株）
パーソナルコンピュータ外
賃貸借及び保守（その８）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 15,655,500

現在の行政事務の執行に欠くことのできないＯＡ機器は、常に正常
な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。また、同機器はＮＥＣリース（株）と契約を締
結しているもので、継続して使用することが効率的かつ円滑に業務
が遂行されると考えられる。また、同機器に対しての機能等を熟知
し、アフターサービス体制が確立され、故障時等の迅速かつ確実な
対応が可能なのは同社以外にはない。（会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１８年度で、完
了）

1697 ＮＥＣリース（株）
メールサーバ外賃貸借及び
保守（０５－０２）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 4,485,600

現在の行政事務の執行に欠くことのできないＯＡ機器は、常に正常
な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。また、同機器はＮＥＣリース（株）と契約を締
結しているもので、継続して使用することが効率的かつ円滑に業務
が遂行されると考えられる。また、同機器に対しての機能等を熟知
し、アフターサービス体制が確立され、故障時等の迅速かつ確実な
対応が可能なのは同社以外にはない。（会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成２０年度より、国
庫債務負担行為を計上）

1698 ＮＥＣリース（株）
事務所汎用サーバ賃貸借及
び保守

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 13,589,100

現在の行政事務の執行に欠くことのできないＯＡ機器は、常に正常
な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。また、同機器はＮＥＣリース（株）と契約を締
結しているもので、継続して使用することが効率的かつ円滑に業務
が遂行されると考えられる。また、同機器に対しての機能等を熟知
し、アフターサービス体制が確立され、故障時等の迅速かつ確実な
対応が可能なのは同社以外にはない。（会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度より、国
庫債務負担行為を計上）

1699
ＮＴＴコミュニケーション
ズ（株）

電話料

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 9,944,786 （会計法29条の12及び予算決算及び会計令第102条の2第4項） その他
随意契約によらざるを得
ないもの



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
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契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

1700
エヌ・ティ・ティ・コミュ
ニケーションズ（株）

行政ＬＡＮ間接続用ＩＰ－
ＶＰＮサービス提供業務
（その２）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 1,137,465

平成１５年度から運用している「ＩＰ－ＶＰＮサービス」は本局～
事務所間通信回線の全機能が停滞なく完全に動作することが必須条
件である。現在契約中の「行政ＬＡＮ間接続用ＩＰ－ＶＰＮサービ
ス提供業務（その２）」はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ（株）と委託契約を締結しているが、継続して利用することによ
り新たな機器導入、設定及び手続きなどの必要がなく、効率的で円
滑な業務執行が行える。また、上記業者は現在使用している装置及
びＩＰ－ＶＰＮサービスの機能等を熟知しており、アフターサービ
スも確率されているため、万一の故障時も迅速な対応が可能であ
る。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3
号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（平成１９年度より、競
争契約へ移行）

1701 カメイ（株） 電子複写機外賃貸借

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 1,083,600

行政事務の執行に欠くことのできない電子複写機は、カメイ（株）
と賃貸借契約を締結しているもので、継続して使用することで効率
的かつ円滑に業務が遂行されると考えられる。（会計法第29条の3第
4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

1702 カメイ（株） 電子複写機外保守契約

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 8,277,463

現在の行政事務の執行に欠くことのできない電子複写機は、常に正
常な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。カメイ（株）は、現在設置されている電子複写
機の機能等を も熟知し、アフターサービス体制が確立され、故障
時の迅速な対応が可能であり、上記業者と契約することが得策であ
る。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3
号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

1703 カメイ（株）
電子複写機外保守契約（０
５－０８）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年7月29日 48,655,579

現在の行政事務の執行に欠くことのできない電子複写機は、常に正
常な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。カメイ（株）は、現在設置されている電子複写
機の機能等を も熟知し、アフターサービス体制が確立され、故障
時の迅速な対応が可能であり、上記業者と契約することが得策であ
る。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3
号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成２０年度より、国
庫債務負担行為を計上）

1704 カメイ（株）
電子複写機外保守契約（再
保守）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年5月31日 11,929,139

現在の行政事務の執行に欠くことのできない電子複写機は、常に正
常な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。カメイ（株）は、現在設置されている電子複写
機の機能等を も熟知し、アフターサービス体制が確立され、故障
時の迅速な対応が可能であり、上記業者と契約することが得策であ
る。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3
号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

1705
ケイディーディーアイ
（株）

電話料

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 2,834,317 （会計法29条の12及び予算決算及び会計令第102条の2第4項） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1706 シンクアプローチ（株）
技術者情報システム等改良
業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成18年1月12日 4,042,500

本業務は、東北地方整備局技術系職員の各種情報のデータベースな
どを作成するための「人材情報システム」における機能の改良を行
うものである。シンクアプローチ（株）は、上記「人材情報システ
ム」、「研修受講者管理システム」の開発を行っており、本業務の
履行にあたっては、これまでの履行経緯、秘匿すべき情報や詳細な
事情等に精通熟知している必要がある。（会計法第29条の3第4項及
び予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（平成１９年度より競争
契約へ移行）

1707
センチュリー・リーシン
グ・システム（株）

パーソナルコンピュータ外
賃貸借及び保守（０４－０
６）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 13,421,520

現在の行政事務の執行に欠くことのできないＯＡ機器は、常に正常
な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。また、同機器はセンチュリー・リーシング・シ
ステム（株）と契約を締結しているもので、継続して使用すること
が効率的かつ円滑に業務が遂行されると考えられる。また、同機器
に対しての機能等を熟知し、アフターサービス体制が確立され、故
障時等の迅速かつ確実な対応が可能なのは同社以外にはない。（会
計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度より、国
庫債務負担行為を計上）



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

1708
センチュリー・リーシン
グ・システム（株）

パーソナルコンピュータ外
賃貸借及び保守（その９）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 17,861,760

現在の行政事務の執行に欠くことのできないＯＡ機器は、常に正常
な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。また、同機器はセンチュリー・リーシング・シ
ステム（株）と契約を締結しているもので、継続して使用すること
が効率的かつ円滑に業務が遂行されると考えられる。また、同機器
に対しての機能等を熟知し、アフターサービス体制が確立され、故
障時等の迅速かつ確実な対応が可能なのは同社以外にはない。（会
計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１８年度で、完
了）

1709
センチュリー・リーシン
グ・システム（株）

総合的文書管理システム
サーバ外賃貸借及び保守

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 4,485,978

現在の行政事務の執行に欠くことのできないＯＡ機器は、常に正常
な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。また、同機器はセンチュリー・リーシング・シ
ステム（株）と契約を締結しているもので、継続して使用すること
が効率的かつ円滑に業務が遂行されると考えられる。また、同機器
に対しての機能等を熟知し、アフターサービス体制が確立され、故
障時等の迅速かつ確実な対応が可能なのは同社以外にはない。（会
計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度より、国
庫債務負担行為を計上）

1710
タクシーチケットサービス
（株）

共通自動車利用契約（仙
台）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 15,477,830

タクシーは、仙台市区域共通のチケットを利用した方が事務処理上
からも有利であり、タクシーチケットサービス（株）は、仙台市内
唯一のタクシーチケット会社である。（会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1711 テクノ・マインド（株）
ＣＡＬＳ写真管理サーバ賃
貸借及び保守（再リース）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 1,010,520

現在の業務執行に欠くことのできない情報処理機器は、常に正常な
状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルがあっ
た場合は、直ちに修理等の対応が可能な保守管理体制が完備された
業者でなければならない。また、同機器は平成１２年度よりテク
ノ・マインド（株）と賃貸借契約を締結しており、継続して使用す
ることによりシステム移行が不要であると共に、リース価格が安価
となり効率的かつ円滑な業務執行が行えるものと考えられる。同時
に同社は、メンテナンスサービス体制も確立されているため、故障
時等の迅速かつ確実な対応が可能である。（会計法第29条の3第4項
及び予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度より、公
募を実施）

1712 テクノ・マインド（株）
ＤＮＳサーバ外賃貸借及び
保守（０５－０３）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 2,832,480

現在の行政事務の執行に欠くことのできないＯＡ機器は、常に正常
な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。また、同機器はテクノ・マインド（株）と契約
を締結しているもので、継続して使用することによりシステム移行
が不要であると共にリース価格が安価となり効率的かつ円滑に業務
が遂行されると考えられる。また、同機器に対しての機能等を熟知
し、アフターサービス体制が確立され、故障時等の迅速かつ確実な
対応が可能なのは同社以外にはない。（会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成２０年度より、国
庫債務負担行為を計上）

1713 テクノ・マインド（株）
インターネットＷＷＷサー
バ外賃貸借及び保守

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 2,419,200

現在の行政事務の執行に欠くことのできないＯＡ機器は、常に正常
な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。また、同機器はテクノ・マインド（株）と契約
を締結しているもので、継続して使用することが効率的かつ円滑に
業務が遂行されると考えられる。また、同機器に対しての機能等を
熟知し、アフターサービス体制が確立され、故障時等の迅速かつ確
実な対応が可能なのは同社以外にはない。（会計法第29条の3第4項
及び予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度より、国
庫債務負担行為を計上）

1714 テクノ・マインド（株）
モバイルコンピュータ外賃
貸借及び保守（０４－１
０）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 2,898,000

現在の行政事務の執行に欠くことのできないＯＡ機器は、常に正常
な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。また、同機器はテクノマインド（株）と契約を
締結しているもので、継続して使用することが効率的かつ円滑に業
務が遂行されると考えられる。また、同機器に対しての機能等を熟
知し、アフターサービス体制が確立され、故障時等の迅速かつ確実
な対応が可能なのは同社以外にはない。（会計法第29条の3第4項及
び予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度より、国
庫債務負担行為を計上）



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

1715 テクノ・マインド（株）
河川巡視・点検報告システ
ムサーバ賃貸借及び保守
（０５－０３）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 2,716,560

現在の行政事務の執行に欠くことのできないＯＡ機器は、常に正常
な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。また、同機器はテクノ・マインド（株）と契約
を締結しているもので、継続して使用することによりシステム移行
が不要であると共にリース価格が安価となり効率的かつ円滑に業務
が遂行されると考えられる。また、同機器に対しての機能等を熟知
し、アフターサービス体制が確立され、故障時等の迅速かつ確実な
対応が可能なのは同社以外にはない。（会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成２０年度より、国
庫債務負担行為を計上）

1716 テクノ・マインド（株）
記者発表システムサーバ外
賃貸借及び保守（０４－０
３）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 1,890,000

現在の行政事務の執行に欠くことのできないＯＡ機器は、常に正常
な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。また、同機器はテクノマインド（株）と契約を
締結しているもので、継続して使用することが効率的かつ円滑に業
務が遂行されると考えられる。また、同機器に対しての機能等を熟
知し、アフターサービス体制が確立され、故障時等の迅速かつ確実
な対応が可能なのは同社以外にはない。（会計法第29条の3第4項及
び予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度より、国
庫債務負担行為を計上）

1717 テクノ・マインド（株）
車両位置情報用ファイア
ウォール外賃貸借及び保守
（０５－０１）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 2,457,000

現在の行政事務の執行に欠くことのできないＯＡ機器は、常に正常
な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。また、同機器はテクノマインド（株）と契約を
締結しているもので、継続して使用することが効率的かつ円滑に業
務が遂行されると考えられる。また、同機器に対しての機能等を熟
知し、アフターサービス体制が確立され、故障時等の迅速かつ確実
な対応が可能なのは同社以外にはない。（会計法第29条の3第4項及
び予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成２０年度より、国
庫債務負担行為を計上）

1718 テクノ・マインド（株）
総合防災情報システムサー
バ賃貸借及び保守

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 2,898,000

現在の行政事務の執行に欠くことのできないＯＡ機器は、常に正常
な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。また、同機器はテクノマインド（株）と契約を
締結しているもので、継続して使用することが効率的かつ円滑に業
務が遂行されると考えられる。また、同機器に対しての機能等を熟
知し、アフターサービス体制が確立され、故障時等の迅速かつ確実
な対応が可能なのは同社以外にはない。（会計法第29条の3第4項及
び予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１８年度で、完
了）

1719 テクノ・マインド（株）
道路情報ＷＷＷサーバ外賃
貸借及び保守（０５－０
３）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 1,445,220

現在の行政事務の執行に欠くことのできないＯＡ機器は、常に正常
な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。また、同機器はテクノマインド（株）と契約を
締結しているもので、継続して使用することによりシステム移行が
不要であると共にリース価格が安価となり効率的かつ円滑に業務が
遂行されると考えられる。また、同機器に対しての機能等を熟知
し、アフターサービス体制が確立され、故障時等の迅速かつ確実な
対応が可能なのは同社以外にはない。（会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成２０年度より、国
庫債務負担行為を計上）

1720
ニュースサービス日経仙台
西

新聞（日本経済新聞外）代

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 1,391,012

当該新聞の販売及び整備局所在地における戸別配達は、ニュース
サービス日経仙台西が行っているものであり、同社以外に販売及び
戸別配達を行っている他社がいない。（会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1721 フジテック（株）
エレベーター保守点検業務
委託

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月12日 1,190,700

本業務にあたっては、技術的また安全確保の上からも、迅速なアフ
ターサービス体制、部品供給体制が必要である。これらの体制が確
保できるのは、本エレベーターの製造メーカーであり、当該設備全
般に精通しているフジテック（株）以外にない。（会計法第29条の3
第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり
公募を実施
（平成１９年度から、公
募を実施）

1722 ホテルメトロポリタン仙台 会場使用料

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成18年1月6日 1,069,897 （会計法第29条の3第5項及び予算決算及び会計令99条第7号） 見直しの余地があり
公募を実施
（平成１９年度より、公
募を実施）

1723 リコー東北（株）
カラー複合電子複写機賃貸
借（その３）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 1,074,150

行政事務の執行に欠くことのできない電子複写機は、リコー東北
（株）と賃貸借契約を締結しているもので、継続して使用すること
で効率的かつ円滑に業務が遂行されると考えられる。（会計法第29
条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度より、国
庫債務負担行為を計上）



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

1724 リコー東北（株）
カラー複合電子複写機保守
契約（その３）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 6,029,227

現在の行政事務の執行に欠くことのできない電子複写機は、常に正
常な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。リコー東北（株）は、現在設置されている電子
複写機の機能等を も熟知し、アフターサービス体制が確立され、
故障時の迅速な対応が可能であり、上記業者と契約することが得策
である。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4
第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度より、国
庫債務負担行為を計上）

1725 リコー東北（株）
電子複写機保守契約（０４
－０８）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 2,669,027

現在の行政事務の執行に欠くことのできない電子複写機は、常に正
常な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。リコー東北（株）は、今回設置する電子複写機
の機能等を も熟知し、アフターサービス体制が確立しており、故
障時及び消耗品の補給について迅速な対応が可能な唯一の業者であ
り、上記業者と契約する以外に当局が要求する仕様を満足する者は
いない。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4
第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度より、国
庫債務負担行為を計上）

1726 リコー東北（株）
複合電子複写機賃貸借（そ
の１０）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 1,205,820

行政事務の執行に欠くことのできない電子複写機は、リコー東北
（株）と賃貸借契約を締結しているもので、継続して使用すること
で効率的かつ円滑に業務が遂行されると考えられる。（会計法第29
条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成２１年度より、国
庫債務負担行為を計上）

1727 リコー東北（株）
複合電子複写機保守契約
（その１０）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 6,136,511

現在の行政事務の執行に欠くことのできない電子複写機は、常に正
常な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。リコー東北（株）は、現在設置されている電子
複写機の機能等を も熟知し、アフターサービス体制が確立され、
故障時の迅速な対応が可能であり、上記業者と契約することが得策
である。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4
第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成２１年度より、国
庫債務負担行為を計上）

1728 宮城ゼロックス（株）
フルカラー複合電子複写機
保守契約

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 9,238,556

現在の行政事務の執行に欠くことのできない複合電子複写機は、常
に正常な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブ
ルがあった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業
者でなければならない。宮城ゼロックス（株）は、現在設置されて
いる電子複写機の機能等を も熟知し、アフターサービス体制が確
立され、故障時の迅速な対応が可能であり、上記業者と契約するこ
とが得策である。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令
102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施
（平成１９年度より、公
募を実施）

1729 三菱信託銀行（株） 会議室借上

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 5,251,680

東北地方整備局の会議室としての立地条件及び必要面積・経費等を
総合的に判断すると三菱信託銀行（株）の所有する二日町東急ビル
が 適と勘案される。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会
計令102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施

1730 三菱信託銀行（株） 資料保管室借上

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 1,563,520

企画部の資料保管室として、立地条件、必要面積並びに資料等の運
搬に伴う経費等を総合的に判断すると三菱信託銀行（株）の所有す
る二日町東急ビルが 適であり保管資料が必要になった際にも迅速
な対応が可能であると思慮される。（会計法第29条の3第4項及び予
算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施

1731 時事通信社 ｉＪＡＭＰ情報提供業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 4,720,968

時事通信社の「ｉＪＡＭＰ」は、中央省庁から全国自治体まで幅広
い行政情報を掲載する官庁速報が過去５年分まで検索可能であり、
また毎日のニュース等の解説、時々刻々と移り変わる政治・経済・
国際・社会等各情勢についても即時に情報を得ることができ、業務
の迅速化、効率化についてのメリットが大きい。全国的な行政
ニュースや各分野の 新データ等の情報提供業務は、時事通信社だ
けが取り扱っており、本業務を遂行できるのは時事通信社しかな
い。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3
号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1732 仙台市水道局 水道料

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 6,773,049 （会計法29条の12及び予算決算及び会計令第102条の2第3項） その他
随意契約によらざるを得
ないもの



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地
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（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

1733 仙台郵便貯金会館 会場使用料

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年5月16日 3,628,833

東北地方整備局管内技術研究発表会を開催する会場の選定にあたっ
ては、東北地方整備局管内の各事務（管理）所をはじめ、一般聴講
の方々、二日間で延べ１３００人程度を予定している。会は６部門
に分かれる形式としており、これまでの実績から１部会場につき１
２０人前後の聴講者を収容する会場を６会場確保する必要がある。
また、交通の利便性を考慮し、かつ、複数箇所に跨る施設では円滑
な運営・進行が困難であるため同一施設とする必要がある。メルパ
ルク仙台は、仙台市における交通の要所である仙台駅より徒歩１０
分とアクセスもよく、上記条件を満たす会場を有する唯一の施設で
ある。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3
号）

見直しの余地があ
り

公募を実施
（平成１９年度より、公
募を実施）

1734 大成設備（株）
合同庁舎グリーン化技術検
証業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年12月22日 2,971,500

本業務においては、設備の運転制御に係る各種設定の運用段階にお
ける 適化提案を検証するために計測装置を設置するものである
が、設置にあたっては、本庁舎の空調設備システム制御装置の調整
を必要とするので、その構成及び運転制御方法を十分に理解し、そ
の上で空調エネルギー使用量等のデータ収集を行う計測装置の 適
な取付け位置及び取付け方法を熟知していなければ、既存の設備に
著しい支障が生ずる恐れがある。よって、本業務を適切に実施でき
る者は、既存設備工事の施工業者である大成設備（株）以外にな
い。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3
号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成１８年度より、競
争入札に移行）

1735 中日本航空（株）
ヘリコプター等使用単価契
約（その２）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年10月24日 1,069,908

災害時において、国土交通省防災ヘリコプターが点検等により使用
できない事象も考えられる。しかし、災害時においてヘリコプター
画像伝送装置によるリアルタイムの映像配信は必要不可欠である。
中日本航空（株）は、上記装置を搭載しているヘリコプターを所有
する唯一の業者である。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び
会計令102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施
（平成１９年度より、公
募を実施）

単価契約

1736 朝日航洋（株） 航空機維持管理業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 144,270,000

本業務は、国土交通省の災害対応ヘリコプター、ユーロコプターＡ
Ｓ３３２Ｌ２型ヘリコプター「みちのく号」の災害時の迅速な運航
体制の確保を目的として、機体等の保守管理及び運航要員の確保を
行うものである。このため「みちのく号」の整備にあたっては、整
備に要する休止期間を極力短縮することが、災害対応ヘリコプター
としての必要不可欠な条件となる。朝日航洋（株）は、ヘリコプ
ターの運航、管理、整備、修繕を業務とし、国内に１機しかない
ユーロコプターＡＳ３３２Ｌ２型機の機体組立ができる唯一の認定
工場を保有していること、さらには必要な資格を持った整備士、部
品の供給体制が確保されていることから、故障時の対応が も迅速
にできる業者である。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会
計令102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成１８年度より、一
般競争を実施）

1737 朝日航洋（株） 航空機運航単価契約

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 30,140,454

「みちのく号」の運航は、災害対応を主目的とすることから、災害
発生時に迅速な運航体制を確保できることが必要不可欠な条件とな
る。このことから、本業務を履行するにあたっては、航空機維持管
理業務と極めて密接な関係にあり同一受託者以外の者に実施させた
場合「みちのく号」の運航に著しい支障が生ずる恐れがある。（会
計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施
（平成１９年度より、公
募を実施）

単価契約

1738
朝日新聞仙台中央販売
（株）

新聞（朝日新聞外）代

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 1,626,027

当該新聞の販売及び整備局所在地における戸別配達は、朝日新聞仙
台中央販売（株）が行っているものであり、同社以外に販売及び戸
別配達を行っている他社がいない。（会計法第29条の3第4項及び予
算決算及び会計令102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1739 東芝ソリューション（株）
グループウェアシステム外
部プログラム改良業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年5月13日 9,975,000

本業務の実施にあたっては、構築されたグループウェアシステムに
ついて、その構成や機能、設定環境等について熟知している必要が
あるが、本システムは、昨年度東芝ソリューション（株）において
構築したシステムであり、当該業者以外にシステム内容等について
精通熟知し、業務遂行上の要件を満足できる他社が存在しないと認
められる。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の
4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成１９年度より、競
争契約へ移行）

1740 東芝ソリューション（株）
グループウェアシステム環
境設定変更業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年8月23日 8,715,000

本業務の実施にあたっては、構築されたグループウェアシステムに
ついて、その構成や機能、設定環境等について熟知していることが
必要不可欠である。東芝ソリューション（株）は、グループウェア
システムを構築した業者であり、システム内容、設定環境について
精通熟知し、業務遂行上の要件を満足できる唯一の業者である。
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成１９年度より、競
争契約へ移行）
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1741 東芝ソリューション（株）
技術審査支援システム改良
業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年12月26日 13,650,000

本業務の履行にあたっては、本システムに精通しているとともに、
既存システム（有資格業者検索システム等）との連携を図りつつ改
良を行うことから、幅広い知識と経験の蓄積が必要であり、さらに
現在稼働中である関連システムの運用に支障を生じさせないことが
要求される。東芝ソリューション（株）は、昨年度までに本システ
ム開発、改良を実施しており、本システムに関する幅広い知識と経
験の蓄積を有しており、さらに著作者人格権の同一性保持権を有し
ている。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4
第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成１９年度より、競
争契約へ移行）

1742 東芝ソリューション（株）
業者選定・契約・検査管理
システム改良業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年12月14日 5,670,000

業者選定・契約・検査管理システム改良業務（以下「ＣＣＭＳ」と
いう。）は、運用開始からこれまでに度重なる改良をしており、よ
り高度な複雑化されたシステムになっている。ＣＣＭＳで作成した
各種データは、入札参加資格審査、業者実績の把握等、工事・コン
サルタント発注業務全般に、また、各種委員会や監査等の資料とし
て本局・各事務所で使用されているため高い信頼性が要求されてい
る。同時に、現在本システムは指名基準・業者選定等常時稼働して
いるシステムのため、開発・運用時の既存データ損傷・消失の危険
性を回避し、現システムから改良後のシステムへの、確実かつ迅速
な切替が要求される。本システムの効率的な改良・確実な動作のた
めには、固有の機能・性能、データベース構成等を熟知するととも
に、システム全体の動作保証を考慮した責任の一貫性が必要とな
る。東芝ソリューション（株）は、ＣＣＭＳのシステム開発業者で
あり、システムの全体構成・機能・性能、データベース構成等を熟
知している唯一の業者である。開発業者以外に改良を行わせた場合
には、システムの運用・動作に著しい障害が生じるおそれがある。
よって本業務は、責任の一貫性・瑕疵の明確化、及びシステム運用
停止等の著しい支障からの回避から、現システムと密接不可分の関
係にあり、実施できる者は上記会社以外にない。（会計法第29条の3
第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成１９年度から、競
争入札へ移行）

1743 東芝ソリューション（株）
国有財産管理システム改良
業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成18年1月26日 4,725,000

本業務の遂行にあたっては、本システムの各プログラム、データ構
成、処理形態等を熟知している必要があり、また、本システムは東
北地方整備局が所管する全ての国有財産（特別会計所属の公共用財
産を除く）の管理事務全般に使用されることから高い重要性を有し
ており、システム改良後の動作については非常に高い信頼性が求め
られる。東芝ソリューション（株）は、現行システムの設計開発を
行っており、各プログラム、データ構成、処理形態等を熟知してい
る。また、改良後の本システムの信頼性及び安全性を考慮すると、
開発業者以外に改良を行わせた場合には、システムの運用・動作に
著しい支障が生じるおそれがあるため、上記業者に行わせる以外は
ない。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3
号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成１９年度から、競
争入札へ移行）

1744 東芝ファイナンス（株）
パーソナルコンピュータ外
賃貸借及び保守（０４－１
０）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 7,890,498

現在の行政事務の執行に欠くことのできないＯＡ機器は、常に正常
な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。また、同機器は東芝ファイナンス（株）と契約
を締結しているもので、継続して使用することが効率的かつ円滑に
業務が遂行されると考えられる。また、同機器に対しての機能等を
熟知し、アフターサービス体制が確立され、故障時等の迅速かつ確
実な対応が可能なのは同社以外にはない。（会計法第29条の3第4項
及び予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度より、国
庫債務負担行為を計上）

1745 東芝ファイナンス（株）
パーソナルコンピュータ外
賃貸借及び保守（０５－０
２）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 8,584,380

現在の行政事務の執行に欠くことのできないＯＡ機器は、常に正常
な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。また、同機器は東芝ファイナンス（株）と契約
を締結しているもので、継続して使用することが効率的かつ円滑に
業務が遂行されると考えられる。また、同機器に対しての機能等を
熟知し、アフターサービス体制が確立され、故障時等の迅速かつ確
実な対応が可能なのは同社以外にはない。（会計法第29条の3第4項
及び予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度より、国
庫債務負担行為を計上）

1746 東芝ファイナンス（株）
東北地方整備局河川等許可
システム機器賃貸借及び保
守

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 13,381,200

現在の行政事務の執行に欠くことのできないＯＡ機器は、常に正常
な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。また、同機器は東芝ファイナンス（株）と契約
を締結しているもので、継続して使用することが効率的かつ円滑に
業務が遂行されると考えられる。また、同機器に対しての機能等を
熟知し、アフターサービス体制が確立され、故障時等の迅速かつ確
実な対応が可能なのは同社以外にはない。（会計法第29条の3第4項
及び予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１８年度で、完
了）
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1747 東日本高速道路（株） 高速道路通行料

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 2,208,196 （会計法29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条第7項） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1748 東日本電信電話（株） 電話料

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 14,643,327 （会計法29条の12及び予算決算及び会計令第102条の2第4項） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1749 東北「道の駅」連絡会
図書（東北の街道と「道の
駅」）購入

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年10月31日 2,730,000

本図書は、東北地方整備局管内の歴史上重要な各街道とそれに対応
する現在の国道及びその国道に設置されている各「道の駅」につい
て解説しているものであり、今後重要度を増す歴史的及び観光的資
産である各街道、現時の国道整備状況、各「道の駅」設置状況を的
確に結び付け解説している記載内容は他では得られない内容であ
り、今後の「道の駅」のあり方・活用方法・広報方法を検討する上
で必要なものである。東北「道の駅」連絡会は、本図書の編集及び
発行を行っている唯一の団体である。（会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1750
東北インテリジェント通信
（株）

専用線インターネットサー
ビス（その２）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 2,539,320

平成１０年度から運用している「専用線インターネットサービス」
は各種インターネットサービスの全機能が停滞なく完全に動作する
ことが必須条件である。現在契約中の「専用線インターネットサー
ビス（その２）」は東北インテリジェント通信（株）と委託契約を
締結しているが、継続して利用することにより新たな機器導入、設
定及び手続きなどの必要がなく、効率的で円滑な業務執行が行え
る。また、上記業者は現在運用している装置及びインターネット
サービスの機能等を熟知しており、アフターサービスも確率されて
いるため、万一の故障時も迅速な対応が可能である。（会計法第29
条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成１９年度より、競
争契約へ移行）

1751 道路広報センター
パンフレット（写真を撮る
パーキング「とるぱ」）外
購入

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成18年3月24日 2,300,000

「とるぱ」は、安全に駐車でき、かつ、そこからおすすめの撮影ス
ポットまで歩いていける場所についての情報について、ホームペー
ジや郵送で一般の皆様から情報提供していただき、安全性を確認し
た上でホームページや携帯サイトで公開することにより、地域の魅
力の再発見や地域の活性化支援につなげるとともに、撮影スポット
周辺での迷走車両や迷惑駐車の減少により、交通渋滞や交通事故等
の緩和が期待されるものである。当パンフレット「とるぱ」は、道
路広報センターのみが作成・販売しているもので、一般書店では販
売されていない。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1752
特定非営利活動法人極楽鳥
海人

冬期間の交通・観光拠点に
おけるアクセス状況等調査

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成18年2月16日 1,680,000

本業務を実施するにあたっては、二県に跨ることから、県境を越え
て地域に根ざした地域づくり活動の実績、地域の交通環境・特性の
情報や地域の観光資源などについての情報に精通し、更にはこれら
を有機的に結ぶための幅広い知見を有していることが必要不可欠で
ある。極楽鳥海人は、環鳥海地域をフィールドにし、世界の観光
ニーズに応えられる良好な地域づくり等の研究をも目的に活動して
いる。地域の状況に精通し、これまでの活動で形成された地域住民
とのネットワークを活かした調査を行えるとともに、当地域におけ
る基礎データを保有している事から、業務の効率化、経費の縮小化
が図られ、本業務に適した唯一の団体である。（会計法第29条の3第
4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1753
特定非営利活動法人秋田岩
手横軸連携交流会

「道の駅」利用者情報収集
業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年9月12日 2,982,000

本業務は、「道の駅」利用者からの意見等を広く収集し、その意見
を客観的立場で収集・整理する事により、「道の駅」の利便性、質
的向上に資するものであり、①「道の駅」設置者及び行政機関から
独立した「道の駅」利用者を代表する団体であること、②広範かつ
公平な意見を整理し提案できる団体であること、③「道の駅」利用
者からの意見収集整理ができること、などの要件が必要である。秋
田岩手横軸連携交流会は、秋田・岩手両県を主なフィールドとし
て、その歴史や文化も含め道路に着目したまちづくりや地域づくり
といった観点で各種提言や事業を行い、地域活性化に資する広範な
地域の連携交流を継続的に実践している。また、大学教授、救命救
急士、建築士、教師など、様々な分野で幅広く活躍している職業を
持った約１３０名の会員で構成されている団体であり、東北の道路
交通に幅の広い見識を有している。特に「道の駅」については、東
北「道の駅」ユーザーズくらぶの事務局として、約３年におよぶ運
営実績を有している。東北「道の駅」ユーザーズくらぶは、「道の
駅」の利便性向上、質的向上を目的として平成１４年８月に設立さ
れた組織で、１７００名を超える会員による活発な情報交換を通じ
て、一般利用者としての率直な「道の駅」運営に対する意見を提案
する等「道の駅」の質的向上に貢献している。以上のように、上記
法人は本業務が求める要件を満足する唯一の団体である。（会計法
第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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1754
特定非営利活動法人小名浜
まちづくり市民会議

効果的な地域振興活動へ向
けた実態調査

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年12月16日 1,414,350

本業務を実施するにあたっては、当地域でのまちづくり活動に精力
的に関わり、地域情報に精通していることが必要不可欠である。小
名浜まちづくり市民会議は、「夢の描ける小名浜らしいまちづく
り」を行うことを基本理念に地域住民の中から結成された組織であ
る。これまでに、市民参加型のワークショップ形式で「まちづくり
のグランドデザイン」の策定やまちなかコンサートを開催するな
ど、市民が中心となったまちづくりを展開している。また、県管理
港湾にあるアクアマリンパークの運営を受託し、様々なイベントを
実施している。地域情報に十分精通しており、まちづくり計画やイ
ベントの企画運営などのこれまでの経験や、それにより形成された
地域住民とのネットワークを活かした調査を行えることから、業務
の効率化、経費の縮小化が図られ、本業務に適した唯一の団体であ
る。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3
号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1755
特定非営利活動法人長井ま
ちづくりＮＰＯセンター

上川下流における観光案
内実態調査業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年12月28日 1,417,416

本業務を実施するにあたっては、当地域での地理や観光資源等につ
いての情報に精通し、利用者の立場に立った観光案内表示等につい
ての知見を有していることが必要不可欠である。長井まちづくりＮ
ＰＯセンターは、 上川流域全域をフィールドとして活動してお
り、これまでに上流域で川と街をつなぐ案内サインの検討などに携
わった豊富な経験と実績があり、「観光地域づくり実践プラン」に
選定された協議会の市民・ＮＰＯ団体でつくる「 上川リバーツー
リズムネットワーク」の代表幹事として 上川を中心に観光を軸と
した地域づくり活動を地域住民と連携しながら行っている。これま
での活動で形成された地域住民とのネットワークを活かした調査を
行えると共に、当地域の観光資源を熟知している事から、業務の効
率化、経費の縮小化が図られ、本業務に適した唯一の団体である。
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1756
特定非営利活動法人流域
「水・環境」経営研究会東
北

雄物川利用環境向上のため
の基礎調査業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年12月15日 1,470,000

本業務を実施するにあたっては、当地域での河川空間の活用に関す
る活動を精力的に行っており、点在する観光資源等についての情報
に精通し、地域住民との関わりが深く、これらを有機的に結ぶため
の幅広い知見を有していることが必要不可欠である。流域「水・環
境」経営研究会東北は、雄物川をフィールドにし、地域の活性化に
ついて「流域に暮らす住民として自らの手で調査し、流域の生活は
いかにあるべきかを考え、それを実践している」団体である。ま
た、河川の美化を目標に、住民意識の向上を図るためのＰＲや住民
を巻き込んだ河川清掃活動を展開するなど、住民との連携も積極的
に行っている。これまでの活動で形成された地域住民とのネット
ワークを活かした調査を行えると共に、当地域における基礎データ
を保有している事から、業務の効率化、経費の縮小化が図られ、本
業務に適した唯一の団体である。（会計法第29条の3第4項及び予算
決算及び会計令102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1757 独立行政法人国立印刷局 政府調達官報公告料

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月22日 6,464,325 （会計法29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条第7項） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1758 日東通信（株）
リアルタイム路上工事情報
システムサーバ外賃貸借及
び保守（０４－０８）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 1,268,694

現在の行政事務の執行に欠くことのできないＯＡ機器は、常に正常
な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。また、同機器は日東通信（株）と契約を締結し
ているもので、継続して使用することによりシステム移行が不要で
あると共にリース価格が安価となり効率的かつ円滑に業務が遂行さ
れると考えられる。また、同機器に対しての機能等を熟知し、アフ
ターサービス体制が確立され、故障時等の迅速かつ確実な対応が可
能なのは同社以外にはない。（会計法第29条の3第4項及び予算決算
及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成２０年度より、国
庫債務負担行為を計上）

1759 日本ユニシス（株）
総合的文書管理システム改
良業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成18年1月30日 15,750,000

本業務の実施においては、構築された「総合的文書管理システム」
のシステム構成や機能、性能、データベース構成等に熟知している
ことが必要不可欠であると共に、システム全体の動作保証を考慮し
た責任の一貫性が求められる。日本ユニシス（株）は、当地整の
「総合的文書管理システム」を構築した業者であり、システムの全
体構成・機能・性能、データベース構成等を熟知しており、業務遂
行上の要件を満足している唯一の業者である。なお、他社に業務を
実施させた場合には、既設システムに熟知していないことから、シ
ステム全体に著しい支障が生じるおそれがある。よって本業務は、
当該システムの熟知度、責任の一貫性、及びシステム運用停止等の
支障の回避から、実施できる者は上記業者の他にない。（会計法第
29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成１９年度より、競
争入札を実施）



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

1760 日本ユニシス（株）
電子公文書作成システム構
築業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成18年1月16日 13,282,500

本業務の実施においては、当整備局の既設システムである「行政文
書ファイル管理システム」及び「総合的文書管理システム」との総
合的な連携を必要としており、本業務で構築する電子公文書作成シ
ステムの確実な動作環境を確保するためには、既存システムの機
能、性能、構成する各システム間の伝送手順、データベース構成等
について熟知していることが必要不可欠であると共に、システム全
体の動作保証を考慮した責任の一貫性が必要となり、既存システム
との密接不可分の関係にある。日本ユニシス（株）は、当地整の既
設システムを構築した業者であり、既設システムの全体構成・機
能・性能、システム間の伝送手順、データベース構成等を熟知して
いると共に、他地整で既に導入されている「電子公文書作成システ
ム」を構築した業者であることから、業務遂行上の要件を満足して
いる唯一の業者である。なお、他社に業務を実施させた場合には、
既設システムに熟知していないことから、行政情報の停止や申請・
手続の不備等、システム全体に著しい支障が生じるおそれがある。
よって本業務は、既設システムの熟知度、責任の一貫性、及びシス
テム運用停止等の回避から、実施できる者は上記会社の他にない。
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成１９年度より、競
争入札を実施）

1761 日本電気（株）
建設事業予算執行管理シス
テムデータ移行等業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月5日 3,465,000

本業務は、現行の建設事業予算執行管理システム（ＣＡＭＳ）で保
持している国債及び繰越データ等をＡＤＡＭＳ連携版ＣＡＭＳに
データの移行作業を行うとともに、平成１７年度から本運用を開始
するＡＤＡＭＳ連携版ＣＡＭＳの運用・管理上必要な障害等の迅速
な対応及びユーザーからの問い合わせ等にかかる支援を行うこと
で、システムの安定的な運用及び業務の円滑な遂行を図るものであ
る。本業務を遂行するに当たっては、ＡＤＡＭＳ連携版ＣＡＭＳの
各プログラム、データ内容、処理形態等を十分理解していることが
必要であろ。日本電気（株）は、ＡＤＡＭＳ連携版ＣＡＭＳを開発
し、導入した業者であり、本システムの各プログラム、データ内
容、処理形態等を熟知しており、本業務の目的を確実に達成できる
唯一の業者である。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計
令102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成１８年度より、一
般競争）

1762 日本電気興業（株）
２ポートハードディスク外
賃貸借及び保守（０４－１
２）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 1,004,220

現在の行政事務の執行に欠くことのできないＯＡ機器は、常に正常
な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。また、同機器は日本電気興業（株）と契約を締
結しているもので、継続して使用することが効率的かつ円滑に業務
が遂行されると考えられる。また、同機器に対しての機能等を熟知
し、アフターサービス体制が確立され、故障時等の迅速かつ確実な
対応が可能なのは同社以外にはない。（会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成２０年度より、国
庫債務負担行為を計上）

1763 日本電子計算機（株）
ファイアウォール外賃貸借
及び保守（０４－０６）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 6,337,800

現在の行政事務の執行に欠くことのできないＯＡ機器は、常に正常
な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。また、同機器は日本電子計算機（株）と契約を
締結しているもので、継続して使用することにより、システム移行
が不要であると共にリース価格が安価となり効率的かつ円滑に業務
が遂行されると考えられる。また、同機器に対しての機能等を熟知
し、アフターサービス体制が確立され、故障時等の迅速かつ確実な
対応が可能なのは同社以外にはない。（会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度より、国
庫債務負担行為を計上）

1764 日本電子計算機（株）
業務用サーバ賃貸借及び保
守

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 8,661,240

現在の行政事務の執行に欠くことのできないＯＡ機器は、常に正常
な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。また、同機器は日本電子計算機（株）と契約を
締結しているもので、継続して使用することにより、システム移行
が不要であると共にリース価格が安価となり効率的かつ円滑に業務
が遂行されると考えられる。また、同機器に対しての機能等を熟知
し、アフターサービス体制が確立され、故障時等の迅速かつ確実な
対応が可能なのは同社以外にはない。（会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度より、国
庫債務負担行為を計上）



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

1765 日本電子計算機（株）
本局汎用サーバ賃貸借及び
保守

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 6,390,720

現在の行政事務の執行に欠くことのできないＯＡ機器は、常に正常
な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。また、同機器は日本電子計算機（株）と契約を
締結しているもので、継続して使用することが効率的かつ円滑に業
務が遂行されると考えられる。また、同機器に対しての機能等を熟
知し、アフターサービス体制が確立され、故障時等の迅速かつ確実
な対応が可能なのは同社以外にはない。（会計法第29条の3第4項及
び予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度より、国
庫債務負担行為を計上）

1766 日本郵政公社 後納郵便料

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 9,171,185 （会計法29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条第8項） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1767 日立キャピタル（株）
パーソナルコンピュータ外
賃貸借及び保守（その６）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 6,916,612

現在の行政事務の執行に欠くことのできないＯＡ機器は、常に正常
な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。また、同機器は日立キャピタル（株）と契約を
締結しているもので、継続して使用することが効率的かつ円滑に業
務が遂行されると考えられる。また、同機器に対しての機能等を熟
知し、アフターサービス体制が確立され、故障時等の迅速かつ確実
な対応が可能なのは同社以外にはない。（会計法第29条の3第4項及
び予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１８年度完了）

1768
日立ソフトウェアエンジニ
アリング（株）

道路占用許可システム再構
築業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成18年2月8日 1,627,500

本業務は、現在運用している道路占用許可システムの稼働するサー
バー機器の老朽化に伴い機器を更新することとなったため、新たに
設置されるサーバー機器に対して、現行のシステムを再構築するも
のである。現行のサーバ機器は、システムの運用のためリース期間
の延長契約を行いながら利用してきたものであるが、機器の老朽化
により保守用部品の調達が困難となったため、道路占用許可システ
ムを利用して行う占用許可の更新・継続等の処理が集中する時期を
前に、リース契約の終了時期に合わせて、新たな機器に更新するこ
ととしたものである。業務の実施にあたっては、システムの利用が
集中する時期であることから、システム停止の期間を必要 小限と
し、占用関係業務を遅滞なく円滑に実施するため、再構築作業を迅
速に行い、確実に稼働させる必要がある。日立ソフトウェアエンジ
ニアリング（株）は、現在運用中の道路占用許可システムの設計・
開発を担当し、さらに当整備局へのシステム移植やその後の改良業
務も実施していることから、システムの内容、運用や障害に対する
処理・対応について精通していること、及び整備局内のシステム環
境についても熟知しているとともに、著作者人格権を有しているこ
とから、本件業務を適正かつ迅速に実施することができる唯一の業
者である。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の
4第3号）

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

1769 富士テレコム（株）
ＣＲＭＳサーバ賃貸借及び
保守

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 2,390,220

現在の行政事務の執行に欠くことのできないＯＡ機器は、常に正常
な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。また、同機器は富士テレコム（株）と契約を締
結しているもので、継続して使用することが効率的かつ円滑に業務
が遂行されると考えられる。また、同機器に対しての機能等を熟知
し、アフターサービス体制が確立され、故障時等の迅速かつ確実な
対応が可能なのは同社以外にはない。（会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度より、国
庫債務負担行為を計上）

1770 富士テレコム（株）
ＴＥＣＲＩＳ・ＣＯＲＩＮ
Ｓサーバ賃貸借及び保守

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 1,060,290

現在の行政事務の執行に欠くことのできないＯＡ機器は、常に正常
な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。また、同機器は富士テレコム（株）と契約を締
結しているもので、継続して使用することが効率的かつ円滑に業務
が遂行されると考えられる。また、同機器に対しての機能等を熟知
し、アフターサービス体制が確立され、故障時等の迅速かつ確実な
対応が可能なのは同社以外にはない。（会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

1771 富士テレコム（株）
道路管理関係データベース
サーバ外賃貸借及び保守

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 1,239,315

現在の行政事務の執行に欠くことのできないＯＡ機器は、常に正常
な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。また、同機器は富士テレコム（株）と契約を締
結しているもので、継続して使用することが効率的かつ円滑に業務
が遂行されると考えられる。また、同機器に対しての機能等を熟知
し、アフターサービス体制が確立され、故障時等の迅速かつ確実な
対応が可能なのは同社以外にはない。（会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

1772 富士テレコム（株）
特殊車両オンライン申請シ
ステムサーバ賃貸借及び保
守

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 1,519,560

現在の行政事務の執行に欠くことのできないＯＡ機器は、常に正常
な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。また、同機器は富士テレコム（株）と契約を締
結しているもので、継続して使用することが効率的かつ円滑に業務
が遂行されると考えられる。また、同機器に対しての機能等を熟知
し、アフターサービス体制が確立され、故障時等の迅速かつ確実な
対応が可能なのは同社以外にはない。（会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度より、国
庫債務負担行為を計上）

1773 富士通（株）
交通量常時観測システム改
良業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成18年1月27日 4,830,000

本業務は、既存の交通量常時観測設備に機能を追加するものである
が、交通量の観測・処理は常時稼働している必要があり、設備全体
の連携と、既設設備の運用を中断することなく実施する必要があ
る。そのためには、固有の機能・性能及び構成する各機器間の伝送
手順、情報蓄積機能等、設備全体の動作保証を確保することが必要
である。よって、既設設備の施工業者以外に実施させた場合、既設
の設備等の運用に著しい支障が生じる恐れがある。富士通（株）
は、交通量常時観測設備の既設設備の施工業者で製作仕様を熟知し
ており、実施経験及び知識を有し、現場状況に精通している唯一の
会社である。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条
の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成１９年度より、競
争契約へ移行）

1774 富士通リース（株）
ファイアウォール賃貸借及
び保守（０５－０２）

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 4,605,300

現在の行政事務の執行に欠くことのできないＯＡ機器は、常に正常
な状態で機能どおりに稼働することが要求され、万一トラブルが
あった場合は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された業者で
なければならない。また、同機器は富士通リース（株）と契約を締
結しているもので、継続して使用することにより、システム移行が
不要であると共にリース価格が安価となり効率的かつ円滑に業務が
遂行されると考えられる。また、同機器に対しての機能等を熟知
し、アフターサービス体制が確立され、故障時等の迅速かつ確実な
対応が可能なのは同社以外にはない。（会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度より、国
庫債務負担行為を計上）

1775 （株）シマダ 建物賃貸借

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 1,545,996 （会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1776 （株）伊澤竹に雀本舗 建物賃貸借

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 1,506,600 （会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1777 （株）芙蓉物産 建物賃貸借

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 21,583,800 （会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1778 （有）アバンテ 建物賃貸借

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 1,030,800 （会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1779 石原黎明会 建物賃貸借

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 1,210,680 （会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1780 渡幸（株） 建物賃貸借

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 1,035,600 （会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1781 非公表 建物賃貸借計１７件

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 24,910,810 （会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

個人情報

1782 非公表
カウンセリング委託契約計
７件

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9－
15

平成17年4月1日 3,668,721 （会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

個人情報

1783 小糸工業（株）
青森管内道路情報制御装置
改良工事

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成18年1月18日 46,095,000

道路情報制御装置の改良を行うものだが、既設設備の機能追加であ
ることから、電子回路特性並びに情報処理等の技術的事項において
内容を熟知しておく必要があるため（会計法29条の3第4項及び予算
決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

1784 （株）鹿内組
青森西地区ステーション建
築工事

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年6月17日 131,250,000

同一業者に施工させることにより、工期の短縮、経費節減、安全、
円滑かつ適切な施工が可能であり、施工業者が異なった場合瑕疵担
保が不明確になる恐れがあるため一貫した施工が必要となるため
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

1785
東北エンジニアリング
（株）

西豊田地区工損（事後）調
査業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年6月20日 3,675,000

工事に起因する地盤変動により生じた建物等の損害について調査し
費用負担額の算定を行うもの。損傷の程度、関係人の事情等、事前
調査の結果を詳細に把握しておく必要があるため（会計法29条の3第
4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成１８年度より競争
入札に移行）

1786
（株）ダイヤコンサルタン
ト

若宮地区漏水箇所調査等業
務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年5月13日 1,732,500

４月７日～８日の融雪出水による漏水による復旧工法の検討等を行
うものであるが、緊急を要するものであるため、「災害時における
東北地方整備局所管施設の災害応急対策業務に関する協定」に基づ
き、岩木川下流部の地形地質及び提体漏水対策に精通している技術
者を有している必要があるため（会計法29条の3第4項及び予算決算
及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1787 （株）キタコン 岩木川災害箇所測量等業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年5月13日 1,932,000

４月７日～８日の融雪出水による河岸崩壊等の被災状況を取りまと
めるものであるが、緊急を要するものであるため、「災害時におけ
る東北地方整備局所管施設の災害応急対策業務に関する協定」に基
づき、青森県内における災害応急業務の実施体制が編成されている
必要があるため（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1788
日本建設コンサルタント
（株）

弘前地区消流雪用水導入事
業経済評価検討業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年5月31日 7,350,000

当事務所が整備し運用中の弘前地区消流雪用水導入事業の経済評価
（事後評価）を行うものであるが、過年度業務において事業効果ヒ
アリング調査及び検討方針とりまとめを実施し、本検討内容に必要
な経緯、情報に精通しているため（会計法29条の3第4項及び予算決
算及び会計令第102条の4第3号）

問題があるもの
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

1789 （株）建設技術研究所
岩木川中流部改修事業経済
評価検討業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年6月14日 7,350,000

当事務所が継続している岩木川中流部改修事業の経済評価（再評
価）の検討を行うものであるが、過年度業務において岩木川氾濫計
算モデルを構築し、本検討内容に必要な経緯、情報に精通している
ため（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3
号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

1790 （株）建設技術研究所
板柳消流雪取水施設軟弱地
盤対策工検討業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成18年2月9日 1,680,000

板柳地区消流雪用水導入事業の一環として計画されている上流操作
室部の軟弱地盤解析を行いその対策工の検討を行うものであるが、
過年度業務において板柳消流雪計画の広域的な地質調査及び解析と
りまとめや取水本体部における軟弱地盤対策工の検討などを実施
し、本検討内容に必要な情報に精通しているため（会計法29条の3第
4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

問題があるもの
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

1791 （株）長大 土屋大橋修正設計業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成18年2月20日 4,620,000

平成１４年度に実施された土屋大橋詳細設計の中の基礎地盤を修正
するものであるが、基礎構造を修正することにより上部工の修正も
伴う。下部工及び上部工は施工中であり緊急性を要すると共に、設
計成果に対する責任の所在を明確にさせるため、土屋大橋全体の詳
細設計を実施した業者と随意契約を行う（会計法29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1792 （株）岩根研究所
青森管内道路ビデオＧＩＳ
システム更新業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年12月8日 2,383,500

「道路デジタルビデオシステム」のデータ更新作業は、システムを
開発した業者が「道路・河川等の現況ビデオ検索装置」の特許を有
しているため（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条
の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1793 （株）建設技術研究所
浅瀬石川浸水想定区域検討
業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成18年2月21日 15,855,000

一級河川岩木川水系浅瀬石川が水位情報周知河川に指定されたこと
に伴い、浸水想定区域の検討及び公表のための浸水想定区域図の作
成等を行うものであるが、過年度業務において岩木川及び平川の浸
水想定区域図の検討を行い、本業務に必要な氾濫計算モデルを作成
し、過年度実施した成果との整合性を図ることができるため（会計
法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

1794
三井共同建設コンサルタン
ト（株）

馬淵川堤防整備優先度検討
業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成18年3月1日 3,045,000

馬淵川における堤防整備年次計画作成のため治水安全度、浸水時の
想定被害額等から整備を要する工区の優先度について検討するもの
であるが、過年度業務において浸水想定区域図の検討を行い、本業
務に必要な氾濫計算モデルを作成し、過年度実施した成果との整合
性を図ることができるため（会計法29条の3第4項及び予算決算及び
会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

1795 国際航業（株） 津軽自動車道環境影響調査

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年6月1日 15,750,000

五所川原西バイパスの環境影響評価に必要な環境調査及び学識経験
者ヒアリングを実施し、過年度調査で作成した環境影響調査書
（案）の内容を協議・修正し、環境影響評価書（案）のとりまとめ
を行うものであるが、環境影響評価手続きは文献調査及び現地調査
を含め、方法書（案）の作成から評価書（案）の作成まで複数年を
要し、かつ調査の実施にあたっては多数の類似業務経験と高度な判
断が必要とされる。平成１４年度に実施したプロポーザルで特定さ
れ、平成１６年度までに調査書（案）の作成まで行っているため正
確かつ効率的な業務遂行ができるのは他にないため（会計法29条の3
第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

1796 （株）工藤由建設 岩木川下流内水排除等作業

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年4月18日 1,050,000

４月７日に発生した大雨による融雪洪水による水防対策作業を行う
ものであるが、緊急を要するため、昨年度同種作業を経験し河川状
況にも精通しているため（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会
計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1797 （株）南建設 岩木川上流内水排除等作業

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年4月18日 1,711,500

４月７日に発生した大雨による融雪洪水による水防対策作業を行う
ものであるが、緊急を要するため、昨年度同種作業を経験し河川状
況にも精通しているため（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会
計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1798
（社）青森県公共嘱託登記司
法書士協会

公共嘱託登記（権利登記）業
務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年5月11日 6,445,110

本業務の実施に当たっては、不動産の権利に関する登記の専門的知識と
司法書士法に基づく司法書士の資格が必要であるとともに、事務所管内
の広域的な範囲で、同時・多量の業務を実施できる能力を有する必要が
ある。青森県公共嘱託登記司法書士協会は、司法書士法第６８条第１項
の規定に基づき、権利に関する嘱託登記の適正かつ迅速な実施に寄与
することを目的に設立された法人であり、権利登記に関する専門的な知識
や技能及び豊富な経験を有するとともに、現地の状況に精通した司法書
士を有し、公共嘱託権利登記の専門機関として県内唯一の法人であり、
広域かつ同時・多量の本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する
団体は同協会以外存しない。（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会
計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

1799
（社）青森県公共嘱託登記土
地家屋調査士協会

公共嘱託登記（表示登記）業
務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年5月11日 16,697,600

本業務の実施に当たっては、不動産の表示に関する登記の専門的知識と
土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士の資格が必要であるととも
に、事務所管内の広域的な範囲で、同時・多量の業務を実施できる能力
を有する必要がある。青森県公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、土
地家屋調査士法第６３条第１項の規定に基づき、表示に関する嘱託登記
の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的に設立された法人であり、
表示登記に関する専門的な知識や技能及び豊富な経験を有するととも
に、現地の状況に精通した土地家屋調査士を有し、公共嘱託表示登記の
専門機関として県内唯一の法人であり、広域かつ同時・多量の本業務を
適切かつ迅速に実施できる能力を有する団体は同協会以外存しない。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

1800 岩木川漁業協同組合 お魚館維持管理業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年4月1日 2,803,500

本業務の実施にあたっては、お魚館の水槽機器の点検、魚の習性・
生息環境及び魚の採捕等に対する知識及び技術が必要である。
上記組合は、岩木川上中流域の河川の状況、魚種及び生息環境を把
握していること、各種魚種の採捕についても豊富な知識を有してお
り、上記組合以外に岩木川の魚の生息環境を熟知しているものはな
い。
従って、会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号により、上
記組合と随意契約するものである。

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

1801 （財）駐車場整備推進機構 電気料

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年4月1日 4,103,978
地下駐車場との一体施設として国管理の地下歩道を共有しているこ
とから管理協定によって国管理部分の電気料を支払うため(会計法29
条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得な
いもの

1802 青森市水道事業管理者 水道料

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年4月1日 3,281,201 （会計法29条の12及び予算決算及び会計令第102条の2第3項） その他
随意契約によらざるを得な
いもの

1803 （株）ジエイエイエス 廃棄物収集単価契約

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年4月1日 2,647,036 （会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第7号） その他 競争入札に移行したもの 単価契約

1804
（株）エヌ・ティ・ティ・
ドコモ東北

電話料

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年4月1日 11,956,568 （会計法29条の12及び予算決算及び会計令第102条の2第4項） その他
随意契約によらざるを得な
いもの
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1805
ＮＴＴコミュニケーション
ズ（株）

電話料

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年4月1日 2,667,646 （会計法29条の12及び予算決算及び会計令第102条の2第4項） その他
随意契約によらざるを得な
いもの

1806
ケイディーディーアイ
（株）

電話料

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年4月1日 1,720,176 （会計法29条の12及び予算決算及び会計令第102条の2第4項） その他
随意契約によらざるを得な
いもの

1807 青森中央郵便局 後納郵便料

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年5月12日 2,405,645 （会計法29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条第8項） その他
随意契約によらざるを得な
いもの

1808 東日本電信電話（株） 電話料

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年4月1日 8,705,461 （会計法29条の12及び予算決算及び会計令第102条の2第4項） その他
随意契約によらざるを得な
いもの

1809 日本通運（株） 運送単価契約

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年4月1日 2,284,376 （会計法29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条第8項） その他
随意契約によらざるを得な
いもの

単価契約

1810 （株）クボタ
久栗坂トンネル道路融雪設
備点検整備業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年11月17日 1,785,000
本設備は特殊な装置で構成され、設計技術と施工技術が一体で開発され
ていることから専門技術が要求され、本業務を履行できる業者は他にない
ため（会計法第29条の3第4項及び予算決算会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得な
いもの

1811 （株）中才自動車修理工場
建設機械修繕単価契約（青
森地区・新潟、範多系）

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年9月7日 8,156,148
製造メーカーから固有の技術的特性をもつ除雪機械の構造・機能や整備
技術、部品供給等が受けられ、故障時等に迅速な対応が出来るため。
（会計法第29条の3第4項及び予算決算会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（H19年度から一般競争入
札に移行）

単価契約

1812
（株）日立エンジニアリン
グサービス

青森市中央地区歩道融雪設
備点検整備業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年11月21日 2,940,000
本設備は特殊な装置で構成され、設計技術と施工技術が一体で開発され
ていることから専門技術が要求され、本業務を履行できる業者は他にない
ため（会計法第29条の3第4項及び予算決算会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得な
いもの

1813 （株）日立製作所
五所川原揚水機場ポンプ設
備点検整備業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年11月17日 1,155,000

当該施設は本業者が施工したものである。本業務の履行にあたっては、
当該設備のシステム構成並びに各機器の機能、性能等を熟知しているこ
とに加え、一部分解・組立を伴うことによりメーカー固有の管理基準等に
精通している事が必要である。また、ポンプ本体は各製造メーカーが保有
する技術特性に基づき水流試験を実施し構造を決定しているものであり、
当該ポンプの構造・特性を熟知した製造メーカーでなければ機能の確保
ができないため（会計法第29条の3第4項及び予算決算会計令第102条の
4第3号）

その他
随意契約によらざるを得な
いもの

1814 （有）松田ディーゼル
建設機械修繕単価契約（十
和田・八戸地区）

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年9月7日 7,812,177
製造メーカーから固有の技術的特性をもつ除雪機械の構造・機能や整備
技術、部品供給等が受けられ、故障時等に迅速な対応が出来るため。
（会計法第29条の3第4項及び予算決算会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（H19年度から一般競争入
札に移行）

単価契約

1815 コマツ青森（株）
建設機械修繕単価契約（コ
マツ系）

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年10月26日 22,368,343
製造メーカーから固有の技術的特性をもつ除雪機械の構造・機能や整備
技術、部品供給等が受けられ、故障時等に迅速な対応が出来るため。
（会計法第29条の3第4項及び予算決算会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（H19年度から一般競争入
札に移行）

単価契約

1816
（株）カワサキマシンシス
テムズ

建設機械修繕単価契約（日
本除雪機系）

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年9月27日 29,267,326
製造メーカーから固有の技術的特性をもつ除雪機械の構造・機能や整備
技術、部品供給等が受けられ、故障時等に迅速な対応が出来るため。
（会計法第29条の3第4項及び予算決算会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（H19年度から一般競争入
札に移行）

単価契約

1817 弘前総合車輌（株）
建設機械修繕単価契約（弘
前地区）

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年9月7日 9,759,431
製造メーカーから固有の技術的特性をもつ除雪機械の構造・機能や整備
技術、部品供給等が受けられ、故障時等に迅速な対応が出来るため。
（会計法第29条の3第4項及び予算決算会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（H19年度から一般競争入
札に移行）

単価契約

1818 東北建設機械販売（株）
建設機械修繕単価契約（三
菱系）

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年9月7日 17,099,344
製造メーカーから固有の技術的特性をもつ除雪機械の構造・機能や整備
技術、部品供給等が受けられ、故障時等に迅速な対応が出来るため。
（会計法第29条の3第4項及び予算決算会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（H19年度から一般競争入
札に移行）

単価契約
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1819
（株）スペースプロジェク
ト

一般国道７号　青森高架橋
完成式企画運営業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成18年2月24日 3,262,350
同種の実績経験も多く、企画・運営・会場設営・安全管理さらに交通誘導
についても迅速かつ安全な対応が可能であると判断されるため。（会計法
第29条の3第4項及び予算決算会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
その他（プロポーザル方
式による継続）

1820 （株）ビジネスサービス
パーソナルコンピュータ等
賃貸借

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年4月1日 1,606,500
機器の継続使用による経済性、製品知識、技術力、対応の迅速性
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該
事務・事業の委託等を行
わないもの
（更新時期より国庫債務負
担行為を計上）

1821
（株）フィーラーステー
ション

タウン情報誌「ふいーら
あ」広告掲載料（他１１
件）

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年4月11日 7,560,000
地域総合タウン情報紙として青森県内全域で発行され、専門的な知識と
豊富な業務経験を有するため（会計法第29条の3第4項及び予算決算会
計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得な
いもの

1822 （株）ふるさときゃらばん 道づくり広報活動業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年5月20日 5,966,730

上記業社は「道づくり」を題材としたミュージカル「みちぶしん」を自ら創作、
公演しており、本業務の目的に合致した内容であること、また公演実績は
全国に及び本業務の目的に関する認識も兼ね備えていることから、本業
務を適切に遂行できるのは本業者のみである（会計法第29条の3第4項及
び予算決算会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得な
いもの

1823 （株）企画集団ぷりずむ 管内広報誌作成業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年7月25日 23,992,500

本業者は各種地域情報紙の出版等、本件と類似した事例について数多く
の経験と知識が豊富であり、県内の地域情報収集能力に優れているほ
か、平成16年度において実施した準プロポーザル方式により選定された
業者である・（会計法第29条の3第4項及び予算決算会計令第102条の4第
3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

1824 （株）時事通信社
「ｉ－ＪＡＭＰ」情報提供
業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年4月1日 1,118,124
全国的な行政ニュースや各分野の 新データ等の情報提供を行う唯一の
業者なため（会計法第29条の3第4項及び予算決算会計令第102条の4第3
号）

その他
随意契約によらざるを得な
いもの

1825 （株）東奥日報社
災害に強い地域づくり、道
路づくり広報業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年6月21日 1,922,550
青森県内で 大のシェアを占め、専門的かつ高度な知識と豊富な経験を
有するため（会計法第29条の3第4項及び予算決算会計令第102条の4第3
号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは
企画競争に移行）

1826 （株）東奥日報社
青森県における防災に関す
る広報業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年6月21日 5,451,285
青森県内で 大のシェアを占め、豊富な実績・経験を有するため（会計法
第29条の3第4項及び予算決算会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり 企画競争を実施

1827 （株）東奥日報社
地域と連携した道路管理広
報業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年8月11日 1,922,550
青森県内で 大のシェアを占め、専門的かつ高度な知識と豊富な経験を
有するため（会計法第29条の3第4項及び予算決算会計令第102条の4第3
号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは
企画競争に移行）

1828 （株）東奥日報社
地域再生とふるさとのみち
広報業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年11月10日 4,227,300
青森県内で 大のシェアを占め、専門的かつ高度な知識と豊富な経験を
有するため（会計法第29条の3第4項及び予算決算会計令第102条の4第3
号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは
企画競争に移行）

1829 （有）丸山銃砲火薬店 凍結抑制装置購入

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年8月5日 2,670,150
青森県内で同等の機能を有する装置を取り扱っているのは本相手方のみ
であるため（会計法第29条の3第4項及び予算決算会計令第102条の4第3
号）

その他
随意契約によらざるを得な
いもの

1830
ＮＥＣソフトウェア東北
（株）

電子広報媒体分析等業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成18年3月2日 1,354,500

本業務は電子広報媒体（ホームページ）の有効かつ戦略的に活用するた
めの検討改善を高じるものである。本業者は前年度に当事務所ホーム
ページ作成に携わり、そのコンテンツに精通し、専門的かつ高度な知識と
豊富な業務経験を要するため（会計法第29条の3第4項及び予算決算会
計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得な
いもの

1831
オムロンティー・エー・エ
ス（株）

交通情報収集処理装置賃貸
借

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年4月1日 2,813,580

管理区間内に設置している車輌感知器は全てオムロン製であり、こ
れらと互換性のあるシステムを使用することにより既設の設備と機
能的に一致し、トラブル発生時にも原因が明確となり技術的にも有
利であるため。(会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第
102条の4第3号)

見直しの余地があり

１８年度以降において当該
事務・事業の委託等を行
わないもの
（更新時期より国庫債務負
担行為を計上）

1832 セコム（株）
機械警備業務委託（出張
所）

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年4月1日 3,606,540
既存設備を継続することは警備の一貫性から効率的であり、経済的にも
有利であるため。（会計法第29条の3第4項及び予算決算会計令第102条
の4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（H19年度から一般競争入
札に移行）



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地
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件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

1833
ナショナルエレベーター工
業（株）

平新田地下歩道エレベータ
保守業務委託

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年4月1日 2,100,000
当該設備を設置し、構造・機能に精通、技術員の派遣及び常時遠隔監視
診断を行い正常な運転機能を確保し、適正かつ円滑な業務遂行が可能な
ため。（会計法第29条の3第4項及び予算決算会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
公募を実施
（平成１９年度より公募
を実施）

1834
三菱電機ビルテクノサービ
ス（株）

長島地下歩道エレベータ保
守業務委託

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年4月1日 2,041,200
当該設備を設置し、構造・機能に精通、技術員の派遣及び常時遠隔監視
診断を行い正常な運転機能を確保し、適正かつ円滑な業務遂行が可能な
ため。（会計法第29条の3第4項及び予算決算会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
公募を実施
（平成１９年度より公募
を実施）

1835
住信・松下フィナンシャル
サービス（株）

走行情報収集装置賃貸借

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年4月1日 1,807,029

本業務は走行軌跡データ・旅行速度データを高い精度で取得可能な機械
方式及び記憶媒体に記憶させる装置を賃貸借するものである。それが可
能な唯一の装置を賃貸しているのは本業者のみであるため（会計法第29
条の3第4項及予算決算会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該
事務・事業の委託等を行
わないもの
（更新時期より国庫債務負
担行為を計上）

1836
青森県歴史の道整備促進協
議会

パンフレット「奥州街道探
訪マップ（野辺地～油川
間）」購入

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成18年3月17日 2,100,000
発行、販売しているのは、本相手方のみであるため（会計法第29条の3第
4項及び予算決算会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得な
いもの

1837
青森市タクシー共通チケッ
ト（株）

乗用自動車利用契約（青森
地区）

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年5月11日 1,717,640
青森市内のタクシー事業者が加盟しており事務を統括している相手方で
あるため（会計法第29条の3第4項及び予算決算会計令第102条の4第3
号）

その他
随意契約によらざるを得な
いもの

1838 青森市の雪を記録する会
図書（どっさり雪奮冬記）
購入

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成18年3月1日 1,980,000
発行、販売しているのは、本相手方のみであるため（会計法第29条の3第
4項及び予算決算会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得な
いもの

1839 青森精機（株）
電子複写機保守契約（その
２）

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年6月8日 5,735,359
本業者が導入しており、機種についての保守技術を有し、メンテナンス等
で迅速かつ正確な対応ができるため（会計法第29条の3第4項及び予算決
算会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該
事務・事業の委託等を行
わないもの
（更新時期より国庫債務負
担行為を計上）

1840 青森精機（株）
電子複写機保守契約（その
３）

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年6月8日 3,277,569

本機種の賃貸借については、一般競争により本業者が納入しており、保
守契約については、導入後のトラブルの原因を明確にすることが困難であ
ること（納入時からのトラブルか、使用によるトラブルか）から、賃貸借の納
入業社である本業者と契約することが得策であると思料される。また電子
複写機専門の保守技術者を有しており、迅速なメンテナンス体制を確保で
きる。（会計法第29条の3第4項及び予算決算会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得な
いもの

1841 青森精機（株） 複写機賃貸借及び保守契約

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年6月8日 4,922,003
現在使用している同機種を継続して使用することにより、経済的、効率的
に業務を遂行できるため（会計法第29条の3第4項及び予算決算会計令第
102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該
事務・事業の委託等を行
わないもの
（更新時期より国庫債務負
担行為を計上）

1842 青森綜合警備保障（株）
青森河川国道事務所機械警
備設備設置業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年6月17日 6,895,350

本業務は昨年度までおこなっていた機械警備設備を簡単な操作で、効果
のある機械警備を行うことを目的として見直しを行い、機械警備に必要な
電気錠・配線等の設置を行うものである。本業者は独自の製品の外、各
種電器メーカー製品を取扱い、その製品は拡張性・将来性を持たせてい
るとともに県内を警備範囲としている唯一の業者であるため。（会計法第
29条の3第4項及び予算決算会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（H19年度から一般競争入
札に移行）

1843 青森綜合警備保障（株）
青森河川国道事務所機械警
備業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年7月29日 1,176,000

設置済みの一般配線を使用し、遠隔監視ができ、短時間に現場に到着で
きる体制が整っており、市内で機械警備を履行できる県内で唯一の業者
であるため（会計法第29条の3第4項及び予算決算会計令第102条の4第3
号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（H19年度から一般競争入
札に移行）

1844 青森朝日放送（株） あおもりの道広報業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成18年3月10日 1,953,000

青森県内を放送網としたテレビ放送を行っており、多くの行政関連の広報
番組制作、運営の実績があること。また、本業務に関して各社に業務提案
を求めたところ、目的を的確に把握していると共に、実施体制等も備えて
いたため（会計法第29条の3第4項及び予算決算会計令第102条の4第3
号）

見直しの余地があり
その他（プロポーザル方
式による継続）

1845 青森放送（株）
除雪キャンペーンラジオ広
報業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年11月30日 1,890,000
青森県内全域をエリアとし、スポット放送を行っているＡＭラジオ放送局は
本業者のみであるため（会計法第29条の3第4項及び予算決算会計令第
102条の4第3号）

見直しの余地があり 企画競争を実施



公共工事の名称、場所、期間、及
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及び数量
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1846 道路広報センター ちらし他１６点購入

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年7月22日 1,891,770
「道の日」のシンボルマークを用いた広報用品を作成・販売している唯一
の団体のため（会計法第29条の3第4項及び予算決算会計令第102条の4
第3号）

その他
随意契約によらざるを得な
いもの

1847
特定非営利活動法人アルキ
メデス

上十三地域広域連携推進業
務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年10月6日 6,930,000

本業務は該当地域において地域住民を主体とした地域連携による活力形
成に向けた地域づくりのあり方を検討するものである。本相手方は当該地
域を活動拠点とする法人であり地域づくりにおける各種取り組みを実践し
ている。本業務を円滑かつ適切に遂行できるのは他にない（会計法第29
条の3第4項及び予算決算会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得な
いもの

1848
特定非営利活動法人青森Ｉ
ＴＳクラブ

バスロケーションシステム
効果検討業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年12月26日 6,667,500

本業務は運用しているシステムの導入効果の把握、課題整理、検討を行
い今後の管理・運営方法についての提案を目的としている。本相手方は
青森版ＩＴＳについて調査・研究を実施し、豊富な知識と経験を有し、シス
テムの構築技術及び実績も有していることから本業務を実施できる相手
方は他にないと判断されるため（会計法第29条の3第4項及び予算決算会
計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得な
いもの

1849 富士ゼロックス（株）
電子複写機保守契約（その
１）

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成17年5月12日 16,784,100
本機種について保守技術を有し、メンテナンス等で迅速かつ正確な対応
ができるのは他にないため（会計法第29条の3第4項及び予算決算会計令
第102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該
事務・事業の委託等を行
わないもの
（更新時期より国庫債務負
担行為を計上）

1850 北国のくらし研究会
図書（雪みち観察委員会報
告書）購入

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3-20-38

平成18年3月1日 1,800,000
発行、販売しているのは、本相手方のみであるため（会計法第29条の3第
4項及び予算決算会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得な
いもの

1851 （株）ビジネスサービス
パーソナルコンピュータ賃貸借
（その２）

西川和雄
東北地方整備局高瀬川河川事務
所
青森県八戸市石堂3丁目7-10

平成17年4月1日 1,130,220
代替性のない特定の知識、経験、能力を有するため（会計法第29条
の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該
事務・事業の委託等を行
わないもの
（更新時期より国庫債務負
担行為を計上）

1852 小川原湖漁業協同組合
小川原湖総合観測所電力
ケーブル監視作業

西川和雄
東北地方整備局高瀬川河川事務
所
青森県八戸市石堂3丁目7-10

平成17年8月24日 3,045,000
代替性のない特定の知識、経験、能力を有するため（会計法第29条
の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

1853 北海道地図（株） 高瀬川管内図修正印刷業務

西川和雄
東北地方整備局高瀬川河川事務
所
青森県八戸市石堂3丁目7-10

平成18年2月10日 2,646,000
管内図の版下を保有しているため（会計法第29条の3第4項及び予算
決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（平成18年度から一般競
争入札に移行）

1854 （株）アダチ 電子複写機保守契約（その２）

西川和雄
東北地方整備局高瀬川河川事務
所
青森県八戸市石堂3丁目7-10

平成17年4月1日 1,092,701
代替性のない特定の知識、経験、能力を有するため（会計法第29条
の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該
事務・事業の委託等を行
わないもの
（更新時期より国庫債務負
担行為を計上）

単価契約

1855 （株）アダチ
デジタル複写機（カラー）保守
契約

西川和雄
東北地方整備局高瀬川河川事務
所
青森県八戸市石堂3丁目7-10

平成17年4月1日 2,517,564
代替性のない特定の知識、経験、能力を有するため（会計法第29条
の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該
事務・事業の委託等を行
わないもの
（更新時期より国庫債務負
担行為を計上）

単価契約

1856 東日本電信電話（株） 電話料

西川和雄
東北地方整備局高瀬川河川事務
所
青森県八戸市石堂3丁目7-10

平成17年4月1日 2,462,103 （会計法29条の12及び予算決算及び会計令第102条の2第4項） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1857 非公開 土地賃貸借等　計10件

西川和雄
東北地方整備局高瀬川河川事務
所
青森県八戸市石堂3丁目7-10

平成17年4月1日 8,108,221 （会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

個人情報

1858 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北 携帯電話外電話料

西川和雄
東北地方整備局高瀬川河川事務
所
青森県八戸市石堂3丁目7-10

平成17年4月1日 1,074,600 （会計法29条の12及び予算決算及び会計令第102条の2第4項） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1859 （株）クボタ
流川排水ポンプ設備補修工
事

西川和雄
東北地方整備局高瀬川河川事務
所
青森県八戸市石堂3丁目7-10

平成17年10月31日 5,250,000
代替性のない特定の知識、経験、能力を有するため（会計法第29条
の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり 競争入札に移行したもの



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

1860 （株）拓和
河口水位観測所設備補修工
事

西川和雄
東北地方整備局高瀬川河川事務
所
青森県八戸市石堂3丁目7-10

平成17年8月19日 3,780,000
代替性のない特定の知識、経験、能力を有するため（会計法第29条
の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

問題があるもの
競争入札に移行したもの
（平成18年度から一般競
争入札に移行）

1861
日本建設コンサルタント
（株）

高瀬川河川整備計画検討業
務

西川和雄
東北地方整備局高瀬川河川事務
所
青森県八戸市石堂3丁目7-10

平成17年5月13日 25,620,000
代替性のない特定の知識、経験、能力を有するため（会計法第29条
の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

1862 （株）建設技術研究所 不特定容量効果検討業務

阿部幸雄
東北地方整備局津軽ダム工事事
務所
青森県西津軽郡西目屋村大字田
代字神田57

平成17年4月28日 2,415,000
１６年度実施の治水経済検討業務の追加調査であり、当該業者が同
手法において行うことが密接不可分である。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

1863 （株）ドーコン
津軽ダム付替道路景観評価
検討業務

阿部幸雄
東北地方整備局津軽ダム工事事
務所
青森県西津軽郡西目屋村大字田
代字神田57

平成17年5月17日 19,110,000

１６年度プロポーザルにより実施方針、特定テーマに関する提案内
容等の総合評価で優れ、特定されたものである。１６年度は景観整
備方針を策定、１７年度において景観ガイドラインを作成するもの
であり、専門技術力等の要素を有する唯一の業者である。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

1864 （株）建設技術研究所 津軽ダム利水計画検討業務

阿部幸雄
東北地方整備局津軽ダム工事事
務所
青森県西津軽郡西目屋村大字田
代字神田57

平成17年5月18日 29,190,000

１３年度～１４年度当該業者施工の津軽ダム利水計画検討（基本計
画変更）、利水計画とりまとめ及び岩木川水系利水計画検討業務の
整合を図りながら新たな利水計画を立てる必要があり、迅速且つ適
正な技術力を有する唯一の業者である。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

1865
日本建設コンサルタント
（株）

津軽ダム治水計画検討業務

阿部幸雄
東北地方整備局津軽ダム工事事
務所
青森県西津軽郡西目屋村大字田
代字神田57

平成17年6月13日 13,860,000

１４年度当該業者施工の津軽ダム治水計画検討及び岩木川水系利治
水計画検討業務の整合を図りながら新たな治水計画を立てる必要が
あり、迅速且つ適正な技術力を有する唯一の業者である。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

1866 （株）アイ・エヌ・エー
津軽ダム堤体基本形状検討
業務

阿部幸雄
東北地方整備局津軽ダム工事事
務所
青森県西津軽郡西目屋村大字田
代字神田57

平成17年8月5日 30,240,000

１４年度～１５年度当該業者施工の津軽ダム地質総合解析、割れ目
解析、概略設計修正検討業務の成果を基に堤体基本形状の検討を行
うものでダムサイト地形、地質及び土木研究所協議経緯等に精通の
ため、迅速且つ適正な技術力を有する唯一の業者である。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

1867 （株）アイ・エヌ・エー
津軽ダム施工計画修正検討
業務

阿部幸雄
東北地方整備局津軽ダム工事事
務所
青森県西津軽郡西目屋村大字田
代字神田57

平成17年11月28日 23,205,000

１４年度～１５年度当該業者施工の津軽ダム施工計画検討、概略修
正検討業務の設計修正、検討を行うものであり迅速且つ適正な技術
力を有する唯一の業者である。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

1868 （株）キタコン
名坪平地区道路詳細修正設
計業務

阿部幸雄
東北地方整備局津軽ダム工事事
務所
青森県西津軽郡西目屋村大字田
代字神田57

平成18年1月12日 3,780,000

平成１６年度当該業者施工の修正業務を行うもので、当該地域が景
勝地であることから、周辺住民の意見要望、道路計画基礎条件等に
精通し迅速且つ適正な技術力を有する唯一の業者である。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

1869 青森リコー（株） 電子複写機賃貸借

阿部幸雄
東北地方整備局津軽ダム工事事
務所
青森県西津軽郡西目屋村大字田
代字神田57

平成17年4月1日 1,598,184
平成15年度より賃貸借契約を締結しており、継続使用することで効
率的且つ円滑に業務を遂行できると考えられる。（会計法第29条の3
第4項並びに予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成19年度より国庫債
務負担行為を計上）

1870 大和工商リース（株） 津軽ダム和田町車庫賃貸借

阿部幸雄
東北地方整備局津軽ダム工事事
務所
青森県西津軽郡西目屋村大字田
代字神田57

平成17年4月1日 1,978,200
平成13年度から弘前市内に車庫を賃貸借しているものであり引き続
き当該車庫所有者と契約するものである。（会計法第29条の3第4項
並びに予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1871 （株）ビジネスサービス
パーソナルコンピュータ・プリン
タ・スキャナ賃貸借及び保守

阿部幸雄
東北地方整備局津軽ダム工事事
務所
青森県西津軽郡西目屋村大字田
代字神田57

平成17年4月1日 1,766,940
平成15年度より賃貸借契約を締結しており、継続使用することで効
率的且つ円滑に業務を遂行できる。（会計法第29条の3第4項並びに
予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成19年度より国庫債
務負担行為を計上）
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1872 アップルウェーブ（株） 岩木川広報活動業務

阿部幸雄
東北地方整備局津軽ダム工事事
務所
青森県西津軽郡西目屋村大字田
代字神田57

平成17年4月21日 6,808,200

岩木川流域住民を対象に防災情報、環境活動等をラジオ放送するも
のであり、岩木川上中流域を聴取エリアとし、地域防災情報を提供
する目的で設立された唯一のコミュニティＦＭ局である。（会計法
第29条の3第4項並びに予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

1873 共栄建設（株） ３号橋仮橋賃貸借

阿部幸雄
東北地方整備局津軽ダム工事事
務所
青森県西津軽郡西目屋村大字田
代字神田57

平成17年4月1日 4,935,000

平成16年度工事用道路仮橋工事において当該業者が桁架設用の仮橋
として設置したもので、3号橋上部工工事中に継続使用する必要があ
り、存置のうえ賃貸借するものである。（会計法第29条の3第4項並
びに予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

1874 （社）日本森林技術協会
津軽ダム森林施業等資料収
集業務

阿部幸雄
東北地方整備局津軽ダム工事事
務所
青森県西津軽郡西目屋村大字田
代字神田57

平成18年3月6日 2,310,000

平成9～12年度に当該法人により津軽ダム森林施行等影響調査を行っ
たが、その後ダム計画の変更等により補足調査が必要になったもの
である。当該法人は森林に関する科学技術の発展・普及のため設立
された法人であり、豊富な知識、経験を有しており、また、既存調
査内容を熟知していることから、本業務を遂行できる唯一の業者で
ある。（会計法第29条の3第4項並びに予算決算及び会計令第102条の
4第3号）

見直しの余地があり 公募を実施

1875 青森リコー（株） 電子複写機保守単価契約

阿部幸雄
東北地方整備局津軽ダム工事事
務所
青森県西津軽郡西目屋村大字田
代字神田57

平成17年4月1日 1,171,994

（株）第一事務機は平成15年度より電子複写機賃貸借契約を締結し
ており、賃貸借された機種に係る保守技術を有し、メンテナンス等
に迅速に対応できる。（会計法第29条の3第4項並びに予算決算及び
会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成19年度は、公募を
実施（予定））

単価契約

1876 （株）テクノル
カラー電子複写機保守単価契
約

阿部幸雄
東北地方整備局津軽ダム工事事
務所
青森県西津軽郡西目屋村大字田
代字神田57

平成17年4月1日 3,071,979

（株）テクノルは平成15年度よりカラー電子複写機賃貸借契約を締
結しており、賃貸借された機種に係る保守技術を有し、メンテナン
ス等に迅速に対応できる。（会計法第29条の3第4項並びに予算決算
及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成21年度は、公募を
実施（予定））

単価契約

1877 日新設備（株）
岩手河川国道事務所機械設
備第２期工事

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年10月3日 214,200,000
第１期工事に引き続き第２期工事として空調設備等を施工する。前
工事と密接不可分の工事（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び
会計令第102条の4第3号）

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

1878 川北電気工業（株）
岩手河川国道事務所電気設
備第２期工事

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年9月30日 154,875,000
第１期工事に引き続き第２期工事として電灯設備及び動力設備等を
施工する。前工事と密接不可分の工事（会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

1879 岩崎電気（株）
下山井道路情報表示設備損
傷復旧工事

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成18年1月18日 8,400,000
本表示設備を施工。機器構成並びに電子回路特性等を熟知し、緊急
的かつ経済的な施工が可能である。（会計法第29条の3第4項及び予
算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり 公募を実施

1880 （株）荏原製作所 舘揚水機場ポンプ設備工事

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月15日 10,710,000
平成16年度に水中ポンプ等の製作を行っており、本工事で据付完成
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第4号
イ）

その他
公募を実施（前後工事全
体で競争性を確保）

1881
（株）ジーエス・ユアサパ
ワーサプライ

直流電源設備修繕工事

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年5月24日 2,845,500
既設設備の機能、性能及び機器構成の熟知を要するため。（会計法
第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり 競争入札に移行したもの

1882 小糸工業（株）
岩手道路情報表示主制御機
改良工事

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年11月28日 25,935,000
既設設備等の機能、性能及び機器構成、電子回路特性等の熟知を要
するため。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条
の4第3号）

見直しの余地があり 競争入札に移行したもの

1883 （株）東芝
一関地区画像収集設備改良
工事

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年12月19日 39,165,000
既設設備等の機能、性能及び機器構成、電子回路特性等の熟知を要
するため。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条
の4第3号）

見直しの余地があり 公募を実施



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

1884 富士通（株）
岩手管内防災情報処理設備
改良工事

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年12月20日 99,225,000
既設設備等の機能、性能及び機器構成、電子回路特性等の熟知を要
するため。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条
の4第3号）

見直しの余地があり 競争入札に移行したもの

1885 東芝ライテック（株） 大釜道路情報板修繕工事

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成18年2月3日 15,540,000
既設装置の機能及び機器構成、電子回路特性等の熟知を要するた
め。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3
号）

見直しの余地があり 競争入札に移行したもの

1886 （株）建設技術研究所
北上川河川整備基本方針検
討業務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年6月15日 31,080,000
北上川の治水計画に精通、及びこれまでの実績による（会計法第29
条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

1887
日本建設コンサルタント
（株）

浸水想定区域図等作成業務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年6月21日 15,750,000
過年度実績により、既存データを使用できる。（会計法第29条の3第
4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

1888
砂防エンジニアリング
（株）

降灰に起因した土石流危険
度判定調査

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年7月4日 13,440,000
平成16年度標準プロポーザル方式により契約締結。昨年度に引き続
き実施。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の
4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

1889 （株）建設技術研究所
北上川洪水予測システム改
良業務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年11月4日 14,700,000
本システムの開発者であるため。（会計法第29条の3第4項及び予算
決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

1890
日本建設コンサルタント
（株）

北上川（上流）河道計画検
討業務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年11月9日 52,185,000
過年度実績により、他社と比べ北上川沿川の社会的情勢の状況につ
いて精通している。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計
令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

1891 （株）福山コンサルタント
管内道路業績・評価検討業
務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年5月16日 16,380,000
平成16年度標準プロポーザル方式により契約締結。昨年度に引き続
き実施。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の
4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

1892
パシフィックコンサルタン
ツ（株）

都南川目道路環境調査業務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月21日 24,360,000

経験豊かな技術者を擁し、平成9～16年度に当地区において調査を担
当し、オオタカをはじめとして貴重な種の確認をしており、それら
の情報を保有している。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び
会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
公募を実施
（平成19年度より公募を
実施）

1893 東北緑化環境保全（株） 盛岡滝沢地区環境調査業務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年6月13日 11,760,000

経験豊かな技術者を擁し、平成10～16年度に当地区において調査を
担当し、オオタカをはじめとして貴重な種の確認をしており、それ
らの情報を保有している。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及
び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
公募を実施
（平成19年度より公募を
実施）

1894 （株）ケー・シー・エス 事業評価検討業務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年6月17日 7,560,000
平成16年度に事務所管内の交通量推計業務及び当該事業区間の整備
効果分析を行っている。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び
会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
公募を実施
（平成19年度より公募を
実施）

1895
特定非営利活動法人ソー
シャルデザインサポート

官民協働による道路管理基
礎調査

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年11月14日 3,150,000

「地域の社会設計の提案や普及、その効果や提案内容の実現可能性
を確認する社会実験等の実現を通して豊かで自立した市民社会の形
成に寄与すること」を目的に設立され活動を展開している。実施経
験が豊富な技術者を有している。（会計法第29条の3第4項及び予算
決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1896 （株）福山コンサルタント
盛岡南地区補足資料作成業
務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年12月7日 7,192,000
昨年度、当該区間の道路網整備について検討を行っており、本業務
の検討に必要とされる情報を豊富に保有している。（会計法第29条
の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
公募を実施
（平成19年度より公募を
実施）

1897 （株）ケー・シー・エス
都南川目外事業評価検討業
務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成18年3月8日 4,305,000
事務所管内の交通量推計業務及び当該事業区間の整備効果分析を
行っており、本業務の遂行に必要な基礎データを保有している。
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
公募を実施
（平成19年度より公募を
実施）



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

1898
（有）高橋勲建築設計事務
所

盛岡国道維持出張所庁舎耐
震改修設計業務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年9月21日 1,491,000
過年度契約による施設整備の内容の熟知（会計法第29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

1899 （株）三菱地所設計書
岩手河川国道事務所車庫棟
修正等設計業務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年10月27日 8,505,000
平成13年度に簡易公募型プロポーザルにより元設計の契約を締結し
た。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3
号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

1900 （株）アイ・エヌ・エー
澄川地区砂防構造安定化対
策検討業務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年12月22日 4,410,000
過年度において、地質調査、測量及び予備・詳細設計を実施してい
る。当該地区の特性を把握（会計法第29条の3第4項及び予算決算及
び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

1901 住鉱コンサルタント（株） 厨川地区地下水分析業務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年7月11日 1,890,000

平成１１年より融雪施設を設計するための周辺地域の地下水利用業
況調査を行っており、施設設置後の平成１３年からはデータ観測及
び分析の実績がある。周辺地域の地下水データの履歴と傾向を熟知
している。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条
の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1902
（株）復建技術コンサルタ
ント

平泉地区橋梁景観設計業務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成18年1月31日 4,095,000
15年度「新衣川橋」・16年度「平泉北跨線橋」の詳細設計を行って
おり、周辺地域の環境や橋梁の構造特性を熟知。（会計法第29条の3
第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

問題があるもの
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

1903
大日本コンサルタント
（株）

平泉バイパス、一関遊水地
事業協定変更資料作成業務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成18年3月22日 1,365,000

平成15年度に多年に渡る用地及び工事実績を反映した業務内容の基
礎資料の作成を行っており、錯綜している道路・河川工事の進捗経
緯を熟知しているため。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び
会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり 競争入札に移行したもの

1904 応用地質（株） 一戸地区法面応急対策業務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月27日 13,702,000

平成11年度より管内のＨ８防災点検に基づく要対策箇所及び、管内
における法面・構造物の点検、調査設計に係わる業務を受注してお
り、当該地域条件、法面状況に精通している。（会計法第29条の3第
4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

問題があるもの
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

1905 （株）長大
交通事故分析システム更新
業務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年8月29日 14,878,000
既存システムの更新による。（会計法第29条の3第4項及び予算決算
及び会計令第102条の4第3号）

問題があるもの
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

1906
（社）岩手県土木技術セン
ター

事故統合データベース作成
業務（平成16年分）

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年9月27日 2,992,000
過年度実績により本業務の目的及び内容を熟知。（会計法第29条の3
第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
公募を実施
（平成19年度より公募を
実施）

1907 西山線鳥類調査団 葛根田川環境調査

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月22日 3,822,000
当事務所発注のモニタリング調査を平成14年度～平成16年度まで実
施し、本地区の猛禽類に関する専門的な知識、情報を有している。
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

1908 （株）建設技術研究所
北上川狭隘地区改修方針検
討業務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年5月11日 16,590,000
平成16年度標準プロポーザル方式により契約締結。平成16年度～平
成17年度までの業務提案により特定（会計法第29条の3第4項及び予
算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

1909 （株）データ・テック プローブ機器外購入

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年12月16日 2,023,350
必要とする機能を備えた唯一の相手方により（会計法第29条の3第4
項及び予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり 競争入札に移行したもの

1910 桜井（株）
登録・検索データベースソフト
ウェア購入

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成18年3月16日 4,630,500
販売が限定されており
会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

1911
特定非営利活動法人秋田岩
手横軸連携交流会

冊子（太平洋と日本海を結
ぶ）購入

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成18年3月22日 3,780,000
販売が限定されているため（会計法第29条の3第4項及び予算決算及
び会計令102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1912 東日本電信電話（株） 電話料

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月25日 7,969,808 （会計法29条の12及び予算決算及び会計令第102条の2第4項） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1913 KDDI 電話料

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月25日 1,843,270 （会計法29条の12及び予算決算及び会計令第102条の2第4項） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1914 東日本電信電話（株） 専用電話料

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月27日 13,392,770 （会計法29条の12及び予算決算及び会計令第102条の2第4項） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1915 ＮＴＴドコモ 携帯電話料

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月27日 10,994,690 （会計法29条の12及び予算決算及び会計令第102条の2第4項） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1916 盛岡ガス ガス代

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月11日 3,698,921 （会計法29条の12及び予算決算及び会計令第102条の2第2項） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1917 岩手県石油商業協同組合 ガソリン外2点購入単価契約

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月11日 1,936,503
官公需適格組合であり、盛岡地区においてほとんどのスタンドを使
用できるため（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条
の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

1918 盛岡市 水道（盛岡市）

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 2,355,140 （会計法29条の12及び予算決算及び会計令第102条の2第3項） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1919 日本郵政公社 後納郵便料

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 3,144,183 （会計法29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条第8項） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1920 ＮＥＣリース（株）
パーソナルコンピュータ外
賃貸借及び保守（その３）

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 2,901,150
経年賃貸による継続賃貸借契約のため会計法29条の3第4項並びに予
算決算及び会計令第102条の4第3号

見直しの余地があり
公募を実施
（平成１９年度より国庫
債務負担行為を計上）

1921
オムロンティー・エー・エ
ス（株）

交通流データ収集システム
賃貸借及び保守委託

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 14,023,800
経年賃貸による継続賃貸借契約のため会計法29条の3第4項並びに予
算決算及び会計令第102条の4第3号

見直しの余地があり
公募を実施
（平成１９年度より国庫
債務負担行為を計上）

1922 岩手ゼロックス（株） 複写機（複合機）賃貸借

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 1,008,000
経年賃貸による継続賃貸借契約のため会計法29条の3第4項並びに予
算決算及び会計令第102条の4第3号

見直しの余地があり
公募を実施
（平成１９年度より国庫
債務負担行為を計上）

1923 岩手ゼロックス（株）
複写機（複合機）外保守契
約

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 15,317,909
経年賃貸による継続賃貸借契約のため会計法29条の3第4項並びに予
算決算及び会計令第102条の4第3号

見直しの余地があり
公募を実施
（平成１９年度より国庫
債務負担行為を計上）



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

1924 岩手ゼロックス（株）
カラー複写機賃貸借及び保
守契約

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 14,255,533
経年賃貸による継続賃貸借契約のため会計法29条の3第4項並びに予
算決算及び会計令第102条の4第3号

見直しの余地があり
公募を実施
（平成１９年度より国庫
債務負担行為を計上）

1925 岩手リコー（株）
大型複写機外賃貸借及び保
守契約

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 14,006,745
経年賃貸による継続賃貸借契約のため会計法29条の3第4項並びに予
算決算及び会計令第102条の4第3号

見直しの余地があり
公募を実施
（平成１９年度より国庫
債務負担行為を計上）

1926 セコム（株） 庁舎機械警備業務委託

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 6,400,800
機器の設置会社によるため会計法29条の3第4項並びに予算決算及び
会計令第102条の4第3号

見直しの余地があり
公募を実施
（平成１８年度より公募
を実施）

1927 回廊と街道を守る会 交流連携プラザ管理業務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 2,516,724
河川及び道路の愛護等通じた地域づくりの知識が豊富、かつ、利益
追求を目的としていない団体のため、会計法第29条の3第4項及び予
決令第102条の4第3号

問題があるもの
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

1928
（株）ジェイアール東日本
企画

ふれあい情報コーナー賃借
料

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 4,640,580
履行場所が限定されることによる会計法第29条の3第4項並びに予算
決算及び会計令第102条の4第3号

見直しの余地があり

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
（平成１９年度より競争
入札若しくは企画競争に
移行）

1929 東北公営企業（株）
一関遊水地集中管理セン
ター監視操作他業務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 11,387,250
準プロポーザル方式による会計法第29条の3第4項並びに予算決算及
び会計令第102条の4第3号

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（平成１９年度より競争
入札に移行）

1930
特定非営利活動法人北上川
サポート協会

河川調査船管理運営業務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 9,922,500
航路を熟知する技術者を擁し地理的条件にも優れているため会計法
第29条の3第4項並びに予算決算及び会計令第102条の4第3号

見直しの余地があり 公募を実施

1931 （株）ウェザーニューズ
北上川河川情報提供システ
ム維持管理業務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 1,890,000
機器構成の熟知を要するため会計法第29条の3第4項並びに予算決算
及び会計令第102条の4第3号

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

1932 （株）時事通信社
「ｉ　ＪＡＭＰ」情報提供
業務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 1,118,124
当該業務に必要な情報を有する法人のため会計法第29条の3第4項並
びに予算決算及び会計令第102条の4第3号

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1933 大和工商リース（株） 事務所仮設庁舎賃貸借

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 129,339,000
経年賃貸による継続賃貸借契約のため会計法29条の3第4項並びに予
算決算及び会計令第102条の4第3号

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

1934 大和工商リース（株）
建物賃貸借（柳之御所資料
館）

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 15,225,000
経年賃貸による継続賃貸借契約のため会計法29条の3第4項並びに予
算決算及び会計令第102条の4第3号

見直しの余地があり
随意契約によらざるを得
ないもの

1935
エヌ・ティ・ティアドバン
ステクノロジ（株）

ホームページシステム維持
業務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 5,092,500
機器構成の熟知を要するため会計法第29条の3第4項並びに予算決算
及び会計令第102条の4第3号

見直しの余地があり

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
（平成１９年度より競争
入札若しくは企画競争に
移行）

1936
エヌ・ティ・ティアドバン
ステクノロジ（株）

岩手河川国道事務所ほか
ホームページシステム修正
業務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 21,315,000
準プロポーザル方式による会計法第29条の3第4項並びに予算決算及
び会計令第102条の4第3号

見直しの余地があり

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
（平成１９年度より競争
入札若しくは企画競争に
移行）



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由
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＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載
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契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

1937
特定非営利活動法人北上川
流域連携交流会

北上川広報・体験活動運営
等業務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年6月9日 5,670,000
岩手・宮城両県の北上川流域を中心に地域づくり活動を実践し、利
益追求を目的としない団体のため、会計法第29条の3第4項及び予決
令第102条の4第3号、同第4号ロ

見直しの余地があり 公募を実施

1938
特定非営利活動法人秋田岩
手横軸連携交流会

道路広域的広報活動等業務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年5月27日 4,515,000
秋田・岩手両県の横軸を中心に地域づくり活動を実践し、利益追求
を目的としない団体のため、会計法第29条の3第4項及び予決令第102
条の4第3号、同第4号ロ

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1939 鈴木建設（株）
盛岡出張所管内内水排除業
務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 3,045,000
過去に公募したため会計法第29条の3第4項並びに予算決算例第102条
の4第3号

見直しの余地があり 競争入札に移行したもの

1940 板谷建設（株）
水沢出張所管内内水排除業
務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 1,680,000
過去に公募したため会計法第29条の3第4項並びに予算決算例第102条
の4第3号

見直しの余地があり 競争入札に移行したもの

1941 （株）佐々木組
一関出張所管内内水排除業
務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 3,885,000
過去に公募したため会計法第29条の3第4項並びに予算決算例第102条
の4第3号

見直しの余地があり 競争入札に移行したもの

1942 （株）ＩＢＣ岩手放送
平泉堤防・平泉バイパス工
事記録映像放映業務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月15日 2,331,000
版権の所有により、経済性・正確性・迅速性の確保が図られるた
め、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1943 ダイコー（株）
加賀野地下道エレベータ点
検整備

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月21日 1,312,500
機器構成の熟知を要するため会計法第29条の3第4項並びに予算決算
及び会計令第102条の4第3号

見直しの余地があり
公募を実施
（平成１９年度より公募
を実施）

1944
（社）日本労働安全衛生コ
ンサルタント会

道路工事安全対策等の点検
業務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年5月19日 2,205,000
安全管理等に精通している技術者を要するため会計法第29条の3第4
項並びに予算決算第102条の4第3号

問題があるもの
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

1945 （株）岩手日報社
北上川清流化に関する新聞
広告業務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年5月20日 1,764,000
広報効果が有利なため会計法第29条の3第4項並びに予算決算及び会
計令第102条の4第3号

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1946 （株）岩手日報社
岩手県における防災に関す
る広報業務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年6月10日 4,195,939
広報効果が有利なため会計法第29条の3第4項並びに予算決算及び会
計令第102条の4第3号

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1947 （株）インクス・アド
リバー＆ロードアクト２０
０５会場設営業務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年7月1日 3,643,500
実行委員会から企画及び運営を委託され、効率的であるため、会計
法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号

見直しの余地があり 競争入札に移行したもの

1948 北海道地図（株）
事務所管内事業概要図増刷
業務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年9月2日 1,302,000
版権の所有により、経済性・正確性・迅速性の確保が図られるた
め、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号

見直しの余地があり 競争入札に移行したもの

1949 （株）岩手日報社 岩手県防災啓発広報業務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年10月14日 1,008,000
広報効果が有利なため会計法第29条の3第4項並びに予算決算及び会
計令第102条の4第3号

その他
随意契約によらざるを得
ないもの



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量
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1950 （株）興版社
「１９９８年岩手山噴火危
機対応の記録」増刷

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年11月22日 3,087,000
初期の版権を有するため会計法第29条の3第4項並びに予算決算及び
会計令第102条の4第3号

見直しの余地があり 競争入札に移行したもの

1951 （株）岩手日報社
「ふるさとのみちと地域再
生」広報業務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年11月2日 2,150,400
広報効果が有利なため会計法第29条の3第4項並びに予算決算及び会
計令第102条の4第3号

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは
企画競争に移行）

1952
特定非営利活動法人秋田岩
手横軸連携交流会

秋田街道国見・仙岩峠
フォーラム運営業務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成18年1月12日 1,281,000

秋田・岩手両県の横軸を中心に地域づくり活動を実践しており、秋
田街道の歴史及び地域情報に精通し、利益追求を目的としない団体
のため、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号、同第4
号ロ

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1953
北上川リバーカルチャーア
ソシエーション

北上川の情報発信フォーラ
ム運営業務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成18年1月12日 2,079,000
様々な分野で地域・国際交流を実践し、情報発信を行える団体であ
るため、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号

見直しの余地があり 競争入札に移行したもの

1954 北海道地図（株）
Ｈ１８事務所管内事業概要
図作成業務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成18年2月14日 1,375,500
版権の所有により、経済性・正確性・迅速性の確保が図られるた
め、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号

見直しの余地があり 競争入札に移行したもの

1955 （株）仙台測器社
一関遊水地堤防越流試験観
測機器機能追加業務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成18年2月17日 2,835,000
機器の設置会社によるため会計法29条の3第4項並びに予算決算及び
会計令第102条の4第3号

問題があるもの 公募を実施

1956 （株）インクス・アド
交流連携プラザ広報展示物
移動業務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成18年3月1日 1,680,000
展示設備に精通し撤去調査が不要となり経済性に有利となるため、
会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第4号ロ

問題があるもの 競争入札に移行したもの

1957 岩手三菱自動車販売（株）
自動車修繕単価契約（三菱
系）

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月22日 1,483,225
迅速な対応が必要なため会計法第29条の3第4項並びに予算決算及び
会計令第102条の4第3号

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（H19年度から一般競争
入札に移行）

単価契約

1958 コマツ岩手（株）
建設機械修繕単価契約（コ
マツ系）

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月25日 20,270,210
迅速な対応が必要なため会計法第29条の3第4項並びに予算決算及び
会計令第102条の4第3号

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（H19年度から一般競争
入札に移行）

単価契約

1959
（株）カワサキマシンシス
テムズ

建設機械修繕単価契約
（チャンピオン系）

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月25日 1,726,168
迅速な対応が必要なため会計法第29条の3第4項並びに予算決算及び
会計令第102条の4第3号

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（H19年度から一般競争
入札に移行）

単価契約

1960 東北建設機械販売（株）
建設機械修繕単価契約（三
菱系）

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月25日 7,255,346
迅速な対応が必要なため会計法第29条の3第4項並びに予算決算及び
会計令第102条の4第3号

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（H19年度から一般競争
入札に移行）

単価契約

1961 双葉重車輌（株）
建設機械修繕単価契約（岩
崎・新潟系）

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月25日 20,311,301
迅速な対応が必要なため会計法第29条の3第4項並びに予算決算及び
会計令第102条の4第3号

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（H19年度から一般競争
入札に移行）

単価契約

1962 （株）東和本社
建設機械修繕単価契約（日
本除雪機系）

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月25日 30,533,753
迅速な対応が必要なため会計法第29条の3第4項並びに予算決算及び
会計令第102条の4第3号

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（H19年度から一般競争
入札に移行）

単価契約



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

1963 東北重機工事（株） 河川調査船修繕単価契約

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月25日 3,113,630
機器構成の熟知を要するため会計法第29条の3第4項並びに予算決算
及び会計令第102条の4第3号

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（H19年度から一般競争
入札に移行）

単価契約

1964
エヌ・ティ・ティアドバン
ステクノロジ（株）

水位情報表示用プログラム
修正業務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年10月14日 1,764,000
初期プログラム開発者のため会計法第29条の3第4項並びに予算決算
及び会計令第102条の4第3号

見直しの余地があり 競争入札に移行したもの

1965 日本無線（株）
道路情報処理設備機能改良
業務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年12月8日 3,213,000
機器の設置会社によるため会計法29条の3第4項並びに予算決算及び
会計令第102条の4第3号

見直しの余地があり 競争入札に移行したもの

1966
エヌ・ティ・ティアドバン
ステクノロジ（株）

ライブコンテンツ自動生成
プログラム修正業務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成18年1月12日 8,400,000
機器構成の熟知を要するため会計法第29条の3第4項並びに予算決算
及び会計令第102条の4第3号

見直しの余地があり 競争入札に移行したもの

1967 北海道地図（株）
水沢東バイパス他パンフ
レット修正・増刷

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成18年3月13日 2,100,000
版権の所有により、経済性・正確性・迅速性の確保が図られるた
め、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号

見直しの余地があり 競争入札に移行したもの

1968 （株）インクス・アド
平泉バイパス他パンフレッ
ト修正・増刷

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成18年3月13日 1,249,500
版権の所有により、経済性・正確性・迅速性の確保が図られるた
め、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号

見直しの余地があり 競争入札に移行したもの

1969 アジア航測（株）
北上川学習交流館航空写真
ジオラマ補修

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成18年3月14日 10,290,000
既存物件の補修のため会計法第29条の3第4項並びに予算決算及び会
計令第102条の4第3号

見直しの余地があり 競争入札に移行したもの

1970 北海道地図（株） 管内路線図修正・増刷

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成18年3月15日 4,567,500
版権の所有により、経済性・正確性・迅速性の確保が図られるた
め、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号

見直しの余地があり 競争入札に移行したもの

1971
（有）尾形不動産鑑定・会
計合同事務所

不動産鑑定評価

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年8月8日 6,202,525

公共用地取得において多くの業務委託実績を有しており、また、地
価公示法に基づく標準地調査においては取得予定地の も近傍の調
査を担当し、地域の地価動向に精通していることからも、本業務を
適切かつ迅速に実施できる能力を有する者として同人が 適であ
る。（会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1972
（有）尾形不動産鑑定・会
計合同事務所

不動産鑑定評価

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年11月17日 1,062,600

公共用地取得において多くの業務委託実績を有しており、また、地
価公示法に基づく標準地調査においては取得予定地の も近傍の調
査を担当し、地域の地価動向に精通していることからも、本業務を
適切かつ迅速に実施できる能力を有する者として同人が 適であ
る。（会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1973
盛岡地区タクシー業協同組
合

乗用自動車利用契約（盛岡
地区）

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 4,769,940 道路運送法の規定による単価での契約のため協議による契約 その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1974 （株）建設環境研究所 胆沢ダム自然環境調査

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

平成17年4月1日 61,950,000
H１５年度標準プロポーザルで選定（会計法第29条の3第4項、予決令
第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

1975
胆沢ダム本体工事監理試行
業務建設技術研究所・大林組
設計共同

胆沢ダム本体工事監理試行
業務

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

平成17年4月1日 192,885,000
H１４年度プロポーザルで選定（会計法第29条の3第4項、予決令第
102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）
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1976 （株）アイ・エヌ・エー
胆沢ダムダムサイト掘削面地
質解析検討業務

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

平成17年4月6日 29,715,000
H１５年度標準プロポーザルで選定（会計法第29条の3第4項、予決令
第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

1977 日本工営（株）
胆沢ダム放流設備室構造検
討業務

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

平成18年2月21日 8,715,000
H１６年度標準プロポーザルで選定（会計法第29条の3第4項、予決令
第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

1978 （社）日本森林技術協会
胆沢ダム猛禽類保全検討業
務

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

平成17年4月28日 12,495,000
猛禽類に関する専門的な知識と経験を有している（会計法29条の3第
4項予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があり 公募を実施

1979
特定非営利活動法人風土工
学デザイン研究所

胆沢ダム周辺地域風土資産
活用検討業務

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

平成17年6月27日 8,085,000
社会資本や公共施設に風土工学デザインを活かした多くの実績を持
ちハード・ソフト両面での豊富な資料と経験、高い技術力を有して
いる（会計法29条の3第4項予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があり 公募を実施

1980 水沢テレビ（株）
胆沢ダム映像記録及び情報
配信業務

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

平成17年4月1日 8,316,000
専用チャンネルを確保できる唯一の社（会計法第29条の3第4項、予
決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1981
（社）日本労働安全衛生コンサ
ルタント会

胆沢ダム工事安全対策等点
検業務

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

平成17年5月9日 2,401,350
多くの工程への点検者派遣が可能である唯一の社（会計法第29条の3
第4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があり 公募を実施

1982 岩手ゼロックス（株）
電子複写機の賃貸借及び保
守契約（その１）

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

平成17年4月1日 1,070,761

H１４年度に事務所の電子複写機賃貸借契約を結んでおり、保守管理
体制が整っているので信頼性、保守点検のうえで も有利。また、
機器の入替に伴う業務の中断が生じない点が有利（会計法第29条の3
第4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

1983 岩手ゼロックス（株）
電子複写機の賃貸借及び保
守契約（その３）

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

平成17年4月1日 6,039,678

事務所において借り入れている複写機を引き続き賃貸借等行うもの
で、現在使用中の機器を納入した業者であり良好にメンテナンスで
きる唯一の業者であるため（会計法第29条の3第4項、予決令第102条
の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成19年度より、国庫
債務負担行為を計上）

1984 東日本電信電話（株） 地下通信管路使用料

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

平成17年4月1日 2,532,600 代替性がないため その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1985 ダスキン マット外賃貸借

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

平成17年4月1日 1,117,274
近隣での取扱店１社のみ（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の
4第3号）

問題があるもの
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
（競争入札へ移行）

1986 非公表 建物賃貸借料　計１１件

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

平成17年4月1日 27,174,000 （会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

個人情報

1987 非公表 土地賃貸借料（庁舎）　計５件

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

平成17年4月1日 5,542,648 （会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

個人情報



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
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講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

1988 セコム（株） 庁舎管理業務委託

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

平成17年4月1日 1,198,260
機械設備の設置業者で唯一履行できる社（会計法第29条の3第4項、
予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1989 胆江地区タクシー業協同組合 乗用自動車利用契約

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

平成17年4月1日 1,616,013 （会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1990 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北 携帯電話料

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

平成17年4月1日 2,285,620 （会計法29条の12及び予算決算及び会計令第102条の2第4項） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1991 東日本電信電話（株） 電話料

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

平成17年4月1日 1,300,016 （会計法29条の12及び予算決算及び会計令第102条の2第4項） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1992 川嶋印刷（株） 胆沢ダム広報誌作成業務

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

平成17年8月22日 7,350,000
プロポーザル方式に準じ、技術提案書の総合評価を実施し１社を選
定（会計法29条の3第4項、予決令第102条の第4第3号）

見直しの余地があり
随意契約によらざるを得
ないもの

1993 （株）パナックス・ジャパン
胆沢ダム事業概要等改訂・印
刷

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

平成18年2月22日 4,515,000
著作者人格権を保有しているので本業務が可能な唯一の業者（会計
法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1994 オムロンティー・エー・エス（株）
交通量常時観測中央装置賃
貸借

柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成17年4月1日 3,132,360

　賃貸借に当たり、当事務所管内に設置してある車両感知器（現地
測定器）は、オムロン株式会社製であるため、他社製収集装置と伝
送フォーマットが異なるため接続できない。車両感知器と互換性を
保持しながら他メーカーの収集装置を導入する場合には、データ変
換装置を付加することで可能であると考えられるが、データ変換装
置を付加するためには、既設の車両感知器を再設計する必要がある
ため、車両感知器を新規に設置し直さなければならない。よって、
感知器と収集装置を一体的に使用することが機能的かつ経済的に有
利である。以上の理由より、オムロン　ティーエーエス株式会社と
契約し業務を遂行することが技術的および経済的にも有利であると
判断されるため、会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号に
基づき随意契約するものである。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1995 鹿島建設（株） 仙人トンネル排水処理業務
柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成17年4月1日 7,140,000

トンネル施工法として近年ＮＡＴＭ工法（掘削後地山に吹き付けコ
ンクリートを施工する工法）が採用されており、施工後のトンネル
地下排水は吹き付けコンクリートの影響によりアルカリ性を帯びる
ことが多く，仙人トンネル工事においても同様のＮＡＴＭ工法を採
用している。水質汚濁防止法によれば、工事期間中の排水の水素イ
オン濃度（ｐＨ値）は８．６以下に保つことが規定されているが、
仙人トンネル工事完了後（平成１５年１０月）において排水のｐＨ
値が９．４～１０．０程度であったため、工事完成後も中和処理設
備を存置し、現在まで引き続き炭酸ガス中和剤を使用したアルカリ
性排水中和処理装置により中和処理を続けていたものである。平成
１７年３月末現在の地下水のｐＨ値は９．４程度と依然として排水
基準値の８．６を上回っているため、平成１７年度内は基準値まで
のｐＨ値の低下は困難と判断し、平成１７年度の中和処理業務を行
うものである。上記業者は現在契約中の仙人トンネル排水処理業務
の請負業者であり、現場に存置してある中和処理装置を引き続き使
用するものであるため、新たに中和処理装置を設置して処理を行う
ことに比べ、経費の節減に極めてゆうりであると認められる。よっ
て、「会計法第29条の3第4項」及び「予決令第102条の4第4号ロ」に
基づき、上記業者と随意契約を行うものである。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
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1996 太平工業（株）
パーソナルコンピュータ賃貸借
（その１）

柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成17年4月1日 1,149,225

現在、パーソナルコンピュータは、情報伝達やそのデータのとりま
とめなど、事務処理の効率化を図る上で、不可欠な設備であり、正
常な状態で稼働することが要求される。万一トラブルがあったよう
な場合でも、直ちに修理できる保守管理体制が完備されていなけれ
ばならない。本業務は１４年度より上記業者と賃貸借及び保守契約
を締結しており、継続して使用することでシステム移行が不要とな
り、効率的な業務が遂行される。また、アフターサービス体制も確
立されていることから故障時の迅速な対応が可能である。よって、
会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号により上記業者と随
意契約を行うものである。

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１７年度限り）

1997 太平工業（株）
パーソナルコンピュータ賃貸借
（その３）

柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成17年4月1日 1,074,360

現在、パーソナルコンピュータは、情報伝達やそのデータのとりま
とめなど、事務処理の効率化を図る上で、不可欠な設備であり、正
常な状態で稼働することが要求される。万一トラブルがあったよう
な場合でも、直ちに修理できる保守管理体制が完備されていなけれ
ばならない。本業務は１４年度より上記業者と賃貸借及び保守契約
を締結しており、継続して使用することでシステム移行が不要とな
り、効率的な業務が遂行される。また、アフターサービス体制も確
立されていることから故障時の迅速な対応が可能である。よって、
会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号により上記業者と随
意契約を行うものである。

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１７年度限り）

1998 大和工商リース（株） プレハブ外賃貸借
柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成17年4月1日 1,134,000

本プレハブは監督員詰め所として使用しており、業務を遂行するに
あたり、必要不可欠な施設である。本件プレハブ等については、上
記業者と平成１５年度よりリース契約しているもので、新たに解体
撤去費用と建て方、運搬、電気工事設備等が不要であり継続使用す
ることが経済的、期間的にも有利である。よって、「会計法第29条
の3第4項」及び「予算例第102条の4第4号ロ」に基づき、上記業者と
随意契約を行うものである。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

1999 北上ビルメン（株） 事務所防犯防火業務委託
柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成17年4月1日 2,444,400

北上ビルメン（株）は平成７年度から、出張所においては平成１６
年度から本業務を請け負っている。庁舎への取付が完了している警
報システム機器は北上ビルメン（株）のみが使用できるものであ
り、監視センターとの接続等の機器設備や警備体制の確立がすでに
完了していることから、ほんぎょうむにを適切に実施できるのは上
記業者以外に存在しない。よって、会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号の規定により上記業者と随意契約を行うものである。

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（平成１８年度より一般
競争に移行）

2000 東洋アドシステム（株） 三陸国道広報提供業務
柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成17年4月25日 4,309,200

県内において広域的に販売されている地域情報誌は、上記業者が出
版している「タウン情報誌　アキュート」が発行部数、購買量とも
に県内一を誇り、知名度の高い「アキュート」を使った広報活動
は、ユーザーに対して非常に周知効果が高い。以上のことから、会
計法第29条の3第4項及び、予決令第102条の4第3号の規定により、上
記業者と随意契約を行うものである。

見直しの余地があり 公募を実施

2001 岩手ゼロックス（株）
電子複写機賃貸借及び保守
契約（その１）

柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成17年4月1日 5,435,145

高速かつ高画質の条件を具備した高性能な電子複写機を導入しなけ
れば、業務に支障をきたすと思料され、電子複写機に不具合が生じ
たときには、的確かつ迅速な対応が求められている。上記相手方
は、当該電子複写機の賃貸借及び保守契約を結んでいることから賃
貸機器に精通し、かつ、岩手県内におけるサービスメンテナンス体
制も確立しているため、不具合が生じた場合に的確かつ迅速な対応
が期待できる唯一の者である。以上の理由により、上記業者と会計
法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号により随意契約しようと
するものである。

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度より国庫
債務負担行為を計上）

2002 富士ゼロックス（株）
大型電子複写機賃貸借及び
保守契約

柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成17年4月1日 2,282,885

高速かつ高画質の条件を具備した高性能な電子複写機を導入しなけ
れば、業務に支障をきたすと思料され、電子複写機に不具合が生じ
たときには、的確かつ迅速な対応が求められている。上記相手方
は、当該大型電子複写機の賃貸借及び保守契約を結んでいることか
ら賃貸機器に精通し、かつ、岩手県内におけるサービスメンテナン
ス体制も確立しているため、不具合が生じた場合に的確かつ迅速な
対応が期待できる唯一の者である。以上の理由により、上記業者と
会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号により随意契約しよ
うとするものである。

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度より国庫
債務負担行為を計上）

2003 岩手リコー（株）
電子複写機賃貸借及び保守
契約（その２）

柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成17年4月1日 12,254,393

高速かつ高画質の条件を具備した高性能な電子複写機を導入しなけ
れば、業務に支障をきたすと思料され、電子複写機に不具合が生じ
たときには、的確かつ迅速な対応が求められている。上記相手方
は、当該電子複写機の賃貸借及び保守契約を結んでいることから賃
貸機器に精通し、かつ、岩手県内におけるサービスメンテナンス体
制も確立しているため、不具合が生じた場合に的確かつ迅速な対応
が期待できる唯一の者である。以上の理由により、上記業者と会計
法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号により随意契約しようと
するものである。

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度より国庫
債務負担行為を計上）
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2004 新光建設（株） 関沢地区覆工板等賃貸借
柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成17年6月30日 1,180,200

本賃貸借は一般国道２８３号仙人峠道路改築事業の一環として「平
成１５年度関沢地区函渠工その他工事」において、釜石市甲子町関
沢地内に函渠工を構築する際に使用して仮設材（覆工板・土留工）
の賃貸借である。函渠工は，仙人峠道路本線盛土を施工するにあた
り市道の切り廻し道路として利用するために構築したものであり、
ＪＲ釜石線の直下を横断する構造物である。「平成１５年度関沢地
区函渠工その他工事」では、線路に影響しない範囲を施工してお
り、線路直下部分についてはＪＲ東日本と協定締結し、委託工事と
してＪＲ東日本が施工する予定である。このため、ＪＲ東日本の工
事が着手するまでの間、仮設材を設置した新光建設（株）と賃貸借
契約を結ぶ必要が生じたものである。「平成１５年度関沢地区函渠
工その他工事」で設置した仮設材を撤去することは、安全上不可能
であり、競争による契約を行うことは考えられない。よって「会計
法第29条の3第4項」及び「予決令第102条の4第3号」に基づき、上記
業者と随意契約を行うものである。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2005
（社）岩手県公共嘱託登記司
法書士協会

権利登記業務委託
柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成17年6月15日 2,222,060

本業務の実施に当たっては、不動産の権利に関する登記の専門的知識と
司法書士法に基づく司法書士の資格が必要であるとともに、事務所管内
の広域的な範囲で、同時・多量の業務を実施できる能力を有する必要が
ある。岩手県公共嘱託登記司法書士協会は、司法書士法第６８条第１項
の規定に基づき、権利に関する嘱託登記の適正かつ迅速な実施に寄与
することを目的に設立された法人であり、権利登記に関する専門的な知識
や技能及び豊富な経験を有するとともに、現地の状況に精通した司法書
士を有し、公共嘱託権利登記の専門機関として県内唯一の法人であり、
広域かつ同時・多量の本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する
団体は同協会以外存しない。（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会
計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

2006 （株）菊池技研コンサルタント 道路交通センサス（沿岸南部）
柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成17年9月9日 17,220,000 予決令第99条の3 その他 競争入札に移行したもの 不落随契

2007 （株）福山コンサルタント 交通安全事業評価検討業務
柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成17年9月21日 21,000,000

本業務の実施にあたっては、高度な知識と豊富な経験を必要とし、
また、過年度に実施された業務と深く関係することから関連調整が
求められる。株式会社福山コンサルタント東北事業部は同種及び類
似業務に豊富な経験を保有しており、また過年度における、建設コ
ンサルタント選定委員会にて技術提案書の内容について も優れた
提案を行ったとして高く評価され、同業務を受注し、それらの成果
を本業務に大きく反映できる唯一の業者である。　よって、会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号の規定により、上記業者
と随意契約を行うものである。

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2008 永代印刷（株）
「谷をこえて」ダイジェスト版印
刷（歴史街道用）

柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成17年10月21日 661,500 予決令第99条第7号 問題があるもの 競争入札に移行したもの

2009 （株）ケー・シー・エス 事業再評価資料等作成業務
柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成17年10月25日 4,410,000

本業務は、事業再評価に係る資料作成及び大船渡三陸道路の環境便
益算出を行うものである。本業務の遂行にあたっては、道路事業評
価において豊富な経験を有していることは勿論、過年度より実施し
ている事業再評価の経緯や、評価の基となる将来交通量等の状況を
熟知している事が、業務を遂行する上で必要とされる。株式会社
ケー・シー・エスは、過年度において当事務所の交通量解析の実績
を有しているほか、今回事業再評価対象箇所の三陸縦貫自動車道釜
石山田道路及び三陸北縦貫道路中野バイパスについて、前回事業再
評価資料作成を行うなど、過年度の経緯を熟知しており、継続的な
視点で業務を遂行できることから、本業務に も適した業者と認め
られる。よって、会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号に
より上記業者と随意契約を行うものとする。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2010 （株）長大
交通事故分析システム導入業
務

柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成17年11月8日 8,820,000

本システムの導入にあたっては、上記相手方によって開発された岩
手県版（一般国道４号、４６号版）が岩手河川国道事務所において
運用中であることから、当事務所に移植し一般国道４５号に対応す
るカスタマイズを行うと共に、関連事故情報の登録、道路情報の設
定を行うものである。上記の岩手県版システムは著作権を岩手河川
国道事務所が所有しているが、本システムを三陸国道事務所版に改
変するにあたっては、本システムを開発した著作者である上記相手
方が著作者人格権を所有しているため、著作権法第２０条同一性保
持権の履行にあたり上記相手方以外には当該業務を行わせることが
出来ない。よって、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3
号の規定により、上記業者と随意契約を行うものである。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量
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る部局の名称及び所在地
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（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

2011 （株）岩手日報社
「ふるさとのみちと地域再生」
広報業務

柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成17年11月11日 1,979,899

本業務は、道路施策の啓蒙活動の一環として、岩手県出身で在京で
活躍する経済人の方から産業・文化と道路整備のあり方などについ
て語ってもらい、地域活力の再生、社会資本整備の啓発の一助とす
ることを目的に、広報媒体である新聞を活用し、広報するものであ
る。（株）岩手日報社は、岩手県内の新聞発行部数が２３万部を越
えており、県内で 大のシェアを占めていることから、上記目的を
達するのに も有効な広報媒体である。よって、会計法第29条の3第
4項、予決令第102条の4第3号により、上記業者と随意契約を行うも
のである。

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは
企画競争に移行）

2012 （株）岩根研究所 新道路管理システム改良業務
柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成18年1月27日 2,887,500

本業務は、既存の道路ビデオ検索システムについて、昨年度供用し
た大船渡三陸道路の映像をシステムに取り込み、道路映像と地図の
検索を可能にし、道路管理の効率化・省力化を図るものである。㈱
岩根研究所は、既存ビデオ検索システムの特許権を有しており、本
システムに関する変更、保守が可能な唯一の企業である。また、本
システムの著作権は三陸国道事務所が所有しているが、本システム
の内容を更新するにあたっては、本システムを開発した著作者であ
る上記相手方が著作者人格権を所有しているため、著作権法第２０
条同一性保持権の履行にあたり上記相手方以外には当該業務を行わ
せることが出来ない。従って、本業務は受託者が特定される業務で
あり、他社との競争を許さないものと判断される。よって、会計法
29条の3第4項、予決令第102条の4第3号により上記業者と随意契約を
行うものである。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2013 永代印刷（株）
「谷をこえて」ダイジェスト版印
刷（中野バイパス開通式用）

柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成18年2月3日 799,050 予決令第99条第7号 問題があるもの 競争入札に移行したもの

2014 （財）日本システム開発研究所
仙人峠道路整備効果検討業
務

柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成18年2月13日 5,040,000

本業務は、平成１８年度に供用予定である仙人峠道路について、供
用前における現況調査を行い、期待される整備効果を調査するもの
である。具体には、仙人峠道路の供用がもたらす整備効果・影響を
地域活性化の観点からわかりやすく広報するため産業・交通・生活
等の各視点から整理し、基礎データ、ヒアリング調査などにより把
握するものである。本業務の実施にあたっては、道路整備による経
済波及効果について豊富な知識や経験を有しているとともに、他機
関における地域振興施策等について精通している必要がある。財団
法人日本システム開発研究所は、経済・社会が要求する課題に対応
するための調査・研究等の事業を実施している法人であり、昭和４
５年の設立以来、数多くの実績を有している。これまで、整備効果
調査、道路網計画調査等、道路が地域に果たす役割の検討などにつ
いて研究しており、産業・交通・生活等の分野においても豊富な実
績と経験を有している。また、三陸地域においても「三陸自動車道
と地域づくりに関する調査」、「山田道路整備効果検討調査」、
「リアス・コスタ・トゥリスモ構想」等の調査実績があり当該地域
に精通しているほか、道路整備による経済波及効果等について他省
庁の施策等を視野に入れた幅広い検討を独立・中立的な立場で行う
ことができるなど、本業務を遂行するに必要な要件を備えた唯一の
契約対象機関である。よって、会計法第29条の3第4項、予決令第102
条の4第3号により、上記業者と随意契約を行うものである。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2015 永代印刷（株） 「谷をこえて」増刷
柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成18年2月14日 981,750 予決令第99条第7号 問題があるもの 競争入札に移行したもの

2016
特定非営利活動法人秋田岩
手横軸連携交流会

冊子「太平洋と日本海を結ぶ」
購入

柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成18年3月23日 1,890,000

本購入は、宮古～盛岡～秋田における「道づくりの変遷」、「地方
文化」、「沿線の景勝地・文化財」をとりまとめた「太平洋と日本
海を結ぶ」を購入するものである。この「太平洋と日本海を結ぶ」
は、宮古～盛岡～秋田における「道づくりの変遷」、「地方文
化」、「沿線の景勝地・文化財」といったものを知り、地域の個
性・魅力を把握した上で地域住民の願いを理解し、将来の地域づく
りのあり方を考察し、地域住民等と地域づくりへの想いを共有する
資料として活用するためのものである。「太平洋と日本海を結ぶ」
は、特定非営利活動法人　秋田岩手横軸連携交流会が発行したもの
であり、その著作権は同会にある。また他の業者では取り扱ってお
らず同法人から購入するしかない。よって、会計法第29条の3第4項
及び予決令第102条の4第3号の規程により、随意契約するものであ
る。

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

2017 （株）ＮＴＴドコモ東北 携帯電話料
柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成17年4月1日 3,186,094 長期継続契約（会計法第29条の12予算決算及び会計令102条の2） その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

2018 東日本電信電話（株） 電話料
柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成17年4月1日 16,143,364 長期継続契約（会計法第29条の12予算決算及び会計令102条の2） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2019 ＫＤＤＩ（株） 電話料
柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成17年4月1日 1,674,464 長期継続契約（会計法第29条の12予算決算及び会計令102条の2） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2020 東日本電信電話（株） 電話専用料
柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成17年4月1日 11,107,385 長期継続契約（会計法第29条の12予算決算及び会計令102条の2） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2021 日本郵政公社 後納郵便料
柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成17年4月1日 1,482,820 長期継続契約（会計法第29条の12予算決算及び会計令102条の2） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2022 清水不動産鑑定 不動産鑑定料
柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成17年11月11日 1,351,480

当該地域における公共用地取得において多くの業務委託実績を有し
ており、また、地価調査の実績が有り、当該地域の地価水準、地価
動向への精通度が高いことから、本業務を適切かつ迅速に実施でき
る能力を有する同人が 適である。（会計法29条の3第4項及び予決
令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2023 （社）宮城県建設センター
一般国道４７号鳴子地区旧
道及び側道台帳調整業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年7月4日 1,312,500

県・市町村等の補完、支援機関としての公共性・中立性・機密の保
持などが求められると共に、同センター保有の「道路台帳システムD
－View」に登録を行うため。（会計法29条の3第4項及び予決令第102
条の4第3号

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

2024
オリエンタルコンサルタン
ツ（株）

新唐桑トンネル修正設計業
務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年9月1日 13,450,500

平成１５年度唐桑道路新唐桑トンネル詳細設計業務を実施してお
り、本業務は該当業務を見直すものであることから、新唐桑トンネ
ルの設計成果に対する責任の所在を明確に出来るものは、上記相手
方の他にない。(会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号
の規定)

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

2025 （株）エコー
海岸保全施設環境影響検討
業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
宮城県仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年7月6日 7,035,000

H15年度に当事務所建設コンサルタント選定委員会を実施し、3カ年
のプロポーザル方式により評価を行ったところ、 も優れた提案で
あると評価され、本業務に も適した業者と認められたため。（会
計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2026 （株）ケー・シー・エス
 仙台都心部交通結節点検討
業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
宮城県仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年10月13日 15,823,500

H16年度に当事務所建設コンサルタント選定委員会を実施し、2カ年
のプロポーザル方式により評価を行ったところ、 も優れた提案で
あると評価され、本業務に も適した業者と認められたため。（会
計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2027 （株）建設技術研究所
阿武隈川下流河川整備計画
検討業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
宮城県仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年10月21日 29,610,000

当該業務は、河川整備計画策定にあたり治水・利水・環境の総合的
な検討について高度な知識と豊かな経験を必要とすることから、H15
年度に建設コンサルタント選定委員会の議を経て、3カ年のプロポー
ザル方式により業者選定を行った。（会計法第29条の3第4項及び予
決令第102条の4第3号の規定）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2028 （株）建設技術研究所
名取川水系河川整備基本方
針策定業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
宮城県仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年11月24日 34,440,000

当該業務は、河川整備基本方針策定にあたり、基本高水流量及び河
道計画等の検討について高度な知識と豊かな経験を必要とすること
から、H16年度に当事務所建設コンサルタント選定委員会を実施し、
2カ年のプロポーザル方式により評価を行ったところ、 も優れた提
案であると評価され、本業務に も適した業者と認められたため。
（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2029 （株）第一エージェンシー
仙台河川国道事務所ホーム
ページ運営管理業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
宮城県仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月1日 9,977,100

H16年度に当事務所において2カ年のプロポーザル方式により評価を
行ったところ、 も優れた提案であると評価され、本業務に も適
した業者と認められたため。（会計法第29条の3第4項、予算決算及
び会計令102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2030
（株）復建技術コンサルタ
ント

道路管理システム改良業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成18年2月2日 39,690,000

「道路管理システム」の開発に携わっていることから、システムに
関する総合的な技術力、経験等を有しており、同システムに精通し
ている唯一の業者である。（会計法第29条の3第4項及び予決令第102
条の4第3号

その他
随意契約によらざるを得
ないもの



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

2031
（株）復建技術コンサルタ
ント

泉地区道路測量設計業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成18年3月10日 7,560,000

周辺関連道路を含めた計画経緯等の専門的かつ広範囲な知見が不可
欠な業務であり、当年度に他機関委託の関連業務を実施しており、
これまでの経緯や地域特性など関連する情報に精通、熟知している
唯一の業者と判断されるため。（会計法第29条の3第4項、予算決算
及び会計令102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2032 セコム（株）
仙台河川国道事務所庁舎等
警備委託

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月1日 8,274,420

セコム（株）は、平成１２年度から本業務を請負い、警備機器の各
庁舎等への取付及び監視センターとのオンライン接続等の機器設備
や警備体制が既に完了しているため。（会計法第29条の3第4項、予
算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり

競争入札に移行したもの
（仕様や条件を検討のう
え、平成２０年度から一
般競争へ移行（予定））

2033 （株）管理システム
登録・検索機器賃貸借及び
保守

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月1日 1,421,490
対象複写機は前年度より賃貸借契約をしているが、新年度から機種
を変更する理由が無く、引き続き同機種を使用するため。（会計法
第29条の3第4項、予算決算及び会計令102条の4第3号ｲ）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2034 （株）時事通信社
ｉ　ＪＡＭＰ　情報提供業
務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月1日 1,490,832
全国的な行政ニュースや各分野の 新データ等を即時に情報を得る
ことが出来るため。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2035 （株）プレスアート
道路関係広報業務（せんだ
いタウン情報）

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月11日 4,179,000
当事務所管内において、広域にて販売されている地域情報紙は「せ
んだいタウン情報」をおいて他にないため。（会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2036
石巻コミュニティ放送
（株）

道路関係広報業務（地域コ
ミュニティ放送）

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月11日 3,843,000
石巻コミュニティ放送（株）は宮城コミュニティ協議会の幹事社で
あり、本業務を遂行できるのは当業者以外存在しないため。（会計
法第29条の3第4項、予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2037
（社）宮城県公共嘱託登記
司法書士協会

土地の権利に関する登記業
務委託

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月12日 8,625,043

本業務の実施に当たっては、不動産の権利に関する登記の専門的知識と
司法書士法に基づく司法書士の資格が必要であるとともに、事務所管内
の広域的な範囲で、同時・多量の業務を実施できる能力を有する必要が
ある。宮城県公共嘱託登記司法書士協会は、司法書士法第６８条第１項
の規定に基づき、権利に関する嘱託登記の適正かつ迅速な実施に寄与
することを目的に設立された法人であり、権利登記に関する専門的な知識
や技能及び豊富な経験を有するとともに、現地の状況に精通した司法書
士を有し、公共嘱託権利登記の専門機関として県内唯一の法人であり、
広域かつ同時・多量の本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する
団体は同協会以外存しない。（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会
計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

2038
（社）宮城県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会

土地の表示に関する登記業
務委託

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月12日 12,762,884

本業務の実施に当たっては、不動産の表示に関する登記の専門的知識と
土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士の資格が必要であるととも
に、事務所管内の広域的な範囲で、同時・多量の業務を実施できる能力
を有する必要がある。宮城県公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、土
地家屋調査士法第６３条第１項の規定に基づき、表示に関する嘱託登記
の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的に設立された法人であり、
表示登記に関する専門的な知識や技能及び豊富な経験を有するととも
に、現地の状況に精通した土地家屋調査士を有し、公共嘱託表示登記の
専門機関として県内唯一の法人であり、広域かつ同時・多量の本業務を
適切かつ迅速に実施できる能力を有する団体は同協会以外存しない。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

2039 リコー東北（株）
電子複写機等の賃貸借契約
（その１）に係る保守契約

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月1日 2,286,295

当該複写機の賃貸借契約を結んでいることから賃貸機器に精通し、
県内におけるサービスメンテナンス体制が確率されているため、不
具合時に迅速に対応出来る。（会計法第29条の3第4項、予算決算及
び会計令102条の4第3号）

その他

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成19年度より、国庫
債務負担行為を計上）

2040 （株）サトウ
電子複写機等の賃貸借契約
（その２）に係る保守契約

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月1日 4,709,595

当該複写機の賃貸借契約を結んでいることから賃貸機器に精通し、
県内におけるサービスメンテナンス体制が確率されているため、不
具合時に迅速に対応出来る。（会計法第29条の3第4項、予算決算及
び会計令102条の4第3号）

その他

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成19年度より、国庫
債務負担行為を計上）
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2041 （株）東和商会
電子複写機等の賃貸借契約
（その３）に係る保守契約

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月1日 23,269,776

当該複写機の賃貸借契約を結んでいることから賃貸機器に精通し、
県内におけるサービスメンテナンス体制が確率されているため、不
具合時に迅速に対応出来る。（会計法第29条の3第4項、予算決算及
び会計令102条の4第3号）

その他

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成19年度より、国庫
債務負担行為を計上）

2042 （株）東和商会
電子複写機等の賃貸借契約
（その６）に係る保守契約

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年5月31日 5,669,592

当該複写機の賃貸借契約を結んでいることから賃貸機器に精通し、
県内におけるサービスメンテナンス体制が確率されているため、不
具合時に迅速に対応出来る。（会計法第29条の3第4項、予算決算及
び会計令102条の4第3号）

その他

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成19年度より、国庫
債務負担行為を計上）

2043 富士ゼロックス（株）
図面用（Ａ０版）電子複写
機賃貸借契約（その１）に
係る保守契約

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月1日 1,074,516

当該複写機の賃貸借契約を結んでいることから賃貸機器に精通し、
県内におけるサービスメンテナンス体制が確率されているため、不
具合時に迅速に対応出来る。（会計法第29条の3第4項、予算決算及
び会計令102条の4第3号）

その他

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成19年度より、国庫
債務負担行為を計上）

2044 東北ＴＣＭ（株）
建設機械修繕単価契約（岩
崎系）

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年5月30日 3,551,866

対象車両の製造メーカーの宮城県内における整備の指定工場であ
り、当該作業装置の機能・構造を十分熟知している。また、製造
メーカーから適切な技術指導・部品供給等が受けられ、故障時等の
不測の事態に迅速に対応出来るため。（会計法第29条の3第4項、予
算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（H18年度より一般競争
入札に移行）

2045 （株）大町モータース
建設機械修繕単価契約（東
急系）

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年5月30日 2,435,054

対象車両の製造メーカーの宮城県内における整備の指定工場であ
り、当該作業装置の機能・構造を十分熟知している。また、製造
メーカーから適切な技術指導・部品供給等が受けられ、故障時等の
不測の事態に迅速に対応出来るため。（会計法第29条の3第4項、予
算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（H18年度より一般競争
入札に移行）

2046 コマツ宮城（株）
建設機械修繕単価契約（コ
マツ系）

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年5月26日 7,323,324

対象車両の製造メーカーの宮城県内における整備の指定工場であ
り、当該作業装置の機能・構造を十分熟知している。また、製造
メーカーから適切な技術指導・部品供給等が受けられ、故障時等の
不測の事態に迅速に対応出来るため。（会計法第29条の3第4項、予
算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（H18年度より一般競争
入札に移行）

2047 宮城車体（株）
建設機械修繕単価契約（新
明和・タダノ系）

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年5月25日 4,868,347

対象車両の製造メーカーの宮城県内における整備の指定工場であ
り、当該作業装置の機能・構造を十分熟知している。また、製造
メーカーから適切な技術指導・部品供給等が受けられ、故障時等の
不測の事態に迅速に対応出来るため。（会計法第29条の3第4項、予
算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（H18年度より一般競争
入札に移行）

2048 （株）五十嵐商会
建設機械修繕単価契約（ク
ボタ系）

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年5月27日 3,656,153

対象車両の製造メーカーの宮城県内における整備の指定工場であ
り、当該作業装置の機能・構造を十分熟知している。また、製造
メーカーから適切な技術指導・部品供給等が受けられ、故障時等の
不測の事態に迅速に対応出来るため。（会計法第29条の3第4項、予
算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（H18年度より一般競争
入札に移行）

2049 東北建設機械販売（株）
建設機械修繕単価契約（三
菱系）

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年5月25日 10,291,880

対象車両の製造メーカーの宮城県内における整備の指定工場であ
り、当該作業装置の機能・構造を十分熟知している。また、製造
メーカーから適切な技術指導・部品供給等が受けられ、故障時等の
不測の事態に迅速に対応出来るため。（会計法第29条の3第4項、予
算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（H18年度より一般競争
入札に移行）

2050
（株）カワサキマシンシス
テムズ

建設機械修繕単価契約（日
本除雪機系）

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年5月25日 16,618,151

対象車両の製造メーカーの宮城県内における整備の指定工場であ
り、当該作業装置の機能・構造を十分熟知している。また、製造
メーカーから適切な技術指導・部品供給等が受けられ、故障時等の
不測の事態に迅速に対応出来るため。（会計法第29条の3第4項、予
算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（H18年度より一般競争
入札に移行）

2051 三洋テクニックス（株）
建設機械修繕単価契約（範
多・安川系）

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年5月25日 14,206,253

対象車両の製造メーカーの宮城県内における整備の指定工場であ
り、当該作業装置の機能・構造を十分熟知している。また、製造
メーカーから適切な技術指導・部品供給等が受けられ、故障時等の
不測の事態に迅速に対応出来るため。（会計法第29条の3第4項、予
算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（H18年度より一般競争
入札に移行）

2052 菅原建機（株）
建設機械修繕単価契約（新
潟系）

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年5月25日 4,053,040

対象車両の製造メーカーの宮城県内における整備の指定工場であ
り、当該作業装置の機能・構造を十分熟知している。また、製造
メーカーから適切な技術指導・部品供給等が受けられ、故障時等の
不測の事態に迅速に対応出来るため。（会計法第29条の3第4項、予
算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（H18年度より一般競争
入札に移行）
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2053 （株）ナリサワ
電子複写機等の賃貸借契約
（沿岸地区）に係る保守契
約

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年5月31日 1,384,640

当該複写機の賃貸借契約を結んでいることから賃貸機器に精通し、
県内におけるサービスメンテナンス体制が確率されているため、不
具合時に迅速に対応出来る。（会計法第29条の3第4項、予算決算及
び会計令102条の4第3号）

その他

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成19年度より、国庫
債務負担行為を計上）

2054 （有）エス・ビー・エス
電子複写機等の賃貸借契約
（県南地区）に係る保守契
約

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年5月31日 2,572,796

当該複写機の賃貸借契約を結んでいることから賃貸機器に精通し、
県内におけるサービスメンテナンス体制が確率されているため、不
具合時に迅速に対応出来る。（会計法第29条の3第4項、予算決算及
び会計令102条の4第3号）

その他

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成19年度より、国庫
債務負担行為を計上）

2055 （株）西巻
電子複写機等の賃貸借契約
（県北地区）に係る保守契
約

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年5月31日 1,439,294

当該複写機の賃貸借契約を結んでいることから賃貸機器に精通し、
県内におけるサービスメンテナンス体制が確率されているため、不
具合時に迅速に対応出来る。（会計法第29条の3第4項、予算決算及
び会計令102条の4第3号）

その他

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成19年度より、国庫
債務負担行為を計上）

2056 大和商工リース（株） 書類庫賃貸借契約

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月1日 3,780,000

仙台市内に支店があり不測の事態に迅速に対応が可能で、書類倉庫
として利用可能な２階建て耐高加重プレハブ倉庫を県内でレンタル
している唯一の業者のため。（会計法第29条の3第4項、予算決算及
び会計令102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2057
オムロン・ティー・エー・
エス（株）

交通流データ収集システム
賃貸借及び保守

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月1日 12,181,680

現在稼働中である宮城県警察本部側の装置と当事務所の装置は全て
オムロン製であり、現在の機能を継続的に動作するためにはオムロ
ン社製の装置が必須であるため。また、作業するにあたりメンテナ
ンス体制が整っているのは当社のみであるため。（会計法第29条の3
第4項、予算決算及び会計令102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2058
オムロン・ティー・エー・
エス（株）

交通量常時観測中央装置賃
貸借

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月1日 1,463,280

現在使用中で賃貸している交通量観測器はオムロン製であり、現在
の機能を継続的に動作するためにはオムロン社製の装置が必須であ
るため。また、作業するにあたりメンテナンス体制が整っており機
器に精通熟知しているのは当社のみであるため。（会計法第29条の3
第4項、予算決算及び会計令102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2059 （株）赤井沢 カラープリンタ賃貸借

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月1日 1,070,370
対象複写機は前年度より賃貸借契約をしているが、新年度から機種
を変更する理由が無く、引き続き同機種を使用するため。（会計法
第29条の3第4項、予算決算及び会計令102条の4第3号ｲ）

その他

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成19年度より、国庫
債務負担行為を計上）

2060 富士ゼロックス（株）
図面用(Ａ０版)電子複写機
賃貸借契約（その１）

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月1日 3,339,000
対象複写機は前年度より賃貸借契約をしているが、新年度から機種
を変更する理由が無く、引き続き同機種を使用するため。（会計法
第29条の3第4項、予算決算及び会計令102条の4第3号ｲ）

その他

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成19年度より、国庫
債務負担行為を計上）

2061 リコー東北（株）
図面用(Ａ０版)電子複写機
賃貸借契約（その２）

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月1日 2,123,100
対象複写機は前年度より賃貸借契約をしているが、新年度から機種
を変更する理由が無く、引き続き同機種を使用するため。（会計法
第29条の3第4項、予算決算及び会計令102条の4第3号ｲ）

その他

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成19年度より、国庫
債務負担行為を計上）

2062 （株）五大ビジネス
図面用(Ａ０版)電子複写機
賃貸借契約（その３）

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月1日 2,133,936
対象複写機は前年度より賃貸借契約をしているが、新年度から機種
を変更する理由が無く、引き続き同機種を使用するため。（会計法
第29条の3第4項、予算決算及び会計令102条の4第3号ｲ）

その他

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成19年度より、国庫
債務負担行為を計上）

2063 日本電気興業（株）
パーソナルコンピュータ等
賃貸借（その１）

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月1日 1,979,754

前年度より賃貸借契約をしているもので、継続して使用することが
効率的かつ円滑な業務が遂行される。また、同機器に対して機能等
を熟知しアフターサービス体制が確立され、故障時の迅速な対応が
可能なため。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令102条の
4第3号）

その他

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成19年度より、国庫
債務負担行為を計上）

2064 日東通信（株）
パーソナルコンピュータ等
賃貸借（その２）

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月1日 1,552,425

前年度より賃貸借契約をしているもので、継続して使用することが
効率的かつ円滑な業務が遂行される。また、同機器に対して機能等
を熟知しアフターサービス体制が確立され、故障時の迅速な対応が
可能なため。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令102条の
4第3号）

その他

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成19年度より、国庫
債務負担行為を計上）



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

2065 仙台トーホー事務機（株）
パーソナルコンピュータ等
賃貸借（その３）

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月1日 1,024,458

前年度より賃貸借契約をしているもので、継続して使用することが
効率的かつ円滑な業務が遂行される。また、同機器に対して機能等
を熟知しアフターサービス体制が確立され、故障時の迅速な対応が
可能なため。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令102条の
4第3号）

その他

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成19年度より、国庫
債務負担行為を計上）

2066 ＮＥＣリース（株）
パーソナルコンピュータ等
賃貸借（その４）

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月1日 4,158,000

前年度より賃貸借契約をしているもので、継続して使用することが
効率的かつ円滑な業務が遂行される。また、同機器に対して機能等
を熟知しアフターサービス体制が確立され、故障時の迅速な対応が
可能なため。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令102条の
4第3号）

その他

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成19年度より、国庫
債務負担行為を計上）

2067 リコー東北（株）
電気複写機等の賃貸借契約
（その１）

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月1日 1,224,930
対象複写機は前年度より賃貸借契約をしているが、新年度から機種
を変更する理由が無く、引き続き同機種を使用するため。（会計法
第29条の3第4項、予算決算及び会計令102条の4第3号ｲ）

その他

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成19年度より、国庫
債務負担行為を計上）

2068 （株）東和商会
電気複写機等の賃貸借契約
（その３）

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月1日 3,087,000
対象複写機は前年度より賃貸借契約をしているが、新年度から機種
を変更する理由が無く、引き続き同機種を使用するため。（会計法
第29条の3第4項、予算決算及び会計令102条の4第3号ｲ）

その他

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成19年度より、国庫
債務負担行為を計上）

2069 宮城県石油商業協同組合 ガソリン外購入単価契約

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月1日 3,553,341
宮城県内では唯一の石油販売業者で構成している事業協同組合であ
り、県内全域をカバー出来るため。（会計法第29条の3第5項、予算
決算及び会計令99条第18号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2070 （株）河北新報社
宮城県における防災に関す
る広報業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年6月17日 6,037,500

宮城県内で新聞発行部数のシェアが県内 大を占めていることか
ら、防災に関する広報を目的とする当業務には も効果的な広報媒
体なため。（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第18
号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2071 （株）河北新報社
道路行政施策等広報業務
（道路防災）

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年6月17日 2,213,400

宮城県内で新聞発行部数のシェアが県内 大を占めていることから
道路行政施策等の認知度向上、理解促進を目的とする当業務には
も効果的な広報媒体なため。（会計法第29条の3第5項、予算決算及
び会計令99条第18号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは
企画競争に移行）

2072 （株）エス・ケイ・ディ
仙台西国道道路附属物損傷
復旧工事 　　計４０件

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年7月20日 8,273,249

当地区の維持工事を請負っているため常に管内の路面状況や構造
物、附属物、危険箇所のあらゆる道路事情に精通している。また、
２４時間体制で作業体制を編成しているため迅速且つ的確な対応が
可能なため。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令102条の
4第4号ｲ）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

単価契約

2073 スバル興業（株）
仙台東国道道路附属物損傷
復旧工事　　計６７件

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年7月20日 6,674,587

当地区の維持工事を請負っているため常に管内の路面状況や構造
物、附属物、危険箇所のあらゆる道路事情に精通している。また、
２４時間体制で作業体制を編成しているため迅速且つ的確な対応が
可能なため。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令102条の
4第4号ｲ）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

単価契約

2074 後藤工業（株）
岩沼国道道路附属物損傷復
旧工事　　　計４８件

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年7月21日 4,510,449

当地区の維持工事を請負っているため常に管内の路面状況や構造
物、附属物、危険箇所のあらゆる道路事情に精通している。また、
２４時間体制で作業体制を編成しているため迅速且つ的確な対応が
可能なため。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令102条の
4第4号ｲ）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

単価契約

2075 丸か建設（株）
古川国道道路附属物損傷復
旧工事　　　計３８件

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年7月21日 2,464,211

当地区の維持工事を請負っているため常に管内の路面状況や構造
物、附属物、危険箇所のあらゆる道路事情に精通している。また、
２４時間体制で作業体制を編成しているため迅速且つ的確な対応が
可能なため。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令102条の
4第4号ｲ）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

単価契約

2076 （株）丸本組
石巻国道道路附属物損傷復
旧工事　　　計１２件

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年7月25日 1,928,967

当地区の維持工事を請負っているため常に管内の路面状況や構造
物、附属物、危険箇所のあらゆる道路事情に精通している。また、
２４時間体制で作業体制を編成しているため迅速且つ的確な対応が
可能なため。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令102条の
4第4号ｲ）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

単価契約

2077
タクシーチケットサービス
（株）

共通自動車利用契約

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月1日 7,429,760

宮城県内共通のチケットを利用したほうが業務処理上有利であり、
この宮城県内共通のタクシーチケットを販売しているのは当社の他
にいないため。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令102条
の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量
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（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

2078 旭映画 熊ヶ根橋補修工事記録業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年7月19日 5,670,000
熊ヶ根橋補強・補修事業とあわせて、複数年にわたるビデオ撮影業
務であるため、作品の統一性の保持のため、
（会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4項第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2079 （株）河北新報社
道路行政施策等広報業務
（地球温暖化防止）

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年8月17日 2,213,400

宮城県内で新聞発行部数のシェアが県内 大を占めていることから
道路行政施策等の認知度向上、理解促進を目的とする当業務には
も効果的な広報媒体なため。（会計法第29条の3第5項、予算決算及
び会計令99条第18号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは
企画競争に移行）

2080 矢崎総業（株） 運行管理装置点検整備

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年11月14日 1,312,500
当装置の開発・製造しており機器の構造・機能を十分熟知し、修繕
を行える宮城県内唯一のメーカーであるため。（会計法第29条の3第
4項、予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり 公募を実施

2081 リコー東北（株）
電子複写機等の賃貸借契約
（その８）

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年10月31日 1,256,850

前年度より賃貸借契約をしているもので、継続して使用することが
効率的かつ円滑な業務が遂行される。また、同機器に対して機能等
を熟知しアフターサービス体制が確立され、故障時の迅速な対応が
可能なため。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令102条の
4第3号）

その他

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成20年度より、国庫
債務負担行為を計上）

2082 （株）河北新報社
道路行政施策等広報業務
（ふるさとの道と地域再
生）

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年11月15日 4,828,409

宮城県内で新聞発行部数のシェアが県内 大を占めていることから
道路行政施策等の認知度向上、理解促進を目的とする当業務には
も効果的な広報媒体なため。（会計法第29条の3第5項、予算決算及
び会計令99条第18号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは
企画競争に移行）

2083 リコー東北（株）
電子複写機等の賃貸借契約
（その８）に係る保守契約

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年10月31日 3,133,726

当該複写機の賃貸借契約を結んでいることから賃貸機器に精通し、
県内におけるサービスメンテナンス体制が確率されているため、不
具合時に迅速に対応出来る。（会計法第29条の3第4項、予算決算及
び会計令102条の4第3号）

その他

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成20年度より、国庫
債務負担行為を計上）

2084 （株）オオバ
道路管理用資料検索システ
ム資料整理・更新業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年12月14日 5,040,000

当システムはオオバと共同にて過年度より更新に取り組んでおり、
道路法令等に精通し、システムの環境整備等の実績が豊富でかつシ
ステムへの取り組みを十分に理解しているため。（会計法第29条の3
第4項、予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり 公募を実施

2085 日本電気（株）
除雪車両位置情報提供シス
テム改造業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成18年1月18日 3,696,000
当システムを開発・納入したメーカーであり、改良に必要な技術的
知識があるとともに、既存設備の内容に十分精通しているため。
（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令102条の4第3号）

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

2086 日本電気（株）
高速バス到着予想時刻提供
システム改造設計業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成18年2月16日 3,780,000
当システムを開発・納入したメーカーであり、改良に必要な技術的
知識があるとともに、既存設備の内容に十分精通しているため。
（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令102条の4第3号）

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

2087 北海道地図（株）
路線図作成システム更新業
務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成１８年３月１
日

3,433,500

本システムは、北海道地図株式会社が開発しており、業務の実施に
あたっては、現行システムの改良・更新作業のため、本業務を適切
に遂行できる者は北海道地図株式会社以外にないため、
（会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4項第3号）

見直しの余地があり 公募を実施

2088 （株）河北新報社
道路行政施策等広報業務
（長町拡幅事業）

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成18年2月24日 1,349,250

宮城県内で新聞発行部数のシェアが県内 大を占めていることから
道路行政施策等の認知度向上、理解促進を目的とする当業務には
も効果的な広報媒体なため。（会計法第29条の3第5項、予算決算及
び会計令99条第18号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは
企画競争に移行）

2089 （株）東日本放送 津波防災番組制作業務委託

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年9月12日 2,800,000
平成17年6月23日付け「津波防災番組制作に関する協定」に基づく業
務委託。(会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号の規定)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2090 仙台市水道事業管理者 水道料

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月1日 3,579,839 代替性がないため その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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2091
（株）エヌ・ティ・ティ・
ドコモ東北

電話料

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月1日 17,734,085 代替性がないため その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2092
ケイディーディーアイ
（株）

電話料

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月1日 1,976,580 代替性がないため その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2093 東日本電信電話（株） 電話料

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月1日 38,836,428 代替性がないため その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2094 日本郵政公社 後納郵便料

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月1日 6,016,720 代替性がないため その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2095 （株）エマキ 河川管理システム改良業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成18年3月13日 945,000
履行のため必用な技術が特許出願中であり、他に競合できるものが
ないため。

見直しの余地があり 企画競争を実施

2096 （株）エマキ
河川管理システムデータ修
正業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成18年3月14日 682,500
履行のため必用な技術が特許出願中であり、他に競合できるものが
ないため。

見直しの余地があり 企画競争を実施

2097 （株）センソクコンサルタント
大河原地区管理境界関係資
料作成業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年12月9日 976,500 （会計法第29条の3第5項及び予決令第99条第7号） 問題があるもの

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（関連業務をまとめて競
争入札移行）

2098 （株）センソクコンサルタント
大河原地区管理境界復元測
量業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成18年2月6日 829,500 （会計法第29条の3第5項及び予決令第99条第7号） 問題があるもの

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（関連業務をまとめて競
争入札移行）

2099 （株）センソクコンサルタント
大河原地区管理境界測量業
務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成18年2月22日 735,000 （会計法第29条の3第5項及び予決令第99条第7号） 問題があるもの

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（関連業務をまとめて競
争入札移行）

2100 （株）センソクコンサルタント
大河原地区管理境界確認業
務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成18年3月1日 577,500 （会計法第29条の3第5項及び予決令第99条第7号） 問題があるもの

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（関連業務をまとめて競
争入札移行）

2101 （株）センソクコンサルタント
大河原地区管理境界用地実
測図原図作成業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成18年3月1日 840,000 （会計法第29条の3第5項及び予決令第99条第7号） 問題があるもの

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（関連業務をまとめて競
争入札移行）

2102 （株）センソクコンサルタント
大河原地区管理境界確定協
議資料作成業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成18年3月8日 976,500 （会計法第29条の3第5項及び予決令第99条第7号） 問題があるもの

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（関連業務をまとめて競
争入札移行）
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2103 （株）東日本補償鑑定 土地鑑定評価

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月6日 2,113,650
法令に基づく標準地評価等を手がけ地域の地価動向等に精通してい
る(会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2104 （株）明電舎
南沢川水門外発電設備修繕
工事

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

平成17年10月3日 30,135,000

本設備は当該業者が設計製作を行い設置したものであり既設機器の
詳細な回路、性能及び制御機能等の技術的事項において密接不可分
な関係にあるためかし担保責任の範囲を明確にし技術的にも一貫し
た施工を行うことができる唯一の者である（会計法第29条の3第4項
及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり 公募を実施

2105 三菱重工工事（株）
北上大堰ゲート設備機器交
換工事

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

平成17年11月24日 54,075,000

本設備は三菱重工業㈱が施工したものであり、施工にあたっては
ゲートの水流特性に応じ施工者が独自に開発したコンピュータシ
ミュレーションに基づき設備全体を設計・施工したもので一連の設
備として安全かつ所要の流水管理機能を満足するものである。詳細
な内容や解析に基づきプログラムされた制御設備により稼働するも
ので設備全体の機能と密接不可分の関係にあることから施工者以外
の者に施工させることはできない。よって設備の信頼性を格をする
上で本設備の施工者である三菱重工業㈱と業務協定を結んでいる当
該業者と契約する以外にない（会計法第29条の3第4項及び予算決算
及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2106 日本無線（株）
樋門情報収集管理システム
改造工事

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

平成17年12月26日 18,270,000

本設備は当該業者が設計製作を行い設置したものであり既設機器の
詳細な回路、性能及び制御機能等の技術的事項において密接不可分
な関係にあるためかし担保責任の範囲を明確にし技術的にも一貫し
た施工を行うことができる唯一の者である（会計法第29条の3第4項
及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり 公募を実施

2107 （株）酉島製作所
鳴瀬川鞍坪排水機場ポンプ
設備機器交換工事

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

平成18年3月6日 4,935,000

本設備は当該業者が設計製作を行い設置したものであり施工箇所で
ある冷却系統の機器は補助機器設備として主ポンプ設備を稼働させ
る動力となる主原動機に冷却水を供給させるものであり設備全体の
機能と密接不可分の関係にあることから施工者以外の者に施工させ
ることはできない（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令
第102条の4第3号）

見直しの余地があり 競争入札に移行したもの

2108 （株）構建築設計事務所
飯野川出張所耐震改修設計
業務

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

平成17年5月12日 2,572,500

本業務は平成15年度に当該業者と契約締結した「飯野川出張外耐震
改修設計業務」の修正設計を行うものである。建築物の設計図書等
は著作権法に著作物に該当し著作者の同意なしに改変できない（会
計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2109 （有）日本シジミ研究所 北上川汽水域生物調査業務

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

平成17年5月27日 3,150,000

本業務を実施するには汽水域に生息するシジミについて、その生
態、水質・分析・機構解明等の専門知識と豊富な経験を必要とす
る。当該業者はシジミに関する調査・研究において数多くの実績が
ある唯一の研究機関である。（会計法第29条の3第4項及び予算決算
及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2110
三井共同建設コンサルタン
ト（株）

旧北上川分流公園（仮称）
基本設計作成業務

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

平成17年8月10日 13,177,500

当該業者は平成15年度プロポーザル方式により特定されており、業
務の遂行にあたっては密接不可分な関係にあり高度な知識と豊かな
経験を有しており、効率的かつ的確に実施できる唯一の者である
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2111
（株）佐藤土木測量設計事
務所

北上川等河川施設被害調査

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

平成17年8月26日 4,830,000

本調査は平成17年8月16日に発生した宮城県沖を震源とする地震の被
災状況を調査するものである。河川管理施設が被災した場合におい
て河川管理に重大な支障を来す恐れがあるため緊急的に調査を実施
する必要がある（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2112
（株）西條設計コンサルタ
ント

鳴瀬川・江合川等河川施設
被害調査

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

平成17年8月26日 5,355,000

本調査は平成17年8月16日に発生した宮城県沖を震源とする地震の被
災状況を調査するものである。河川管理施設が被災した場合におい
て河川管理に重大な支障を来す恐れがあるため緊急的に調査を実施
する必要がある（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2113
日本建設コンサルタント
（株）

旧北上川分流施設操作（高
水）検討業務

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

平成17年12月9日 35,280,000

当該業者は平成15年度プロポーザル方式により特定されており、業
務の遂行にあたっては密接不可分な関係にあり高度な知識と豊かな
経験を有しており、効率的かつ的確に実施できる唯一の者である
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）
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2114 東京コンサルタンツ（株）
新田排水樋管設計修正等業
務

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

平成18年2月2日 4,830,000

当該業者は平成16年に測量・地質調査・地質分類を行い計画諸元に
関わる設計を実施している。本修正設計は改修工事に関わる設計業
務であり現地の鳴瀬川堤防の特性、施設の機械・設備等の現地状況
や試験方法に関連する情報等に当該業者は精通・熟知している（会
計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

問題があるもの 競争入札に移行したもの

2115 （株）三協技術
十階松排水樋管設計修正等
業務

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

平成18年2月2日 4,882,500

当該業者は平成16年に測量・地質調査・地質分類を行い計画諸元に
関わる設計を実施している。本修正設計は改修工事に関わる設計業
務であり現地の鳴瀬川堤防の特性、施設の機械・設備等の現地状況
や試験方法に関連する情報等に当該業者は精通・熟知している（会
計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

問題があるもの 競争入札に移行したもの

2116
（株）東京建設コンサルタ
ント

月浜第一水門操作規則再検
討業務

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

平成18年2月17日 17,503,500

当該業者は平成13年度にプロポーザル方式により特定され関係施設
の設計及び修正設計について基本設計から一貫して実施しているこ
とから、設計成果に対する責任の所在を明確ににするものである
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2117
パシフィックコンサルタン
ツ（株）

北上川下流流木捕捉施設補
足設計業務

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

平成18年2月23日 9,450,000

当該業者は平成14年度にプロポーザル方式により特定されおり、業
務の遂行にあたっては密接不可分な関係にあり高度な知識と豊かな
経験を有しており、効率的かつ的確に実施できる唯一の者である
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2118 （株）仙台測器社
水位・雨量観測所保守点検
業務

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

平成17年5月16日 13,860,000 (予算決算及び会計令第99条の2) その他 競争入札に移行したもの 不落随契

2119 東芝ファイナンス（株）
パーソナルコンピュータ賃
貸借（その3）

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

平成17年4月1日 4,086,390
平成14年度より賃貸借契約を締結しメンテナンス体制も確立されて
おり故障時等の迅速かつ確実な対応が可能である。（会計法第29条
の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

2120 （株）大河原光学
電子複写機の賃貸借及び保
守（複合機）

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

平成17年4月1日 6,867,338
平成15年12月より賃貸借契約を締結しメンテナンス体制も確立され
ており故障時等の迅速かつ確実な対応が可能である。（会計法第29
条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

　

2121 宮城ゼロックス（株）
電子複写機の賃貸借及び保
守（2階・3階）

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

平成17年4月1日 1,029,327
平成15年4月より賃貸借契約を締結しメンテナンス体制も確立されて
おり故障時等の迅速かつ確実な対応が可能である。（会計法第29条
の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

2122
（社）宮城県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会

土地の表示に関する登記業
務委託単価契約

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

平成17年4月28日 4,227,907

本業務の実施に当たっては、不動産の表示に関する登記の専門的知識と
土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士の資格が必要であるととも
に、事務所管内の広域的な範囲で、同時・多量の業務を実施できる能力
を有する必要がある。宮城県公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、土
地家屋調査士法第６３条第１項の規定に基づき、表示に関する嘱託登記
の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的に設立された法人であり、
表示登記に関する専門的な知識や技能及び豊富な経験を有するととも
に、現地の状況に精通した土地家屋調査士を有し、公共嘱託表示登記の
専門機関として県内唯一の法人であり、広域かつ同時・多量の本業務を
適切かつ迅速に実施できる能力を有する団体は同協会以外存しない。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

2123 （株）三本木町振興公社
三本木河川防災ステーショ
ン学習室管理業務

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

平成17年4月1日 3,570,000
行政が管理する施設管理業務に多くの実績があり、河川及び地域の
歴史等に精通している人材を有している（会計法第29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
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2124
（社）宮城県公共嘱託登記
司法書士協会

土地の権利に関する登記業
務委託単価契約

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

平成17年4月1日 1,562,231

本業務の実施に当たっては、不動産の権利に関する登記の専門的知識と
司法書士法に基づく司法書士の資格が必要であるとともに、事務所管内
の広域的な範囲で、同時・多量の業務を実施できる能力を有する必要が
ある。宮城県公共嘱託登記司法書士協会は、司法書士法第６８条第１項
の規定に基づき、権利に関する嘱託登記の適正かつ迅速な実施に寄与
することを目的に設立された法人であり、権利登記に関する専門的な知識
や技能及び豊富な経験を有するとともに、現地の状況に精通した司法書
士を有し、公共嘱託権利登記の専門機関として県内唯一の法人であり、
広域かつ同時・多量の本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する
団体は同協会以外存しない。（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会
計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

2125
タクシーチケットサービス
（株）

乗用自動車利用契約

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

平成17年4月1日 1,094,360

個別のタクシー会社と契約するより、各タクシー会社が契約してい
る当該業者と契約締結することが全タクシーを利用できる利便性が
あり業務を合理的に遂行できる（会計法第29条の3第4項及び予算決
算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2126 （株）酉島製作所
北上川下流管内ポンプ設備
点検整備

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

平成18年2月10日 20,790,000 (予算決算及び会計令第99条の2) その他 競争入札に移行したもの 不落随契

2127 （株）荏原製作所 排水ポンプ車装置点検整備

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

平成18年3月3日 7,350,000

点検整備にあたっては構造・機能等を十分熟知していなければなら
ず併せて交換部品を保有している必要がある。当該排水ポンプ車は
当該業者が製作したものであり上記条件を満足する唯一の者である
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2128 宮城県石油商業協同組合
ガソリン（2号）外3点購入
単価契約

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

平成17年4月1日 3,641,674
当該組合は官公需適格組合であり宮城県内全域で契約の履行が可能
である（会計法第29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条第18
号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

2129 日本郵政公社 後納郵便料

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

平成17年5月10日 1,619,080 （会計法29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条第8項） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2130 （株）石巻リバーサイドホテル
「第5回次世代の北上川を考え
る流域懇談会」会場借上料」
外

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

平成17年5月23日 1,603,126 （会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第7号） その他 公募を実施

2131
（有）コーディネート・オブ・スペ
シャリスト不動産鑑定

不動産鑑定料

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

平成18年2月3日 1,326,150

当該地域における公共用地取得において多くの業務委託実績を有し
ており、また、地価調査の実績が有り、当該地域の地価水準、地価
動向への精通度が高いことから、本業務を適切かつ迅速に実施でき
る能力を有する同人が 適である。（会計法29条の3第4項及び予決
令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得な
いもの

2132 石巻地方広域水道企業団 水道代

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

平成17年4月21日 1,881,635 （会計法第29条の12及び予算決算及び会計令第102条の2） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2133 東日本電信電話（株） 電話料

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

平成17年4月25日 5,222,924 （会計法第29条の12及び予算決算及び会計令第102条の2） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2134 ケイディーディーアイ（株） 電話料

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

平成17年5月12日 1,233,609 （会計法第29条の12及び予算決算及び会計令第102条の2） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2135
（株）エヌ・ティ・ティ・エムイード
コモ

電話料

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

平成17年4月25日 7,117,738 （会計法第29条の12及び予算決算及び会計令第102条の2） その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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2136
（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

二線堤ＪＲ跨線橋修正設計
業務

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

平成17年9月28日 1,900,500
経費の縮減及び時間の短縮（会計法第29条の3第4項及び予算決算及
び会計令第102条の4第3号）

問題があるもの 競争入札に移行したもの

2137 (株)大友商事
電子複写機の賃貸借及び保
守（２階執務室外）

田仲光美
東北地方整備局鳴瀬川総合開発
調査事務所
宮城県大崎市古川旭三丁目8-18

平成17年4月1日 1,544,582
一般競争において不落のため（会計法29条の3第1項及び予算決算及
び会計令第99条の2）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成20年度より、国庫
債務負担行為を計上）

不落随契

2138 非公表 土地賃借料

田仲光美
東北地方整備局鳴瀬川総合開発
調査事務所
宮城県大崎市古川旭三丁目8-18

平成17年4月1日 6,068,124
事務所庁舎敷のため競争を許さないため（会計法29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の４第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

個人情報

2139 松本事務機（株）
電子複写機賃貸借、保守及び
消耗品供給契約

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

平成17年4月1日 1,898,473
機器の継続使用による経済性、製品知識、技術力、対応の迅速性
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（H19年度より、国庫債
務負担行為を計上）

単価契約

2140 日本電気興業（株）
電子複写機賃貸借、保守及び
消耗品供給契約（その２）

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

平成17年4月1日 1,393,633
機器の継続使用による経済性、製品知識、技術力、対応の迅速性
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（H19年度より、国庫債
務負担行為を計上）

単価契約

2141 （株）千代田コンサルタント 気仙沼地区環境調査業務

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

平成17年4月12日 28,245,000
プロポーザル方式による技術審査結果より（会計法29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2142 （株）福山コンサルタント 吉浜地区環境調査検討業務

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

平成17年4月13日 8,715,000
プロポーザル方式による技術審査結果より（会計法29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2143 （株）建設環境研究所
本吉気仙沼道路環境調査業
務

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

平成17年4月13日 62,685,000
プロポーザル方式による技術審査結果より（会計法29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2144 （株）ソノベ 事務所広報誌企画運営業務

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

平成17年5月11日 14,805,000
企画競争による審査結果より（会計法29条の3第4項及び予算決算及
び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2145 （株）福山コンサルタント
本吉気仙沼道路予備設計業
務

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

平成17年5月26日 39,585,000
プロポーザル方式による技術審査結果より（会計法29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2146 （財）日本システム開発研究所
三陸自動車道と地域づくりに
関する調査

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

平成17年6月6日 11,445,000
代替性のない特定の知識、経験、能力を有する法人であること（会
計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2147
（株）オリエンタルコンサルタン
ツ

高規格道路を活用した医療支
援検討業務

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

平成17年6月17日 5,617,500
プロポーザル方式による技術審査結果より（会計法29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2148
三井共同建設コンサルタント
（株）

みちのく歴史街道環境調査業
務

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

平成17年8月9日 10,920,000
プロポーザル方式による技術審査結果より（会計法29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）
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2149 藤庄印刷（株）
事務所ホームページ企画運営
業務

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

平成17年9月5日 3,727,500
企画競争による審査結果より（会計法29条の3第4項及び予算決算及
び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2150 日本建設コンサルタント（株） 山田宮古道路調査設計業務

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

平成17年9月28日 3,465,000
プロポーザル方式による技術審査結果より（会計法29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2151
（株）オリエンタルコンサルタン
ツ

志津川本吉道路調査設計業
務

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

平成17年10月18日 10,531,500
プロポーザル方式による技術審査結果より（会計法29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2152 （株）ドーコン
三陸道整備方針及び評価検
討業務

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

平成18年2月1日 5,880,000
プロポーザル方式による技術審査結果より（会計法29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2153 全国街道交流会議
街道を活かしたみちづくり・ま
ちづくり全国事例調査

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

平成18年2月16日 2,205,000
代替性のない知識、情報を有している（会計法29条の3第4項及び予
算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2154 （株）日立国際電気 河川画像監視設備改良工事

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成18年1月20日 4,935,000

・画像の共有を目的として、子吉川及び雄物川に設置している全河
川監視用カメラのＩＰアドレス体系が全国標準となることから、現
在のシステムでは映像の監視制御が出来なくなるため、カメラ映像
の制御監視を行う既設サーバ機器の改良を必要とする。・他機関
（各放送局）への河川映像を提供するため、既設サーバ機器より提
供映像の選択ができるよう改良する。・改良を行うにあたり、ソフ
トウェアの内容、既設機器の構造及び既設設備の全体構成及び機
能・性能、構成する各機器間の伝送手順を熟知していることが必須
であり、施工上の経験、知識も必要とする。上記要件を満たす業者
は、本機器の製作者並びに納入者である（株）日立国際電気以外に
ないため（会計法第29条の3第4項及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり 公募を実施

2155 鹿島建設（株） 仙岩トンネル補修工事

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年12月19日 288,750,000

本業務は、一般国道46号田沢湖町生保内地内の「仙岩トンネル」内
部において、路面に変状が生じたことから、一般交通に支障をきた
し、更に二次災害等が発生する危険性があるため早急にトンネル構
造部の補修工事を行うものである。6月にトンネル内の路面に急激な
変状が認められたことから、直ちに「道路防災ドクター」による現
地点検及び検討を行った。その結果、一般交通に支障をきたす危険
性があり、変状原因と今後の予測から早急に対策工を実施し現況復
旧を行うことを指示された。上記業者は、仙岩トンネルの施工に着
手し、昭和51年にこれを完成させている。また、平成11年には今回
と同様のトンネル変状により実施された補修工事に携わっており、
トンネル構造及び地形・地質等の現地状況に精通するとともに、豊
富な経験と知識を持った技術者を多数保有していることから、早急
な対策を実施することが可能な業者である。上記より、本工事は緊
急に対策を実施する必要があり、競争に付す時間的余裕がない。ま
た、現地状況に精通し、かつ経験豊富な技術者により早急な対策を
実施できるものは当該業者以外にいないため（会計法29条の3第4項
及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

2156 アンリツ（株）
道路情報表示制御設備改良
工事

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年12月12日 42,577,500

本件の道路情報表示制御設備は、秋田河川国道事務所で管理する一
般国道7号、13号及び46号に交通安全の確保を目的として、道路利用
者に情報を提供する設備であり、事務所に設置してある道路情報提
供サーバからの制御により表示内容を変更制御するシステムであ
る。本件は、道路情報表示制御設備において、ガイダンスシステム
機能の追加及び、既設情報板の通信回線を光通信方式（ＩＰ通信）
に変更するものである。今回の改良においては、既設の設備である
道路情報提供サーバを中心とした道路情報表示板とのシステム全体
の機能・性能を阻害することなく、ガイダンスシステムの導入によ
るシステム全体の高機能・高性能の実現を図ることが目的であり、
行うにあたって、既設設備の全体構成及び機能・性能、構成する各
機器間の伝送手順、データベースの構成等を熟知すると共に施工上
の経験、知識を特に必要とします。よって、この要件を満足するも
のは、本既設機器製造及び納入業者である上記業者が唯一の業者で
ある。（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3
号）

見直しの余地があり 公募を実施
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2157 （株）明電舎 風力発電制御装置修繕

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年5月13日 1,575,000

本装置は、一般国道7号秋田南バイパスの融雪設備及びトンネル設備
の電源供給を行っているものであが、障害により設備の運転が停止
している状態であるため早急に修理を行わなければならない。上記
業者は風力発電設備の納入業者であり機能、性能及び機器構成並び
に回路等の技術的事項を熟知していてるほか、装置の予備を保有し
ているため早急に修理を行うことが出来る唯一の業者であるため
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり 公募を実施

2158 （株）明電舎
風力発電設備航空障害灯外
修繕

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成18年2月20日 1,785,000

本装置は、一般国道7号秋田南バイパスの融雪設備及びトンネル設備
の電源供給を行っているものであが、障害により設備の運転が停止
している状態であるため早急に修理を行わなければならない。上記
業者は風力発電設備の納入業者であり機能、性能及び機器構成並び
に回路等の技術的事項を熟知していてるほか、装置の予備を保有し
ているため早急に修理を行うことが出来る唯一の業者であるため
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施

2159 （株）明電舎 風力発電設備風向計外修繕

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年8月30日 1,680,000

本風向計等は、風力発電設備の運転を行うために必要な装置である
が、故障により風力発電設備の運転が停止する状態であるため早急
に修理を行わなければならない。上記業者は風力発電設備の納入業
者であり機能、性能及び機器構成並びに回路等の技術的事項を熟知
していてるほか、装置の予備を保有しているため早急に修理を行う
ことが出来る唯一の業者であるため（会計法第29条の3第4項、予算
決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施

2160 （株）ドーコン
角館バイパス景観設計等業
務

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年8月11日 18,270,000

平成16年度に実施された3ヶ年継続の総合評価型標準プロポーザル方
式により、 も優れた技術提案をしたコンサルタントとして特定さ
れた。昨年度は過年度に実施された角館バイパスの設計について、
景観に着目した設計思想に基づく照査・検証を実施し、景観設計思
想との不整合や今後の課題を抽出しており、今年度はその2ヶ年目と
して、景観設計に着目した設計の見直し及び現場施工段階での反映
を目的とする施工監理を実施するものである。（会計法第29条の3第
4項及び予決令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2161 （株）建設技術研究所 管内築堤事業効果検討業務

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年5月26日 17,535,000

本業務は、平成16年度より2カ年で実施するものであり、平成16年度
業務は、基本的な条件となる破堤水位の設定まで実施した。平成17
年度は、平成16年度業務の成果を基に、 終成果である費用対効果
の算定を実施するものである。上記相手方は、平成16年度より2カ年
にわたっての本業務を対象とした、総合評価型プロポーザル方式に
よる建設コンサルタント選定委員会で、 も優れた技術提案と技術
者を有しているとして評価、選定されており、引き続き平成17度業
務を継続させるものである。（会計法第29条3第4項、予算決算及び
会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2162 （株）建設技術研究所
子吉川計画段階における環
境影響分析業務

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年6月13日 7,875,000

平成15年度より3ヶ年にわたって実施予定の技術者評価型プロポ－ザ
ル方式として建設コンサルタント選定委員会によって、 も優れた
技術提案と技術者を有しているとして評価され選定された。（会計
法第29条3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2163 （株）建設技術研究所
子吉川治水経済調査他検討
業務

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年5月13日 45,360,000

本年度業務においては、昨年度作成された子吉川水系河川整備計画
素案の検討資料を基に、河川整備計画における整備効果が効率的に
発揮される事業実施順位の検討や今後予定される流域委員会の資料
作成を行い、流域委員会・公聴会・首長の意見に基づき素案の検討
資料に修正を加えて子吉川河川整備計画原案の基礎資料を作成する
もので、昨年度より2ヶ年にわたっての技術者評価プロポーザル方式
として建設コンサルタント委員会において、 も優れた技術提案と
有していると評価されたため（会計法第29条3第4項、予算決算及び
会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
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（具体的かつ簡潔に記載）
＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
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（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

2164 （株）自然科学調査事務所 多自然型川づくり調査

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年5月13日 8,757,000

本調査は、平成15年度に雄物川下流、子吉川において施工した多自
然型川づくり護岸工事の施工後の河川環境・生物環境及び動植物の
生息・生育状況に関する調査を行い、今後の環境に配慮した河川整
備等に反映させるものである。平成17年度は、前年度の調査結果を
踏まえ、多自然型護岸と既存護岸の物理環境と生物環境を比較し、
多自然型護岸の効果を検証するとともに、雄物川下流・子吉川版の
多自然型護岸工法マニュアルを作成するものである。本調査の技術
的特性として、①．調査を進めるにあたり、学識者等の意見・判断
が必要となることから検討会の開催等すみやかな対応が求められ
る。②．調査内容は、多自然型川づくりの工事施工後に形成された
物理的環境特性と生物的環境特性及び両者の相互関係など十分に解
明されていない点について、調査地区毎に留意すべき環境特性を抽
出してその実態、機能を検証するなど豊富かつ多岐にわたる知識と
経験が要求される。上記業者は、平成15年度より3ヶ年にわたって実
施予定の技術者評価型プロポ－ザル方式として建設コンサルタント
選定委員会によって、 も優れた技術提案と技術者を有していると
して評価され選定された。（会計法第29条3第4項、予算決算及び会
計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2165 （有）無明舎出版 広報映像制作業務

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年10月5日 2,415,000

本業務は、郷土が生んだ偉大な学者である物部長穂氏の業績を顕彰
するため、土木技術者（水理学、耐震工学他）としての功績を幅広
く広報し、功績を伝え、新たな土木技術者の人材育成と現在行政を
含む土木業界に従事する技術者の志気向上を目的として映像資料を
制作するものである。物部長穂氏は旧仙北郡協和町（現：大仙市協
和）出身で、大正から昭和初期時代において土木学会の黎明期に多
大な功績を残している。しかしながら、知名度や残した功績は広く
知られていない現状にあり、郷土出身の土木技術者の大先輩である
物部長穂氏を、地元事務所として広報展開する必要と責務がある。
物部長穂氏が内務省土木試験所長に勅任され多大なる功績を残した
年から80周年の年であり、物部長穂記念館がオープンして10年の節
目である今年、記念館のリニューアル計画に併せて広報展開する事
が効果的である。上記業者は、物部長穂氏に関する知識、功績を熟
知していると共に関係資料も豊富に保有しており、また、物部氏に
関する書籍を発行している唯一の出版社である。本業務を遂行する
には、その書籍の内容を相当数使用することから、出版権を保有し
ている上記業者しかいない。（会計法第29条の3第4項、予決令第102
条の4第3号）

問題があるもの
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2166 日本無線（株） 道路情報設備改良業務

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年12月15日 10,395,000

本件を遂行するには、設備全体構成及び機能・性能、構成する各機
器間の伝送手順、データベースの構成等を熟知すると共に施工上の
経験、知識を特に必要とする。この要件を満足するものは、既設ソ
フトの作成、機器製造及び納入業者である上記業者以外にない（会
計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施

2167 （株）秋田クボタ
自動車等修繕単価契約（ク
ボタ系）7月・12月分

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年9月7日 2,579,357

当該機械は、メーカー独自の構造を備えており修理にあたっては、
機械に精通した知識と経験が必要である。また、対象機械は作業の
性質上、故障時の修理にあたっては緊急性を要し部品の供給につい
ても迅速かつ適確な対応が要求される。上記の会社は、管内におけ
る唯一のメーカーが指定する整備会社であり、整備技術については
メーカーの教育を受け、部品の供給についても迅速に対応できる体
制となっているため。（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計
令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成19年度に競争入札
へ移行予定）

単価契約

2168 矢崎総業（株）
自動車等修繕単価契約（運
行管理装置）（6･11･12･2･
3･月分）

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年7月26日 1,540,360

当該システムは、メーカー独自の機能を備えており修理にあたって
は、システムに精通した知識と経験が必要である。また、対象シス
テムは性質上、故障時の修理にあたっては緊急性を要し、部品の供
給についても迅速かつ適確な対応が要求される。上記の会社は、本
システムを北陸地方整備局と共同で開発した会社であり、システム
の特許を有しており、修理・部品の供給についても迅速に対応でき
る体制となっている。（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計
令第102条の4第3号）

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成19年度以降も随意
契約による）

単価契約

2169 東北建設機械販売（株）
自動車等修繕単価契約（三
菱重工系）(10･12･1･3月
分）

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年4月11日 7,390,286

当該機械は、メーカー独自の構造を備えており修理にあたっては、
機械に精通した知識と経験が必要である。また、対象機械は作業の
性質上、故障時の修理にあたっては緊急性を要し部品の供給につい
ても迅速かつ適確な対応が要求される。上記の会社は、管内におけ
る唯一のメーカーが指定する整備会社であり、整備技術については
メーカーの教育を受け、部品の供給についても迅速に対応できる体
制となっているため。（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計
令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成19年度に競争入札
へ移行予定）

単価契約



公共工事の名称、場所、期間、及
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2170
北日本ＴＣＭイワフジ
（株）

自動車等修繕単価契約（新
潟・加藤系）(1～3月分）

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年12月16日 6,333,228

当該機械は、メーカー独自の構造を備えており修理にあたっては、
機械に精通した知識と経験が必要である。また、対象機械は作業の
性質上、故障時の修理にあたっては緊急性を要し、部品の供給につ
いても迅速かつ適確な対応が要求される。上記の会社は、管内にお
ける唯一のメーカーが指定する整備会社であり、整備技術について
はメーカーの教育を受け、部品の供給についても迅速に対応できる
体制となっているため（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計
令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成19年度に競争入札
へ移行予定）

単価契約

2171 コマツ秋田（株）
自動車等修繕単価契約（小
松系）（4月～3月分）

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年4月11日 29,306,303

当該機械は、メーカー独自の構造を備えており修理にあたっては、
機械に精通した知識と経験が必要である。また、対象機械は作業の
性質上、故障時の修理にあたっては緊急性を要し、部品の供給につ
いても迅速かつ適確な対応が要求される。上記の会社は、管内にお
ける唯一のメーカーが指定する整備会社であり、整備技術について
はメーカーの教育を受け、部品の供給についても迅速に対応できる
体制となっている。（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令
第102条の4第3）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成19年度に競争入札
へ移行予定）

単価契約

2172 （株）東商
自動車等修繕単価契約（新
潟鉄工系）（4～8月分）

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年4月11日 3,154,475

本契約は、秋田河川国道事務所が保有している建設機械のうち、新
潟鉄工系自動車の修繕を行うものである。当該自動車は、メーカー
独自の構造を備えており修理にあたっては、機械に精通した知識と
経験が必要である。また、対象自動車は作業の性質上、故障時の修
理にあたっては緊急性を要し、部品の供給についても迅速かつ適確
な対応が要求される。上記の会社は、管内における唯一のメーカー
が指定する整備会社であり、整備技術についてはメーカーの教育を
受け、部品の供給についても迅速に対応できる体制となっている。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成19年度に競争入札
へ移行予定）

単価契約

2173 藤高自動車興業（株）
自動車等修繕単価契約（日
除系外）（4･5･8･9･10･11･
12・1･2･3月分）

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年4月11日 26,777,202

当該機械等は、メーカー独自の構造を備えており、また、その構造
も複雑であり、修理にあたっては、機械に精通した知識と経験、及
び豊富な技術力が必要あり、また、故障時の修理にあたっては、緊
急性を要し、部品の供給についても迅速かつ的確な対応が要求され
るもので、唯一のメーカーが指定する整備会社で、知識と経験及び
豊富な技術力を有するほか、部品の供給についても迅速に対応でき
るため（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3
号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成19年度に競争入札
へ移行予定）

単価契約

2174 西東北日野自動車（株）
自動車等修繕単価契約（日
野系）（4月～3月分）

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年4月11日 5,433,747

当該建設機械は、メーカー独自の構造を備えており、また、その構
造も複雑であり、修理にあたっては、機械に精通した知識と経験、
及び豊富な技術力が必要あり、また、故障時の修理にあたっては、
緊急性を要し、部品の供給についても迅速かつ的確な対応が要求さ
れるもので、唯一のメーカーが指定する整備会社で、知識と経験及
び豊富な技術力を有するほか、部品の供給についても迅速に対応で
きるため（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4
第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成19年度に競争入札
へ移行予定）

単価契約

2175 （株）とみや 電子複合機賃貸借

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年4月1日 1,485,225

本賃貸借は、一般競争入札により、（株）とみや秋田営業所と平成
14年8月9日付けで賃貸借契約を締結しているところであり、平成17
年度においても当該機器を引き続き使用するもので、契約の性質が
競争を許さないため（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令
第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成17年度で賃貸借契
約を終了）

2176 （株）とみや
電子複写機（カラー外）賃
貸借

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年4月1日 3,253,320

本賃貸借は、一般競争入札により、（株）とみや秋田営業所と平成
15年5月9日付けで賃貸借契約を締結しているところであり、平成17
年6月からも当該機器を引き続き使用するもので、契約の性質が競争
を許さないため（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成18年度以降におい
て競争入札へ移行予定）

2177 沖電気工業（株）
オフラインバスプローブ車
載機賃貸借

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年4月1日 1,521,450

本業務は、20ヶ月のリース期間を前提とした賃貸借として、平成16
年8月より沖電気工業株式会社と契約締結し、賃貸借しているもので
あり、平成17年度においてもリース期間内であるので、当該機器を
引き続き賃貸借契約をするため（会計法29条の3第4項及び予算決算
及び会計令第102条の4第3号）

問題があるもの

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成20年度以降も随意
契約による）

2178 （株）とみや
電子複写機（カラー外）保
守

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年4月1日 14,973,141

当該賃貸借については、（株）とみや秋田営業所と契約しており、
賃貸借された機器の的確で迅速な保守に対応できるのはほかにない
ため。（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3
号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成19年度以降より、
競争入札へ移行または国
庫債務負担行為を計上）



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

2179 (株)とみや 電子複合機保守

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年9月1日 5,491,172
本件の機器の設置については、当該業者が実施しており、これらの
機器に対応する保守業務に対応できるのは当該業者のみである。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成19年度以降より、
競争入札へ移行または国
庫債務負担行為を計上）

2180 （株）とみや 電子複合機保守

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年4月1日 3,849,131

当該賃貸借については、（株）とみや秋田営業所と契約しており、
賃貸借された機器の的確で迅速な保守に対応できるのはほかにない
ため。（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3
号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成19年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わない）

2181 （株）とみや
大型複写機賃貸借（茨島
外）

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年4月1日 3,788,400

本件は、一般競争入札により、平成15年2月より当該業者と契約締結
し、同月より賃貸借しているものであり、平成17年度においても当
該機器を引き続き利用するので、契約の性質が競争を許さない。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成17年度で賃貸借契
約を終了）

2182 秋田県石油商業協同組合
ガソリン外単価契約（4月～
3月分）

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年4月8日 6,304,443

・県内のどの地区においても、給油出来なければならない。・単価
において、県内同一単価でなければならない。・中小企業者の受注
機会確保のため、官公需適格組合の登録業者でなければならない。
上記協同組合は、県内に加盟業者を多数有しており、迅速な給油が
行える利便性があり、また官公需適格組合に登録している唯一の組
合であるため、単価契約を行えるところは他にないため（会計法29
条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成19年度以降も随意
契約による）

単価契約

2183 セコム（株）
秋田河川国道事務所管内庁
舎機械警備業務委託

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年4月1日 3,759,840

機械警備装置については、異常を感知した場合に緊急連絡を優先さ
せる機能を持った全ての機器を各社独自で開発・製造し、設置して
いるところである。当該装置の設置については平成14年度に機械警
備装置設置作業としてセコム（株）が実施したものである。よって
本業務を円滑及び適切に遂行できる業者は機器の設置を行った上記
業者以外にないため。（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計
令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施
（平成20年度より公募を
実施）

2184 （株）秋田魁新報社
秋田県における防災に関す
る広報業務

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年6月17日 5,108,000

本業務の履行にあたっては、より効果的な広報を行うため、広く住
民に対してフォーラムの意義や開催についての周知が図られるとと
もに、参加を呼びかけることができる広報媒体を用いる必要があ
り、その所有者に契約の相手方が特定されるものである。また、
フォーラムの企画・運営にあたっては、広報と一体となって行うこ
とにより、フォーラムの事前周知から事後のフォローアップまで、
広報媒体を 大限に活用した運営を行うことができ、より効果的な
防災意識の普及・啓発を実現することが可能となる。秋田魁新報社
は、秋田県内の新聞発行部数が26万部を越え、そのシェアは70％と
県内 大を占めていることから、上記目的を達成するためには も
効果的な広報媒体であり、県内における広報に関しては他の追随を
許さない。また、上記新聞社は、新聞を 大限に活用したフォーラ
ム等の企画・運営について豊富な実績、経験を有しており、的確、
かつ効果的なフォーラムの運営を実施することが期待される。よっ
て、本業務を実施できる者は、上記新聞社の他にないものと判断さ
れる。（会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2185 （株）秋田魁新報社
道路の防災対策に関する広
報業務

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年6月20日 1,780,800

目的の達成にあたっては、公共性が高く、広報媒体として県内で大
きなシェアを有している業者が必要であり、（株）秋田魁新報社は
秋田県内の新聞発行部数において26万部を超え県内の70％のシェア
を有している。このことから、同社のみが上記の目的を達成する
も有効な媒体を有する業者である。よって、会計法第29条の3第4項
及び予決令第102条の4第3号により上記相手方と随意契約を行うもの
である。

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2186 滝村企業（株） フォーラム資料コピー

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年7月12日 1,668,975

本資料は、国土交通省本省等において資料のデータ作成及びチェッ
クを行っていたものであるが、データ収集に相当数の時間を要した
ため、所有しているカラーコピー機では所定の時間に間に合わない
ことから、専門業者によるコピーを早急かつ正確に行わなければな
らないので、上記業者は、秋田市内に事務所を有し、迅速な対応が
でき、また、今年度当所発注の「図面焼付等単価契約」を受注して
おり、信用性も高いため。（会計法29条の3第4項及び予算決算及び
会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

2187 秋田ハイタク興業（株）
共通乗用自動車乗車券利用
契約（秋田地区）（4月～3
月分）

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年5月12日 1,485,200

タクシー事業者は、道路運送法第9条第1項の規定に基づき旅客の運
賃を定め、また、同法第11条第1項の規定に基づき、運送約款を定
め、国土交通大臣の認可を受けなければならないこととされてい
る。秋田ハイタク興業（株）は、このように認可を受けた事業者を
会員とした共通自動車券を発行し、会員の受け取った利用券の代金
の請求受領等に関する事務を統括している業者である。会員につい
ては、秋田市内のタクシー事業者については全て会員であり、各事
業者間における競争は存在しない。従って、この場合におけるタク
シー運送契約は、会計法第29条の3第4項に規定する「契約の性質又
は目的が競争を許さない場合」に該当し、かつ、政府調達に関する
協定第15条1（ｂ）に規定する「技術的な理由により競争が存在しな
い」に適合することから、随意契約するものである。

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成19年度以降は必要
に応じて随意契約によ
る）

2188
（社）秋田県公共嘱託登記
司法書士協会

権利登記業務委託（6月～3
月分）

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年7月14日 2,665,654

本業務の実施に当たっては、不動産の権利に関する登記の専門的知識と
司法書士法に基づく司法書士の資格が必要であるとともに、事務所管内
の広域的な範囲で、同時・多量の業務を実施できる能力を有する必要が
ある。秋田県公共嘱託登記司法書士協会は、司法書士法第６８条第１項
の規定に基づき、権利に関する嘱託登記の適正かつ迅速な実施に寄与
することを目的に設立された法人であり、権利登記に関する専門的な知識
や技能及び豊富な経験を有するとともに、現地の状況に精通した司法書
士を有し、公共嘱託権利登記の専門機関として県内唯一の法人であり、
広域かつ同時・多量の本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する
団体は同協会以外存しない。（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会
計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

2189
（社）秋田県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会

表示登記業務委託（6月～9
月分）

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年7月13日 12,436,534

本業務の実施に当たっては、不動産の表示に関する登記の専門的知識と
土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士の資格が必要であるととも
に、事務所管内の広域的な範囲で、同時・多量の業務を実施できる能力
を有する必要がある。秋田県公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、土
地家屋調査士法第６３条第１項の規定に基づき、表示に関する嘱託登記
の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的に設立された法人であり、
表示登記に関する専門的な知識や技能及び豊富な経験を有するととも
に、現地の状況に精通した土地家屋調査士を有し、公共嘱託表示登記の
専門機関として県内唯一の法人であり、広域かつ同時・多量の本業務を
適切かつ迅速に実施できる能力を有する団体は同協会以外存しない。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

2190
（株）エヌ・ティ・ティ・
ドコモ東北

電話料（4～3月）33件

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年4月25日 9,466,600 （会計法第29条の12並びに予算決算及び会計令第102条の2第4号） その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成19年度以降も随意
契約による）

2191 日本郵政公社 後納郵便料（4月～3月分）

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年5月12日 1,843,495 （会計法29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条第8号） その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成19年度以降も随意
契約による）

2192 秋田市水道局企業出納員 水道料（4月～3月分）

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年4月22日 3,464,274 （会計法第29条の12並びに予算決算及び会計令第102条の2第3号） その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成19年度以降も随意
契約による）

2193 東日本電信電話（株） 電話専用料（4月～3月分）

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年4月25日 3,086,241 （会計法第29条の12並びに予算決算及び会計令第102条の2第4号） その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成19年度以降も随意
契約による）

2194
ＮＴＴコミュニケーション
ズ（株）

電話専用料（4月～3月分）

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年4月25日 1,632,906 （会計法第29条の12並びに予算決算及び会計令第102条の2第4号） その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成19年度以降も随意
契約による）

2195 ＫＤＤＩ（株） 電話料（4月～3月分）

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年4月26日 3,752,965 （会計法第29条の12並びに予算決算及び会計令第102条の2第4号） その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成19年度以降も随意
契約による）

2196 東日本電信電話（株） 電話料（4月～3月分）

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年4月25日 5,284,006 （会計法第29条の12並びに予算決算及び会計令第102条の2第4号） その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成19年度以降も随意
契約による）



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量
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び住所

2197 非公表 建物賃借料（７件）

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年4月1日 7,054,519 （会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号） その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成19年度以降も随意
契約による）

個人情報

2198 （株）ウヌマ地域総研 道路景観改善検討業務

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

平成17年4月26日 9,345,000
過年度業務と深く関連する業務であるため参照情報、履行の経緯、
関係者の事情等を熟知している者と契約するため（会計法第29条の3
第4項及び予決令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2199 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北 電話料　計３０件

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

平成17年4月11日 7,104,567
長期継続契約ができるもの(会計法第29条の12及び予算決算及び会計
令第102条の2)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2200 （株）エフエムゆーとぴあ 管内地域支援広報活動業務

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

平成17年6月8日 3,009,300
秋田県南を対象にエフエム放送を配信する唯一の業者であるため。
(会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号)

見直しの余地があ
り

随意契約によらざるを得
ないもの

2201 （株）タムラ 電子複写機保守契約（その３）

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

平成17年4月1日 2,682,618
機器の納入業者であり、保守体制、知識、人員が充実しており緊急
時の保守員派遣時間の短縮が可能。(会計法第29条の3第4項及び予算
決算及び会計令第102条の4第3号)

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成20年度より国庫債
務負担行為を計上）

2202 （株）とみや
電子納品システム賃貸借（そ
の２）

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

平成17年4月1日 3,483,900
保守体制、知識、経験、人員とも充実しており緊急時の保守員派遣
時間の短縮が可能。(会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令
第102条の4第3号)

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成20年度より国庫債
務負担行為を計上）

2203 （株）とみや 電子複写機保守契約（その１）

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

平成17年4月1日 12,158,390
機器の納入業者であり、保守体制、知識、人員が充実しており緊急
時の保守員派遣時間の短縮が可能。(会計法第29条の3第4項及び予算
決算及び会計令第102条の4第3号)

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成20年度より国庫債
務負担行為を計上）

2204 （株）岩根研究所
湯沢河川国道管内道路ビデオ
システム改良業務

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

平成18年2月7日 8,295,000
過年度に本システムを導入した業者であり、関東地方整備局と共同
で特許を取得している。（会計法第29条の3第4項及び予決令第102条
の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2205 （株）建設技術研究所
横手盆地地下水観測計画検
討業務

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

平成17年12月5日 3,255,000
平成15年度横手盆地地下水監理計画検討業務（プロポーザル方式）
履行済、豊富な知識と経験による（会計法第29条の3第4項及び予算
決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2206 （株）高嶋組
湯沢地区凍結警報装置ほか
損傷復旧その１

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

平成18年3月10日 3,675,000
道路維持工事業者であり、緊急の対応が可能であるため（会計法第
29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2207 （株）三協技術
福部羅揚水機場仮設計画検
討業務

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

平成17年9月16日 3,528,000
平成15年度発注「福部羅地区水処理計画検討業務」「同地質調査」
を履行済。計画経緯と計算過程及び施設設計全般の内容を熟知。
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

問題があるもの 競争入札に移行したもの

2208 （株）時事通信社 「ｉＪＡＭＰ」情報提供業務

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

平成17年4月1日 1,118,124
全国的なニュースや各分野の 新データ等を取り扱っている唯一の
業者であるため。（会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3
号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2209 （株）秋田魁新報社 地域活性化支援広報業務

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

平成17年5月30日 2,189,250
自社新聞を広報媒体として用い、多くの広報を行っており、秋田県
内の発行部数において70パーセントをカバーしている。(会計法第29
条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号)

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
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2210 （株）秋田魁新報社
道路障害物除去に関する広報
業務

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

平成17年7月26日 1,780,800
自社新聞を広報媒体として用い、多くの広報を行っており、秋田県
内の発行部数において70パーセントをカバーしている。(会計法第29
条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号)

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2211 （株）秋田放送
雄平仙女性フォーラム運営業
務

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

平成18年1月25日 6,237,000

ﾌｫｰﾗﾑ全体の広報として、その趣旨を幅広く県民に広報する上で、開
催の模様を収録編集の上テレビ放映するものであり、講演会放映の
著作権を有している。(会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計
令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2212 （株）拓和 水位観測所機器修繕作業

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

平成18年1月12日 7,696,500
既設設備を製作しているため機器内容を熟知。機能保持のため同一
者施工が 適。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第
102条の4第3号）

問題があるもの 競争入札に移行したもの

2213 （株）渡敬 電子納品システム賃貸借

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

平成17年4月1日 1,449,000
保守体制、知識、経験、人員とも充実しており緊急時の保守員派遣
時間の短縮が可能。(会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令
第102条の4第3号)

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成20年度より国庫債
務負担行為を計上）

2214 （株）渡敬
パーソナルコンピュータほか賃
貸借及び保守（その２）

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

平成17年4月1日 3,584,700
継続して使用することが効率的であると判断され、機能等を熟知
し、故障時の迅速な対応が可能である。(会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第3号)

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成20年度より国庫債
務負担行為を計上）

2215 （株）湯沢タクシー
乗用自動利用者契約（湯沢地
区）

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

平成17年4月1日 1,045,030
湯沢・十文字地区の請求の取りまとめが出来るため。(会計法第29条
の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2216 （株）復建技術コンサルタント
湯沢河川国道事務所環境管
理活動に対する支援業務

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

平成17年7月6日 2,488,500
システム構築と運用に関する知識を有しており、前年度履行業務と
密接に関係している。(会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計
令第102条の4第3号)

問題があるもの 競争入札に移行したもの

2217 （株）福山コンサルタント
管内道路基本整備計画検討
業務

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

平成17年4月26日 20,422,500
過年度業務と深く関連する業務で既に実施された業務の履行にあた
り参照した情報、履行の経緯等を熟知している。(会計法第29条の3
第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号)

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2218 アジア航測（株）
八幡平山系（秋田側）砂防ＧＩＳ
作成業務

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

平成18年1月23日 1,787,100
平成１５年度八幡平山系（秋田側）砂防ＧＩＳ作成業務を履行済の
ため豊富な知識と経験による円滑な業務遂行が可能（会計法第29条
の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2219 オムロンティー・エー・エス（株）
交通情報収集処理装置賃貸
借

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

平成17年4月1日 2,416,680

管理区間内に設置している車輌感知器は全てオムロン製であり、こ
れらと互換性を持っている処理装置を唯一保有している業者であ
る。(会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3
号)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2220 ケイディーディーアイ（株） 電話サービス料　３０件

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

平成17年4月15日 1,849,006
長期継続契約ができるもの(会計法第29条の12及び予算決算及び会計
令第102条の2)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2221 コマツ秋田（株）
自動車等修繕単価契約（コマ
ツ系）

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

平成17年6月15日 10,762,729
湯沢・横手・大曲地区における唯一の正式ディーラー（会計法第29
条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成１９年度より一般
競争入札）

単価契約
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2222
（社）秋田県公共嘱託登記
司法書士協会

登記業務委託（権利登記）

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

平成17年6月13日 8,165,134

本業務の実施に当たっては、不動産の権利に関する登記の専門的知識と
司法書士法に基づく司法書士の資格が必要であるとともに、事務所管内
の広域的な範囲で、同時・多量の業務を実施できる能力を有する必要が
ある。秋田県公共嘱託登記司法書士協会は、司法書士法第６８条第１項
の規定に基づき、権利に関する嘱託登記の適正かつ迅速な実施に寄与
することを目的に設立された法人であり、権利登記に関する専門的な知識
や技能及び豊富な経験を有するとともに、現地の状況に精通した司法書
士を有し、公共嘱託権利登記の専門機関として県内唯一の法人であり、
広域かつ同時・多量の本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する
団体は同協会以外存しない。（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会
計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

2223
（社）秋田県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会

登記業務委託（表示登記）

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

平成17年6月13日 9,622,325

本業務の実施に当たっては、不動産の表示に関する登記の専門的知識と
土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士の資格が必要であるととも
に、事務所管内の広域的な範囲で、同時・多量の業務を実施できる能力
を有する必要がある。秋田県公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、土
地家屋調査士法第６３条第１項の規定に基づき、表示に関する嘱託登記
の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的に設立された法人であり、
表示登記に関する専門的な知識や技能及び豊富な経験を有するととも
に、現地の状況に精通した土地家屋調査士を有し、公共嘱託表示登記の
専門機関として県内唯一の法人であり、広域かつ同時・多量の本業務を
適切かつ迅速に実施できる能力を有する団体は同協会以外存しない。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

2224 セコム（株） 機械警備業務

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

平成17年4月1日 2,549,196
高度な防犯装置と非常時の迅速な出動体制を有しており、事務所内
に当該業者の防犯機器が設置されている。(会計法第29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2225
ニッセイ同和損害保険（株）東
建代理店（社）東北建設協会

自動車損害賠償責任保険料
計14件

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

平成17年5月23日 1,132,880 協議による。
見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2226 羽後交通（株）
自動車等修繕単価契約（日本
除雪機系）

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

平成17年6月15日 16,340,738
湯沢・横手・大曲地区における唯一の指定整備業者（会計法第29条
の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成１９年度より一般
競争入札）

単価契約

2227 沖電気工業（株）
オンラインプローブ機器賃貸
借

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

平成17年4月1日 4,168,080
当該業者の製品機器が路線バスに設置されており、他社の機器では
データ通信が不可能であるため。(会計法第29条の3第4項及び予算決
算及び会計令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2228 岩崎工業（株）
除雪トラック標識装置購入取
付

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

平成17年11月7日 4,830,000
車両改造の知識と技術。対象車両の製作・納入元。（会計法第29条
の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成１８年度より一般
競争入札）

2229 高吉建設（株） 内水排除等作業

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

平成17年4月8日 3,202,500
管内に操作講習会受講済の者が他に存在しない。機械操作方法に精
通・熟練。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条
の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2230 秋田ゼロックス（株） 電子複写機賃貸借（その４）

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

平成17年4月1日 2,016,000
継続して使用することが効率的であると判断され、機能等を熟知
し、故障時の迅速な対応が可能である。(会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第3号)

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成20年度より国庫債
務負担行為を計上）

2231 秋田ゼロックス（株） 電子複写機保守契約（その４）

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

平成17年4月1日 6,607,845
機器の納入業者であり、保守体制、知識、人員が充実しており緊急
時の保守員派遣時間の短縮が可能。(会計法第29条の3第4項及び予算
決算及び会計令第102条の4第3号)

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成20年度より国庫債
務負担行為を計上）

2232 秋田ゼロックス（株） 電子複写機保守契約（その２）

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

平成17年4月1日 1,566,205
機器の納入業者であり、保守体制、知識、人員が充実しており緊急
時の保守員派遣時間の短縮が可能。(会計法第29条の3第4項及び予算
決算及び会計令第102条の4第3号)

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成20年度より国庫債
務負担行為を計上）
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2233 世紀東急工業（株）
湯沢河川国道事務所構内除
雪単価契約

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

平成17年11月25日 1,442,437 （会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第7号） その他 競争入札に移行したもの

2234 打川自動車（株）
自動車等修繕単価契約（クボ
タ・新潟・岩崎系）

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

平成17年6月15日 24,957,523
湯沢・横手・大曲地区における唯一の指定整備業者（会計法第29条
の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成１９年度より一般
競争入札）

単価契約

2235 東日本電信電話（株） 電話料　計８８件

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

平成17年4月8日 7,825,145
長期継続契約ができるもの(会計法第29条の12及び予算決算及び会計
令第102条の2)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2236 東邦技術（株）
目視点検モニタリング情報図
作成

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

平成17年4月22日 945,000
少額のため（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第7
号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

2237 東邦技術（株）
雄物川上流堤防実態管理図
作成

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

平成17年8月8日 9,975,000
履行済の業務実績、既往災害と堤防実態を熟知し速やかに履行可
能。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3
号）

問題があるもの 競争入札に移行したもの

2238 東北建設機械販売（株）
自動車等修繕単価契約（三菱
重工系）

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

平成17年6月15日 9,391,492
湯沢・横手・大曲地区における唯一の正式ディーラー（会計法第29
条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成１９年度より一般
競争入札）

単価契約

2239 湯沢市長
中心市街地コミュニティ施設維
持管理負担金　計１１件

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

平成17年5月19日 2,058,157 代替性がないため その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2240
特定非営利活動法人砂防広
報センター

土砂災害防止月間全国大会
企画検討業務

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

平成17年10月26日 19,635,000
防災広報の企画・運営に関する経験及び実績。（会計法第29条の3第
4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

2241
特定非営利活動法人秋田岩
手横軸連携交流会

羽州街道フォーラム運営業務

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

平成17年11月9日 4,777,500

秋田市に事務所を置き、自主的に羽州街道フィールドワークを実施
している他、歴史街道の調査や街道ﾌｫｰﾗﾑの実施に関して豊富な経験
を有している。(会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第
102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2242
特定非営利活動法人流域
「水・環境」経営研究会

角間川地区水環境検討業務

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

平成17年10月18日 1,900,500
専門知識と水質改善方法の研究実績を保有。（会計法第29条の3第4
項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2243 日精（株）
秋田駒ヶ岳火山防災ステー
ション広報展示製作業務

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

平成18年1月25日 57,855,000
同様の業務を平成15年度履行済であるため、情報・履行の経緯等を
熟知（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3
号）

問題があるもの
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2244 日本建設コンサルタント（株） 雄物川整備計画検討業務

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

平成17年9月29日 35,595,000

H13～16を通じて雄物川水系河川整備計画の策定に関する業務を履行
済。データ情報・検討に必要なシステムを保有し、豊富な経験によ
る河川特性を熟知。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計
令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2245 日本建設コンサルタント（株） 成瀬ダム治水経済検討業務

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

平成17年9月8日 16,275,000
H11～13・16にかけて成瀬ダム治水計画関連の業務を履行済。検討業
務に必要なデータ及びシステムと豊富な知識・経験を保有。（会計
法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2246 日本郵政公社 後納郵便料　計１７件

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

平成17年5月11日 3,574,315
長期継続契約ができるもの(会計法第29条の12及び予算決算及び会計
令第102条の2)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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2247 飯田鉄工（株） 大久保堰機械設備修繕工事

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

平成17年11月2日 4,935,000
既設設備との密接不可分、ＳＲ合成起伏堰を施工可能な唯一の者で
あるため熟知・円滑に遂行。（会計法第29条の3第4項及び予算決算
及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの

2248 北海道地図（株）
事務所事業管内図作成印刷
業務

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

平成18年2月23日 1,575,000
平成16年度に同様の業務を履行済。データ保有による工期短縮及び
コスト縮減。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2249 北海道地図（株） 雄物川管内図作成印刷業務

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

平成18年3月22日 2,698,500
平成17年度に同様の業務を履行済。データ保有による工期短縮及び
コスト縮減。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2250
北日本ティーシーエムイワフジ
（株）

自動車等修繕単価契約（ＴＣＭ
系）

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

平成17年6月15日 1,409,383
湯沢・横手・大曲地区における唯一の正式ディーラー（会計法第29
条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成１９年度より一般
競争入札）

単価契約

2251 （株）高嶋組
湯沢地区道路付属物損傷復
旧　計14件

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

平成17年8月8日 1,536,150

湯沢国道維持出張所管内の道路維持工事を請け負っていて管内の道
路及び道路付属物を熟知し、補修体制が確立されており、緊急な復
旧の対応が可能であるため（会計法第29条の3第4項及び予決令第102
条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2252 上測量設計（株）
成瀬ダム貴重鳥類陸域等調
査業務

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

平成17年4月20日 5,250,000
再度の入札をしても落札者が無いため>（予算決算及び会計令第99条
の2）

その他 競争入札に移行したもの 不落随契

2253 アンリツ（株） 道路情報装置改良工事

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

平成17年12月21日 37,800,000

　 道路情報制御装置は、平成16年度にアンリツ（株）が製造・納入
したものであり、既存システムの製作仕様及び装置全体の機能に熟
知している。既存システムは、道路情報制御装置と道路情報表示板
間を防災WANネットワークによりIPで通信制御を行うシステムであ
り、なおかつ当該機器の内部ソフトプログラム及び制御通信処理は
製作メーカ独自のノウハウで構築されている。
  今回の改良にあたっては、道路情報サーバ間との通信処理追加、
ガイダンスサーバ間との通信処理追加及びそれに係る道路情報表示
板への自動、半自動制御の処理、該当する道路情報表示板への表示
項目の追加処理等、主に道路情報制御装置内部のプログラム変更を
行うものである。
  この改良工事においては、既設装置である道路情報制御装置シス
テム全体の機能・性能を阻害することなく、既往システムのプログ
ラムを変更し、上記機能の実現を図ることが必項の条件となり、本
工事においては既存システムの構成及び機能、性能、知識等を取得
している業者は製作メーカーのアンリツ（株）以外にない。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施

2254 東邦技術（株）
米代川浸水区域動画像検討
業務

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

平成17年8月4日 8,715,000

　本業務の遂行にあたっては、過去に構築された米代川の氾濫シ
ミュレーションモデルを基に検討することとなるため、これらの
データ、システムを必要とするとともに、米代川の浸水特性・氾濫
形態についての幅広い知識と経験が不可欠である。
  上記業者は、平成14年度に当事務所発注の「米代川浸水被害算定
業務」において、米代川氾濫シミュレーションに関するプログラム
を構築し、保有している。
  本業務の実施においては、同プログラムをベースとして、一部改
良、修正を加え、設定モデルの妥当性の検証を行い、業務を遂行す
る必要があることから、プログラムを保有している上記業者以外に
本業務を行うことが出来ない。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2255
（株）復建技術コンサルタ
ント

能代管内道路管理支援シス
テム構築業務

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

平成18年2月15日 20,580,000

　業務実施にあたっては、システムの動作検証までの一連のもので
あり、業務を遂行させるにはシステムの内容を熟知しているものに
限られるため、当該システムに関する総合的な技術力、経験等を有
している必要がある。
  上記業者は、本システムの基本となる「道路管理システム」を開
発し、新技術  （NETIS登録 TH－030019）登録を受けており、同シ
ステムに精通している唯一の業者である。
  ゆえに本業務を迅速かつ適正に履行出来るのは上記業者しかいな
い。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成19年度より、競争
を実施）
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2256 東北綜合警備保障（株）
能代河川国道事務所機械警
備業務

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年4月1日 1,512,000

　機械警備については、信頼性・機動性・実績・機械操作の容易
性・将来性が求められる。平成15年度に「能代河川国道事務所新庁
舎警戒システム設置業務」において技術提案書に準じた提出を求め
たところ、上記業者のシステムは警戒区域の分割が30ブロックまで
できる等、他の業者よりも信頼性・機動性・実績・機械操作の容易
性・将来性ともに優れていると評価され、新庁舎警戒システムに採
用されたものである。
　また、機械警戒のシステム情報は会社ごとに独自のものであり、
他の業者と契約した場合機械システムを新たに設置する必要が生
じ、庁舎警備に空白期間が生じる等著しい障害を生ずるおそれがあ
る。
　また、上記業者は異常発信受信から現場到着までの時間が4分以内
と も短時間であり、他の業者より優れている。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
（平成20年度より、競争
入札若しくは企画競争に
移行）

2257 秋田リコー（株） Ａ０電子複合機賃貸借

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年4月1日 2,494,800

　当該機種の賃貸借契約については、平成16年度一般競争により秋
田リコー（株）能代営業所と契約を締結（H16.5.21）しているとこ
ろである。
  平成17年度においても当該機器を引き続き賃貸借契約するもの
で、契約の性質が競争を許さないため。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成19年度より、国庫
債務負担行為を計上）

2258 秋田リコー（株）
電子複写機及びカラー電子
複写機賃貸借

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年4月1日 3,024,000

　当該機種の賃貸借契約については、平成16年度一般競争により秋
田リコー（株）能代営業所と契約を締結（H16.11.15）しているとこ
ろである。
  平成17年度においても当該機器を引き続き賃貸借契約するもの
で、契約の性質が競争を許さないため。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成19年度より、国庫
債務負担行為を計上）

2259 日本電気興業（株）
ＣＡＬＳ／ＥＣ対応用パソ
コン外賃貸借及び保守

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年4月1日 2,664,900

　当該機種の賃貸借契約については、平成16年慶一般競争により日
本電気興業（株）秋田支店と（H16．11．8）に契約を締結している
ところである。
　平成17年度についても当該機器を引き続き賃貸借契約するもの
で、契約の性質が競争を許さないため。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成19年度より、国庫
債務負担行為を計上）

2260
オムロンティー・エー・エ
ス（株）

交通情報収集処理装置賃貸
借

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年4月1日 2,532,600

　本業務は、能代河川国道事務所管内4箇所（鹿渡、西大瀬、矢立、
鹿角）に設置している車両感知器から、交通量データを収集・整理
するための処理装置の賃貸借について、賃貸借（リース）期間5年を
条件として平成13年4月2日付けオムロンティー・エー・エス（株）
と賃貸借契約を締結しているところである。
　平成17年度についても当該機器を引き続き賃貸借契約するもの
で、契約の性質が競争を許さないため。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成19年度より、国庫
債務負担行為を計上）

2261 （株）販促 事務所電子広報運営等業務

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年4月1日 7,581,000

　本業務において、平成17年2月9日に技術提案書の提出を求めたと
ころ、上記業者は、一般の方々にわかりやすい情報提供ができる
ホームページ構成の立案・作成及びホームページ閲覧者を継続的に
増加させる方法の立案に優れ、経験も豊富なことから本業務に も
適した業者であると考えられる。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成18年度より、一般
競争入札に移行）

2262 ＮＥＣリース（株）
パーソナルコンピュータ及
びプリンタ賃貸借及び保守

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年4月1日 2,437,371

　当該機種の賃貸借契約については、平成13年度一般競争及び、平
成14年度一般競争によりNECリース（株）東北支店と（H14.3.20）と
(H15.1.27）にそれぞれ契約を締結しているところである。
  平成17年度についても当該機器を引き続き賃貸借契約するもの
で、契約の性質が競争を許さないため。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成20年度より、国庫
債務負担行為を計上）

2263 秋田朝日放送（株） 秋田県北地域映像資料作成

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年5月19日 4,515,000

　秋田朝日放送（株）は管内の地域特性や道路の必要性等を熟知し
ており、必要性・整備効果等を訴える道路PR番組制作・放映の実績
があり、且つ、過去に空撮の取材を行っているため、番組構成上基
本となる映像資料を多数保有している。
　このため、上記業者が本業務に も適した制作会社である。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

企画競争を実施
（平成18年度より、企画
競争に移行）

2264 （株）アート・プラン 事務所事業ＰＲ運営等業務

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

平成17年7月7日 9,429,000

　本業務において、平成17年6月14日に技術提案書の提出を求めたと
ころ、上記業者は、各イベントにおける企画内容の実現性が優れて
いたことに加え、当事務所における類似の各種イベント・運営業務
の経験も豊富なことから、本業務に も適した業者であると考えら
れる。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

企画競争を実施
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2265 （財）日本品質保証機構 ＩＳＯ１４００１更新審査

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

平成17年10月18日 1,234,800

　当事務所においては平成14年に上記、（財）日本品質保証機構に
審査登録業務を依頼し、ISO14001の認証を受けているので、上記業
者以外に契約を実施する相手がいない。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成20年度より、競争
入札に移行）

2266 秋田朝日放送（株）
日本海沿岸東北自動車道広
報業務

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

平成17年10月20日 3,167,850

　本業務においては、平成17年9月16日に番組企画提案書の提出を求
めた結果、上記相手方の企画内容が優れており、過去にも、番組制
件の実績があり、本業務に も適した広告媒体である。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2267 （株）秋田魁新報社
秋田県内冬タイヤ装着率調
査結果広告掲載

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

平成17年11月2日 1,708,875

　業務の目的は、広く秋田県に広報することであるので、秋田県内
において発行部数が26万部を越え、 も購読部数が多い（株）秋田
魁新報社に掲載することが も効果的であると判断できる。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは
企画競争に移行）

2268 （株）秋田魁新報社 道路政策広報業務

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

平成17年11月18日 4,032,000

　本業務の実施にあたっては、公共性が高く、広く啓発・普及を必
要とする業務であり、目的を達成するための広報媒体として、県内
の多くの方々に広く読まれていることが広報効果の観点から肝要で
ある。
　（株）秋田魁新報社は発行部数が26万部を超え、秋田県内の新聞
発行部数に於いて 大のシェアを占めていることから、上記目的に
対し も有効な媒体である。
　従って、本業務を適切に遂行できるのは、（株）秋田魁新報社の
他にない。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは
企画競争に移行）

2269
（社）秋田県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会

大子内地区地図訂正登記業
務

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

平成18年3月29日 73,500,000

　今回の地図訂正は、関係者全員の意志により現況に即した形で現
況区画を測量し作製した図面により法務局備え付けの公図の訂正を
一挙に行うものであり、現占有界を公図上の筆界とする原始境界の
創設を担う不動産の表示に関する登記業務である。
　不動産の表示に関する登記事務は、土地家屋調査士法により土地
家屋調査士のみが業として行えるものである。
　また、本業務履行範囲が広範囲であることから表示登記に関する
専門的知識を有する者を多数有する等の業務実施能力が必要であ
る。社団法人秋田県公共嘱託土地家屋調査士協会は、土地家屋調査
士法に基づき公共事業の嘱託登記の適切かつ迅速な実施に寄与する
ことを目的に秋田県内の土地家屋調査士が任意加入して設立された
県内唯一の専門機関としての社団法人であり、地図混乱解消作業の
実積を有する全国公共嘱託登記土地家屋調査士協会連絡協議会の構
成組織であり、本業務履行範囲を適切かつ迅速に実施できる能力を
有し、公益法人であることから極めて高い秘密の保持が確保でき
る。
　よって、本業務を実施できる者は、上記法人の他にない。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（H18年度以降委託等は
行っていない。）

2270 ユーアイ警備保障（株） 機械警備業務（出張所）

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年4月1日 1,814,400

　機械警備については、信頼性・機動性・実績・機械操作の容易性
が求められる。上記業者は、平成14年度に機械設備を設置してお
り、機械設備について精通している。また、機械警備のシステム情
報は会社ごとに独自のものであり、他の業者と契約した場合、機械
システムを新たに設置する必要が生じ、庁舎警備に空白期間が生じ
る等著しい障害を生ずるおそれがある。
　また、本業務は能代河川国道事務所管内4出張所全てにおいて機械
警備業務を行うものであるが、秋田県公安委員会規程で早ま異常発
信受信から現場到着までの対処即応体制基準について25分以内と定
めており、上記業者は能代市及び大館市、北秋田市（旧鷹巣町）に
営業所を設置していることから、全ての出張所に25分以内での現場
到着が可能であり、機動性について他の業者より優れている。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
（平成20年度より、競争
入札若しくは企画競争に
移行）

単価契約

2271 秋田ゼロックス（株） カラー電子複写機等保守

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年4月1日 1,464,580

　賃貸借については、秋田ゼロックス（株）と契約しており、賃貸
借された機種に係る保守技術を有し、メンテナス等に迅速に対応で
きるのは上記の業者のみである。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成20年度より、国庫
債務負担行為を計上）

単価契約

2272 秋田リコー（株） 電子複写機等保守

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年4月1日 6,510,201

　賃貸借については、秋田リコー（抹）能代営業所と契約してお
り、賃貸借された機種に係る保守技術を有し、メンテナス等に迅速
に対応できるのは上記の業者のみである。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成21年度より、国庫
債務負担行為を計上）

単価契約
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2273
キヤノンシステムアンドサ
ポート（株）

電子複写機保守（その２）

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年4月1日 1,568,596

　賃貸借については、キヤノンシステムアンドサポート（株）能代
営業所と契約しており、賃貸借された機種に係る保守技術を有し、
メンテナス等に迅速に対応できるのは上記の業者のみである。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成21年度より、国庫
債務負担行為を計上）

単価契約

2274 秋田ゼロックス（株） 電子複写機保守（その３）

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年4月1日 1,423,734

　賃貸借については、秋田ゼロックス（株）と契約しており、賃貸
借された機種に係る保守技術を有し、メンテナス等に迅速に対応で
きるのは上記の業者のみである。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成21年度より、国庫
債務負担行為を計上）

単価契約

2275 秋田ゼロックス（株） カラー電子複合機保守

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年6月30日 6,315,870

　賃貸借については、秋田ゼロックス（株）と契約しており、賃貸
借された機種に係る保守技術を有し、メンテナス等に迅速に対応で
きるのは上記の業者のみである。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成20年度より、国庫
債務負担行為を計上）

単価契約

2276
（社）秋田県公共嘱託登記
司法書士協会

権利登記業務

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年6月3日 3,943,324

本業務の実施に当たっては、不動産の権利に関する登記の専門的知識と
司法書士法に基づく司法書士の資格が必要であるとともに、事務所管内
の広域的な範囲で、同時・多量の業務を実施できる能力を有する必要が
ある。秋田県公共嘱託登記司法書士協会は、司法書士法第６８条第１項
の規定に基づき、権利に関する嘱託登記の適正かつ迅速な実施に寄与
することを目的に設立された法人であり、権利登記に関する専門的な知識
や技能及び豊富な経験を有するとともに、現地の状況に精通した司法書
士を有し、公共嘱託権利登記の専門機関として県内唯一の法人であり、
広域かつ同時・多量の本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する
団体は同協会以外存しない。（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会
計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

2277
（社）秋田県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会

表示登記業務

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年6月3日 4,862,381

本業務の実施に当たっては、不動産の表示に関する登記の専門的知識と
土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士の資格が必要であるととも
に、事務所管内の広域的な範囲で、同時・多量の業務を実施できる能力
を有する必要がある。秋田県公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、土
地家屋調査士法第６３条第１項の規定に基づき、表示に関する嘱託登記
の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的に設立された法人であり、
表示登記に関する専門的な知識や技能及び豊富な経験を有するととも
に、現地の状況に精通した土地家屋調査士を有し、公共嘱託表示登記の
専門機関として県内唯一の法人であり、広域かつ同時・多量の本業務を
適切かつ迅速に実施できる能力を有する団体は同協会以外存しない。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

2278 暁商工（株）
自動車等修繕単価契約（草
刈機）

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年6月6日 5,863,998

　当該機械の構造や機能は、メーカー固有の技術的特性を有してい
るため、修繕や点検整備は、メーカーによる構造及び整備技術の講
習を終了した業者でなければならない。
　上記会社は、能代河川国道事務所管内において、唯一技術講習を
終了した業者であり、点検整備に関する的確な判断が出来、メー
カーとの技術協力及び部品調達の体制が整っており、このような条
件を満たす会社は他に無い。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成19年度より、一般
競争入札に移行）

単価契約

2279 日本電気（株）
秋田北地区電子情報システ
ム運用管理業務委託

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年4月1日 11,392,500

　本業務は一般競争入札に付するため平成17年3月14日付けで入札公
告をしたものであるが、競争に付しても入札参加者がいなかった。
　しかしながら、日常業務においてはパソコン等の機器の使用は必
須であり、障害等が発生した場合は早急に復旧等をしなければ業務
に多大な影響が出ることとなる。
（会計法29条の3第5項並びに予算決算及び会計令第99条の2）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成18年度より、参加
要件を緩和して一般競争
入札を実施）

2280 （株）岡田屋 アンモニア外購入単価契約

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年6月29日 3,769,586
再度入札を行っても落札者がいなかったため。
（会計法29条の3第5項並びに予算決算及び会計令第99条の2）

その他 競争入札に移行したもの
単価契約
不落随契

2281 （資）第一タクシー 乗用自動車利用契約

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年4月1日 1,399,180

　タクシー運賃は道路運送法第9条第1項の規定に基づき定められ、
また同法第11条第1項の規定に基づき運送約款を定め、国土交通大臣
の認可を受けなければならないこととされており、能代地区におい
ては、全事業者において同一の約款を使用しており、事業者間にお
ける運賃の競争が存在しないものである。
　また、能代地区の全事業者に所有台数を確認したところ上記事業
所がもっとも多くの台数を所有しているため、緊急時において他事
業者よりも迅速な対応が可能である。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約
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2282 日本郵政公社 後納郵便料

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年4月1日 1,433,270 （会計法29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条第8項） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2283 （株）総合鑑定 不動産鑑定料

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年4月6日 1,183,350

公共用地取得において多くの業務委託実績を有しており、また、地
価公示法に基づく標準地調査においては取得予定地の も近傍の調
査を担当し、地域の地価動向に精通していることからも、本業務を
適切かつ迅速に実施できる能力を有する者として同人が 適であ
る。（会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2284
（株）エヌ・ティ・ティ・
ドコモ東北

携帯電話料

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年4月1日 9,107,472 （会計法29条の12及び予算決算及び会計令第102条の2第4項） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2285
（株）秋田電子計算セン
ター

建物賃貸借料（鳥小屋第三
宿舎）

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年4月1日 960,000 （会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2286 非公表
建物賃貸借料（北神明町宿
舎）

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年4月1日 793,200 （会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

個人情報

2287 非公表
建物賃貸借料（宮の前第二
宿舎）

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年4月1日 2,156,400 （会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

個人情報

2288 非公表
建物賃貸借料（新山前宿
舎）

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年4月1日 776,400 （会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

個人情報

2289 非公表
建物賃貸借料（二ツ井宿
舎）

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年4月1日 576,000 （会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

個人情報

2290
秋田セントラルシティ
（株）

建物賃貸借料（鳥小屋第二
宿舎（第１・２棟））

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年4月1日 2,520,000 （会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2291 秋田ハウス（株）
建物賃貸借料（青葉第三宿
舎）

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年4月1日 1,224,000 （会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2292 非公表
建物賃貸借料（出戸本町宿
舎）

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年4月1日 2,412,000 （会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

個人情報

2293 大館市長
大館国道出張所敷地賃貸借
料

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年4月1日 3,227,094 （会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2294 東日本電信電話（株） 電話料

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年4月1日 4,851,974 （会計法29条の12及び予算決算及び会計令第102条の2第4項） その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

2295 東日本電信電話（株） 電話専用料

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年4月1日 3,049,469 （会計法29条の12及び予算決算及び会計令第102条の2第4項） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2296
森吉山ダム本体建設第１工事
大林・間・五洋特定（共）

森吉山ダム場内整備作業

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

平成17年5月12日 15,225,000
本体第１工事現場内作業であり、現場管理並びに安全管理上唯一履行で
きる業者である(会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条
の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2297 （財）北秋田市森吉観光公社
森吉山ダム工事環境保全住
民モニター会議運営業務

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

平成17年5月30日 2,635,500

相手方は「安全・安心・快適」な地域生活の向上・活性化を図ることを目的
に運営されている北秋田市の第三セクターのため、地域の自然、歴史、文
化に通じ、特にダム事業による地域の変遷に精通し、地域住民との連携
に強く他社にない地域情報と地域に密着した運営が出来る。(会計法29条
の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号)

見直しの余地があ
り

公募を実施

2298 （財）北秋田市森吉観光公社
森吉山ダム公開セミナー他運
営業務

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

平成17年5月31日 5,819,835

地域住民はじめ広域的な住民を対象とした「公開セミナー」の実施業務で
あり、相手方は「安全・安心・快適」な地域生活の向上・活性化を図ること
を目的に運営されている北秋田市の第三セクターのため、地域の自然、
歴史、文化に通じながら、それらに関連する文化資材、人材、精通者との
連携を多くもっており、他社にない地域情報と地域に密着した運営が出来
る。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3
号）

見直しの余地があ
り

公募を実施

2299 （株）ＣＮインターボイス
森吉山ダム記録映像撮影業
務

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

平成17年5月31日 3,360,000
ビデを撮影を前年度まで継続的に実施しており著作権法第１７条著作者
人格権を所有しているため（会計法第29条の3第4項及び予決令第102条
の4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（平成１９年度より、一般競
争に移行（予定））

2300 （株）東北開発コンサルタント
小又川発電所移転計画案作
成業務

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

平成17年10月19日 945,000 （会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第7号） その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

2301 （株）成文社 電子複写機保守（カラー）

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

平成17年4月1日 4,813,037
本機種に精通しており、故障の未然防止、故障時の対応にも迅速に努め
ることが出来る（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度より、国
庫債務負担行為を計上）

単価契約

2302 秋田ゼロックス（株） 電子複写機保守（その１）

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

平成17年4月1日 2,002,204
本機種に精通しており、故障の未然防止、故障時の対応にも迅速に努め
ることが出来る（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号）

その他

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度より、国
庫債務負担行為を計上）

単価契約

2303 日本電気興業（株）
パーソナルコンピュータ賃貸借
（その１）

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

平成17年4月1日 1,266,510
３ヶ年リース単価で契約していることから（会計法第29条の3第4項及び予
決令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

2304 日本電気興業（株）
パーソナルコンピュータ賃貸借
（その５）

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

平成17年4月1日 1,134,000
３ヶ年リース単価で契約していることから（会計法第29条の3第4項及び予
決令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度より、国
庫債務負担行為を計上）

2305 日本電気興業（株）
パーソナルコンピュータ賃貸借
（その２）

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

平成17年4月1日 1,335,600
３ヶ年リース単価で契約していることから（会計法第29条の3第4項及び予
決令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

2306 秋田ゼロックス（株） 電子複写機賃貸借（その１）

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

平成17年4月1日 1,733,760
３ヶ年リース単価で契約していることから（会計法第29条の3第4項及び予
決令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度より、国
庫債務負担行為を計上）

2307 非公表 庁舎敷地賃貸借料

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

平成17年4月1日 4,657,110 （会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

個人情報



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

2308 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北 電話料（携帯）

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

平成17年4月1日 1,082,824 （会計法29条の12及び予算決算及び会計令第102条の2第4項） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2309 非公表 宿舎敷地賃貸借料　計６件

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

平成17年4月1日 2,588,764 （会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

個人情報

2310 東日本電信電話（株） 電話料

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

平成17年4月1日 1,340,127 （会計法29条の12及び予算決算及び会計令第102条の2第4項） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2311 非公表 宿舎賃貸借料　計８件

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

平成17年4月1日 6,504,000 （会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

個人情報

2312
（株）渡辺佐文建築設計事務
所

森吉山ダム管理用宿舎修正
設計業務

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

平成17年6月27日 2,835,000
本設計実施業者であり財務省協議の結果修正を必要なった(会計法29条
の3第4項及び予算決算及び令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2313 応用地質（株）
森吉山ダム堤体基礎岩盤評
価等検討業務

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

平成17年4月1日 26,250,000
過年度より業務を実施していることから業務に精通しており、一貫した視
点・判断が必要であるため（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会
計令第102条の4第3号）

問題があるもの
競争入札に移行したもの
（平成１８年度より、競
争入札に移行）

2314 （株）ダイヤコンサルタント
森吉山ダム原石山材料採取
補足調査業務

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

平成17年4月28日 17,850,000
過年度より業務を実施していることから業務に精通しており、一貫した視
点・判断が必要であるため（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会
計令第102条の4第3号）

問題があるもの
競争入札に移行したもの
（平成１８年度より、競
争入札に移行）

2315 日本工営（株）
森吉山ダム貯水池周辺地山
対策設計業務

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

平成17年6月20日 19,215,000
緊急的な業務遂行が必要であり、周辺特性を把握していることが求めら
れたため（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4
第3号）

問題があるもの
競争入札に移行したもの
（平成１８年度より、競
争入札に移行）

2316 （株）東芝 画像監視設備改良工事

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

平成18年2月7日 5,250,000

改良にあたりソフトウェアの内容、既設機器の構造及び既設設備の全体
構成及び機能・性能、構成する各機器間の伝送手順を熟知していること
が必須であり、施工上の経験、知識も必要としたから。（会計法第29条の3
第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施

2317
森吉山ダム本体工事監理試
行業務鹿島・日本工営設計共
同体

森吉山ダム本体工事監理試
行業務

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

平成17年4月1日 157,500,000
平成１４年から盛立完了迄単年度契約実施とした条件により公募型プロ
ポーザルにて選定したものである(会計法29条の3第4項及び予算決算及
び会計令第102条の4第3号)

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

鹿島建設（株）
78,750,000

日本工営（株）
78,750,000

2318 （株）パナックス・ジャパン
森吉山ダム定礎式等運営業
務

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

平成17年4月27日 24,696,000
前年度ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式により選定された業者であり、前年度業務と一連で
行う業務のため（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2319 （株）ニュージェック
森吉山ダム繋船設備詳細設
計業務

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

平成17年12月12日 21,210,000
前年度ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙにより選定されており、過年度業務と深い関連があるこ
とから（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3
号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2320 富士ゼロックス（株） 電子複写機保守業務

柳町俊章
東北地方整備局鳥海ダム調査事
務所
秋田県由利本荘市桜小路32-1

平成17年4月1日 2,050,022

当該機器の賃貸借については、富士ゼロックス（株）と契約してお
り、賃貸借している機器の的確で迅速な保守に対応できるため随意
契約を行うものである。（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会
計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成２０年度より、国
庫債務負担行為を計上）

単価契約



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地
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び住所

2321 （株）建設技術研究所 鳥海ダム計画検討業務

柳町俊章
東北地方整備局鳥海ダム調査事
務所
秋田県由利本荘市桜小路32-1

平成17年4月28日 29,505,000

本業務は、ダム基本設計会議における基本的事項の検討、ダムサイ
トの選定、ダム型式の選定、配置設計、施設設計、付替道路設計等
検討する必要があり、高度な知識と豊富な経験を必要とすることか
ら、平成１６年度建設コンサルタント選定委員会を実施し、標準プ
ロポーザル方式により２ヶ年のプロポーザルの技術提案を求めたも
のである。左記業者は同委員会において も優れた提案をした業者
であると評価されたものであり、かつ昨年度業務においても優秀な
成果を上げていることから、左記業者と契約することが も有利と
判断されたものである。（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会
計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2322 （株）建設環境研究所 鳥海ダム環境計画検討業務

柳町俊章
東北地方整備局鳥海ダム調査事
務所
秋田県由利本荘市桜小路32-1

平成17年5月11日 52,500,000

平成１６年度建設コンサルタント選定委員会を実施し、標準プロ
ポーザル方式により２ヶ年のプロポーザルの技術提案を求めたもの
である。左記業者は同委員会において も優れた提案をした業者で
あると評価されたものであり、かつ昨年度業務においても優秀な成
果を上げていることから、左記業者と契約することが も有利と判
断されたものである。（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計
令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2323
特定非営利活動法人極楽鳥
海人

子吉川水源地広報業務

菅原信雄
東北地方整備局鳥海ダム調査事
務所
秋田県由利本荘市桜小路32-1

平成17年7月29日 5,250,000

本業務の履行にあたっては、河川事業・ダム事業を地域住民にわか
りやすく伝えることが重要であり、行政的な内容を的確に理解する
とともに地域との連携を企画運営に反映させる必要がある。左記業
者は、環鳥海地域において、安全・安心で美しい地域づくりと交
流・連携による地域活性化を目的に設立された特定非営利法人であ
り、当地域において行政と連携しシンポジウムに関する豊富な実績
を活かした的確な企画運営の実績は他の追随を許さない。（会計法
第29条3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2324 （株）エフエム山形
河川事業広報（ＦＭ放送）
業務

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

平成17年4月1日 1,611,750
山形県内全域をサービスエリアとし、河川広報に関する番組放送を
継続していることから（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計
令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施

2325 （株）オーエフ
分煙システム機器賃貸借及
び保守

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

平成17年4月1日 2,223,375

健康増進法や人事院の指針に基づき当事務所においても、執務室を
全面禁煙にするとともに、喫煙室及び喫煙コーナーの設置など、受
動喫煙対策を推進しているところであり、この一環として、平成１
５年には、競争入札により当業者と分煙システム機器賃貸借契約」
を行い、職場環境の形成を図ってきたところであり、平成１７年度
においても、受動喫煙対策の一環として当該器機を継続して賃貸す
ることが効率的であり、かつ経済的であることから随意契約してい
る。（会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

2326 （株）オーエフ 模写電送装置の賃貸借

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

平成17年4月1日 1,093,680
現在の機器を継続して使用することで効率的かつ円滑に業務が遂行
できることから（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度以降よ
り、国庫債務負担行為を
計上）

2327
（株）パナックス・ジャパ
ン

山形河川国道事務所ホーム
ページ作成業務委託

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

平成17年4月1日 26,775,000

インターネットホームページの企画、作成、運営及び管理にあたり
高度な技術を必要することから、選考委員会を実施して標準プロ
ポーザル方式を準用し業者を選定。（会計法第29条の3第4項、予算
決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

企画競争を実施

2328 （株）時事通信社 ｉＪＡＭＰ情報提供業務

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

平成17年4月1日 1,242,360

時事通信社の「iＪＡＭＰ」は、中央省庁から全国自治体まで幅広い
行政情報を掲載する官庁速報が過去３年分まで検索可能であり、ま
た毎日のニュース等の解説、時々刻々と移り変わる政治・経済・国
際・社会等各情勢についても即時に情報を得ることができ、業務の
迅速化、効率化についてのメリットが大きい。全国的な行政ニュー
スや各分野の 新データ等の情報提供業務は、㈱時事通信社だけが
取り扱っており、本業務を遂行できるのは㈱時事通信社しかないこ
とから随意契約している。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び
会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2329 セコム（株）
機械警備業務委託（出張
所）

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

平成17年4月1日 3,284,064

　当事務所管内の出張所では現在のシステムによる機械警備を平成
１３年度から実施しており、機械性能、機動性、災害時対応の観点
から比較したところ、当所の期待する機械警備業務を実施できるの
は当業者であったため、当業者の警備システムを購入設置し、警備
業務を委託してきており、異常時における迅速な対応、所内運用に
おける安定性、既存機器を利用できることによる経済性から、随意
契約している。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第
102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
（平成１９年度は、競争
入札を実施予定）
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2330 セコム（株）
機械警備業務委託（事務
所）

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

平成17年4月1日 1,168,020

　当事務所では現在のシステムによる機械警備を平成１４年度から
実施しており、機械性能、機動性、災害時対応の観点から比較した
ところ、当所の期待する機械警備業務を実施できるのは当業者で
あったため、当業者の警備システムを購入設置し、警備業務を委託
してきており、異常時における迅速な対応、所内運用における安定
性、既存機器を利用できることによる経済性から、随意契約してい
る。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3
号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成１８年７月～）

2331 非公表 建物賃貸借料

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

平成17年4月1日 1,224,000 （会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

個人情報

2332 山形ゼロックス（株） 電子複写機の賃貸借

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

平成17年4月1日 2,673,720
現在の機器を継続して使用することで効率的かつ円滑に業務が遂行
できることから（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度以降よ
り、国庫債務負担行為を
計上）

2333 山形リコー（株）
大型電子複写機の賃貸借
（その２）

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

平成17年4月1日 1,586,970
現在の機器を継続して使用することで効率的かつ円滑に業務が遂行
できることから（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度以降よ
り、国庫債務負担行為を
計上）

2334 山形リコー（株） 大型電子複写機の賃貸借

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

平成17年4月1日 1,324,260
現在の機器を継続して使用することで効率的かつ円滑に業務が遂行
できることから（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度以降よ
り、国庫債務負担行為を
計上）

2335 東芝ファイナンス（株）
パーソナルコンピュータ賃
貸借及び保守

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

平成17年4月1日 4,019,400
現在の機器を継続して使用することで効率的かつ円滑に業務が遂行
できることから（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

2336
日本エレベーター製造
（株）

鉄砲町地下横断歩道エレ
ベータ設備保守点検業務委
託

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

平成17年4月1日 2,822,400

製造会社固有の制御・構造・技術特性を有する設備の保守点検のた
め、他社との競争を許さない
（会計法第29条の3第4項ならびに予算決算及び会計令第102条の4第3
号)

見直しの余地があ
り

公募を実施

2337 日立キャピタル（株）
光磁気ディスクファイル装
置賃貸借及び保守（再リー
ス）

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

平成17年4月1日 1,421,028

平成１２年度に当事務所に配備されたシステムの機器賃貸借と保守
点検業務であり、道路管理に関するデータを保存している業務上必
要な装置であるため（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計
令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

2338 山形市水道事業企業 水道料

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

平成17年4月7日 2,744,126 長期継続契約（会計法第29条の12、予算決算及び会計令102条の2） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2339 東日本電信電話（株） 電話料

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

平成17年4月7日 10,832,359 長期継続契約（会計法第29条の12、予算決算及び会計令102条の2） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2340
（株）エヌ・ティ・ティ・
ドコモ東北

携帯電話料

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

平成17年4月11日 8,825,962 長期継続契約（会計法第29条の12、予算決算及び会計令102条の2） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2341 （株）エフエム山形
道路関係広報（ＦＭラジ
オ）業務委託

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

平成17年4月11日 2,016,000

道路の重要性及び必要性、タイムリーな情報等を広く地域住民へ広
報。ＦＭラジオでの放送にあたり、聴取率の も高い放送局を選
定。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3
号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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2342 （株）ハイスタッフ
道路関係広報資料作成業務
委託

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

平成17年4月11日 3,570,000

道路事業の広報及びラジオ放送の企画や放送資料の作成にあたり、
道路事業の内容や情報等について高度な知識と豊かな経験を必要と
することから、標準プロポーザル方式を参考とした企画提案で業者
を特定。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4
第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2343 山形放送（株）
道路関係広報（ＡＭラジ
オ）業務委託

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

平成17年4月11日 2,268,000

道路の重要性及び必要性、タイムリーな情報等を広く地域住民へ広
報。ＡＭラジオでの放送にあたり、聴取率の も高い放送局を選
定。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3
号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2344 東日本電信電話（株） 電話専用料

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

平成17年4月12日 21,570,343 長期継続契約（会計法第29条の12、予算決算及び会計令102条の2） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2345 （株）金子総合鑑定 不動産鑑定料

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

平成17年4月13日 1,008,000

当該地域における公共用地取得において多くの業務委託実績を有し
ており、また、公的地価調査の実績が有り、当該地域の地価水準、
地価動向への精通度が高いことから、本業務を適切かつ迅速に実施
できる能力を有する同人が 適である。（会計法29条の3第4項及び
予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2346 北海道地図（株） 管内図修正・印刷業務

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

平成17年4月14日 4,305,000
管内図の作成にあたっては、過年度に作成された版下に加筆修正す
ることから（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の
4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2347 置賜建設（株） 糠野目地区外内水排除作業

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

平成17年4月19日 472,500
少額随意契約（会計法第29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99
条第7号）

その他
競争入札に移行したもの
（平成１８年度より競争
入札に移行）

2348 （株）ジェー・マップス
山形河川国道事務所道路事
業内容広報業務委託

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

平成17年4月27日 2,000,250
道路の業務内容等について、タウン誌を活用した広報にあたり、発
行部数の も多い業者を選定。（会計法第29条の3第4項、予算決算
及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2349
（社）山形県公共嘱託登記
司法書士協会

権利登記業務委託

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

平成17年4月27日 6,733,060

本業務の実施に当たっては、不動産の権利に関する登記の専門的知識と
司法書士法に基づく司法書士の資格が必要であるとともに、事務所管内
の広域的な範囲で、同時・多量の業務を実施できる能力を有する必要が
ある。山形県公共嘱託登記司法書士協会は、司法書士法第６８条第１項
の規定に基づき、権利に関する嘱託登記の適正かつ迅速な実施に寄与
することを目的に設立された法人であり、権利登記に関する専門的な知識
や技能及び豊富な経験を有するとともに、現地の状況に精通した司法書
士を有し、公共嘱託権利登記の専門機関として県内唯一の法人であり、
広域かつ同時・多量の本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する
団体は同協会以外存しない。（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会
計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

2350
（社）山形県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会

表示登記業務委託

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

平成17年4月27日 18,758,804

本業務の実施に当たっては、不動産の表示に関する登記の専門的知識と
土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士の資格が必要であるととも
に、事務所管内の広域的な範囲で、同時・多量の業務を実施できる能力
を有する必要がある。山形県公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、土
地家屋調査士法第６３条第１項の規定に基づき、表示に関する嘱託登記
の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的に設立された法人であり、
表示登記に関する専門的な知識や技能及び豊富な経験を有するととも
に、現地の状況に精通した土地家屋調査士を有し、公共嘱託表示登記の
専門機関として県内唯一の法人であり、広域かつ同時・多量の本業務を
適切かつ迅速に実施できる能力を有する団体は同協会以外存しない。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

2351
パシフィックコンサルタン
ツ（株）

荒楯町地区電線共同溝修正
設計業務

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

平成17年4月28日 2,835,000

パシフィックコンサルタンツ（株）は、平成16年度荒楯町地区電線
共同溝詳細設計業務を行っており、当該箇所の電線計画や調整内容
を熟知していることから、緊急かつ的確な対応ができる唯一の会社
である。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の
4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2352
日本建設コンサルタント
（株）

上川上流河川管理基図作
成業務

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

平成17年5月2日 19,425,000
本業務の実施にあたっては、「 上川水系河川整備計画」策定時の
河道計算プログラムを一部改良し業務を行う必要があることから
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
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2353 日本郵政公社 後納郵便料

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

平成17年5月11日 3,908,455 （会計法29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条第8項） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2354 日本電気興業（株）
模写電送装置賃貸借及び保
守

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

平成17年4月1日 1,513,952

模写電送装置の利用にあたり、常に正常な状態で機能通りに稼働す
ることが要求されるため、機能等を熟知しアフターサービス体制が
確立されている。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第
102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度以降よ
り、国庫債務負担行為を
計上）

2355 （株）山形新聞社
上川流域河川事業等新聞

広告

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

平成17年5月17日 12,075,000
山形県内で随一の発行部数を誇り、この新聞への記事連載は、県内
広報として極めて有効なため（会計法29条の3第4項及び予算決算及
び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2356 山形県石油協同組合 ガソリン外６点単価契約

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

平成17年5月23日 4,869,849

山形県石油協同組合は、県内の石油販売（ガソリンスタンド）事業
者をもって構成している事業協同組合であり、県内の殆どの業者が
加盟し、官公需適格組合の資格も取得している。山形県石油協同組
合と契約することにより、県内の殆どのスタンドを利用でき、事業
協同組合等の保護育成にも繋がることとなる。（会計法第29条の3第
5項、予算及び決算令第99条第18号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2357 蔵王タクシー（株） 乗用自動車利用契約

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

平成17年5月25日 2,079,530

乗用自動車（タクシー）の利用に際しては、臨時的に必要となるこ
とが多く、また時間の予測が困難であることが多いことから、必要
な都度車両の手配を行いうることが求められる。当業者は当事務所
より も近隣に存じていることから、本業務履行にあたって必要と
なる臨時的な車両手配に十分対応できうることから随意契約してい
る。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3
号）

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１８年度から地区
ハイヤー協議会と契約）

2358
（株）パナックス・ジャパ
ン

山形河川国道事務所広報誌
企画制作業務委託

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

平成17年6月1日 13,230,000

事務所の事業及び管内の地域情報等について、広報誌による情報発
信及びＰＲにあたり、事務所の事業内容や地域の情報、企画等につ
いて高度な知識と豊かな経験を必要とするため、選考委員会を実施
し標準プロポーザル方式を準用して業者を選定。（会計法第29条の3
第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

企画競争を実施

2359 山形ゼロックス（株） 電子複写機の保守等契約

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

平成17年6月1日 7,276,689

電子複写機の利用にあたり、常に正常な状態で機能通りに稼働する
ことが要求されるため、機能等を熟知しアフターサービス体制が確
立されている。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102
条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度以降よ
り、国庫債務負担行為を
計上）

2360 山形リコー（株）
大型電子複写機の保守等契
約

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

平成17年6月3日 4,530,973

大型電子複写機の利用にあたり、常に正常な状態で機能通りに稼働
することが要求されるため、機能等を熟知しアフターサービス体制
が確立されている。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令
第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度以降よ
り、国庫債務負担行為を
計上）

2361 （株）建設技術研究所
石子沢川総合治水対策検討
業務

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

平成17年6月13日 14,070,000
石子沢川の流出及び内水解析プログラムを保有しており、同社以外
に業務を行うことができない。（会計法29条の3第4項及び予算決算
及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2362 （株）山形新聞社
山形県における防災に関す
る広報業務

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

平成17年6月13日 4,168,500
山形県内の新聞発行シェアが５４％と県内 大をしめていることか
ら（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2363
（株）復建技術コンサルタ
ント

上西部地区路線検討業務

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

平成17年6月30日 55,125,000

道路概略設計及び地質調査を行うが、地質調査を考慮したルートの
検討にあたり、高度な知識と豊かな経験を必要とするため、過年度
に標準プロポーザル方式により業者を特定。（会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2364 （株）ケー・シー・エス
交通安全事業等整備効果検
討業務

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

平成17年7月14日 23,205,000
過年度に標準プロポーザル方式により 適な業者として特定。業務
に精通し、高度な技術力を有するため。（会計法29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）
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2365 山形市長
平成１７年度下水道受益者
負担金

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

平成17年7月15日 1,175,100 長期継続契約（会計法第29条の12、予算決算及び会計令102条の2） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2366 新日本技研（株）
大野目交差点ＰＩ企画運営
他予備設計業務

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

平成17年7月19日 21,000,000
過年度に標準プロポーザル方式により 適な業者として特定。契約
に基づく複数年に渡る業務のため
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2367
（株）復建技術コンサルタ
ント

赤湯地区軟弱地盤動態観
測・解析業務

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

平成17年7月27日 20,055,000
地盤特性に係る経年的知識が必要なため
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得な
いもの

2368 新構造技術（株）
中田春木川橋土圧等計測業
務

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

平成17年7月27日 3,570,000
対象となる橋梁に係る設計時の詳細な知識が必要なため
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得な
いもの

2369 山形県土地開発公社
一般国道１３号上山バイパ
ス（１－１）用地取得業務

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

平成17年8月1日 9,009,000

本業務は一般国道１３号上山バイパス（１－１）事業用地の取得業
務であり、取得場所が限定される。また、業務の実施に当たって
は、用地取得事務に関する専門的知識が豊富であるとともに移転等
に伴う代替地要望への対応も必要であり、公共用地の取得等を実施
し、豊富な経験を有し、また、代替地情報等をも有するのは山形県
土地開発公社が唯一の法人である。（会計法第29条の3第4項及び予
算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得な
いもの

2370 （株）山形新聞社 道路管理に関する広報業務

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

平成17年8月18日 1,498,350

道路の維持管理業務への理解と、道路に関する意見公募の啓発につ
いて、新聞広告の掲載にあたり、県内での発行部数が も多い新聞
社を選定。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の
4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2371 （株）東京設計 文書整理検討業務

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

平成17年8月29日 48,720,000

当該業務は、文書の発生から廃棄までの整理方法についての高度な
知識と豊富な経験を必要とすることから、過年度に標準プロポーザ
ル方式により 適な業者として特定。１７年度は前年度からの作業
を継続するとともに事務所の配架格納方針等についても検討を行い
つつ、データベースの作成を中心とした業務を委託することをふま
え、前年度 も優れた提案をした当業者と随意契約している。（会
計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2372 中央開発（株）
上山バイパス中山地区法面
変状対策調査業務

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

平成17年9月20日 8,652,000
災害復旧に関する測量設計であり緊急性を要するため
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得な
いもの

2373 （株）日立製作所
山形管内排水機場設備修繕
工事

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

平成17年10月5日 38,115,000

製作会社独自の試験・設計により製作された設備の分解整備のた
め、他社との競争を許さない
（会計法第29条の3第4項ならびに予算決算及び会計令第102条の4第3
号)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2374 （株）ケー・シー・エス 管内事後評価資料作成業務

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

平成17年10月7日 11,445,000

道路整備の客観的評価指標に基づき、３事業の事業再評価の資料整
理にあたり、道路整備効果等の把握について、高度な知識と豊かな
経験を必要とするため、過年度に標準プロポーザル方式により業者
を特定。また、再評価に関する基礎資料の作成も行っており、 も
精通・熟知している。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計
令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2375 （株）日立製作所
貴船川水門電源設備劣化診
断業務委託

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

平成17年10月7日 3,780,000
既設設備の性能診断のため
（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施

2376 （株）山新広告社
河川・道路環境広報活動運
営業務

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

平成17年10月17日 4,200,000

山形新聞・山形放送が主催する「エコライフやまがた’０５」とタ
イアップすることで、より効果的に環境についての意識を喚起でき
るため（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3
号）

その他
随意契約によらざるを得な
いもの



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

2377 山形放送（株）
主寝坂道路記録資料作成業
務

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

平成17年10月31日 1,963,500

工事記録及び開通後の整備効果をまとめ、道路整備の理解及び必要
性の周知に使用する、広報用ＤＶＤの作成にあたり、過年度に行っ
た広報番組の作成で取材映像等を多数所有し、関連する報道映像等
の資料も有しているため、他の業者では業務を履行出来ない。（会
計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2378 （株）岩根研究所 道路管理システム整備業務

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

平成17年11月8日 53,970,000

全周画像を撮影・編集加工する技術に加えて三次元化処理を施す高
度な技術を有しており、過年度に導入したシステム（特許）との連
動を図れるため（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得な
いもの

2379 山形ゼロックス（株）
電子複写機の賃貸借及び保
守

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

平成17年11月10日 1,894,847

現在の機器を継続して使用することで効率的かつ円滑に業務が遂行
できる。また、利用にあたり、常に正常な状態で機能どおりに稼働
することが要求されるため、機能等を熟知しアフターサービス体制
が確立されている。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令
第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度以降よ
り、国庫債務負担行為を
計上）

2380 （株）福山コンサルタント
新潟山形南部連絡道路概略
検討業務

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

平成17年11月16日 10,395,000

道路予備設計及び概略設計、またＰＩによる資料整理や意見の取り
まとめにあたり、高度な知識と豊かな経験を必要とするため、過年
度に標準プロポーザル方式により業者を特定。（会計法第29条の3第
4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2381 （株）第一プランニング 冬季道路広報企画制作業務

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

平成17年11月25日 4,672,500

プロポーザル方式を参考とした提案企画において、他社の提案企画
より優れていると判断された。また、県内民放各局との協議等のノ
ウハウを持ち合わせている。（会計法第29条の3第4項及び予算決算
及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があり 企画競争を実施

2382
パシフィックコンサルタン
ツ（株）

山形都市圏道路網整備計画
検討業務

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

平成17年12月26日 32,970,000

山形都市圏の道路網における交通渋滞等の問題について、道路管理
者が連携し効率的な道路網整備のあり方の検討にあたり、山形都市
圏の構造、開発動向、交通特性、渋滞発生等の分析結果を基に、交
通解析（シミュレーション）等を実施し、将来道路網基本計画につ
いて検討を行うために、過去の経緯、関連する情報に精通・熟知し
ている必要があるため選定。なお、過年度にも同種の業務を実施。
（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは
企画競争に移行）

2383
（株）双葉建設コンサルタ
ント

新庄北道路排水工調査設計
業務

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

平成18年1月16日 10,710,000
対象となる区間等に係る過去の協議経緯等に係る詳細な知識が必要
なため
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2384 学校法人東北芸術工科大学
鉄砲町地下横断歩道展示品
制作業務

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

平成18年2月24日 2,470,587
斬新な発想力と個性的な表現力を理念とし、独創的な作品は国内外
において高評価を得るなど、東北で唯一の芸術専門の大学であるた
め（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得な
いもの

2385 小糸工業（株） 視線誘導灯設備復旧工事

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年8月12日 5,250,000

本件は、視線誘導灯設備の機能復旧を目的とした補修を行うもので
あるが、損傷されなかった既設設備との接続、制御が必要となるた
め、システム及び機器の機能・性能等を熟知し、補修体制が確立さ
れている者以外では、機能復旧の対応は困難であるため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号）

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

2386 小糸工業（株）
余目道路気象観測設備修繕
工事

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年12月6日 4,326,000

本件は、気象観測設備の機能復旧を目的とした修繕を行うものであ
るが、損傷されなかった既設設備との接続、機能の確保が必要とな
るため、システム及び設備の機能・性能等を充分熟知し、補修体制
が確立されている者以外では、機能復旧の対応が困難であるため。
（会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施

2387 小糸工業（株）
酒田管内道路情報制御設備
改良工事

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年12月27日 43,260,000

道路情報提供サーバは、小糸工業（株）が施工したもので、本施工
においては、情報板ガイダンス装置及び既設の主制御機と接続し制
御が必要となるため、本サーバの機能・性能・各機器間の伝送手順
及びデータベースの構成等を熟知している者以外では施工が困難で
あるため。（会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施

2388 （有）ワタリ測量事務所 上川流量調査

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年4月18日 10,395,000 （会計法第29条の3第5項及び予決令第99条の2） その他 競争入札に移行したもの 不落随契



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

2389 （株）福山コンサルタント
酒田遊佐地区環境影響評価
書作成業務

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年5月12日 22,680,000

修正する環境影響評価書準備書原案の内容を充分に熟知し当該地域
特性に精通し、これまでの一連の経緯・関連する情報を把握し継続
的な視点から本業務を履行できる唯一の業者と判断されるため。
（会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2390 （株）長大 庄内中央大橋予備設計業務

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年6月2日 8,505,000

本業務は、昨年度プロポーザル方式による２ヶ年の継続業務であ
り、昨年設計項目を充分に満足する成果をあげ、円滑に業務を遂行
してきたものである。よって、当該業務内容に精通し、かつ高度な
技術力を有する も適した業者と判断されるため。（会計法第29条
の3第4項及び予決令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2391 （株）福山コンサルタント 余目酒田道路予備設計業務

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年6月1日 30,765,000

本業務は、昨年度プロポーザル方式による２ヶ年の継続業務であ
り、昨年設計項目を充分に満足する成果をあげ、円滑に業務を遂行
してきたものである。よって、当該業務内容に精通し、かつ高度な
技術力を有する も適した業者と判断されるため。（会計法第29条
の3第4項及び予決令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2392 （有）久木原測量設計 庄内地域渋滞実態調査

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年7月19日 12,915,000 （会計法第29条の3第5項及び予決令第99条の2） その他 競争入札に移行したもの 不落随契

2393 （株）庄内測量設計舎 庄内地域道路交通情勢調査

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年9月6日 32,340,000 （会計法第29条の3第5項及び予決令第99条の2） その他 競争入札に移行したもの 不落随契

2394
ジェイアール東日本コンサ
ルタンツ（株）

こ線橋補強補修施工計画検
討業務

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年10月20日 10,500,000
鉄道近接工事の基準等を熟知し、鉄道工事に精通し、こ線橋の設
計・調査等に関する豊富な実績を有している唯一の業者と判断され
るため。（会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2395 （株）岩根研究所
酒田管内道路ビデオGISシス
テム更新業務

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年11月15日 17,797,500

本業務は、システムに適合するように特殊な画像データの作成が必
要なことから、本業務を遂行できるのは、システムを開発した業者
以外ないため。（会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3
号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2396
日本建設コンサルタント
（株）

上川下流氾濫水理検討業
務

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年11月30日 6,615,000

過年度において氾濫計算モデルを作成しており、本業務に必要なシ
ステムを保有し、さらに過年度に実施した成果との整合性を図るこ
とが出来る唯一の業者であるため。（会計法第29条の3第4項及び予
決令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2397 （株）建設技術研究所 赤川氾濫水理検討業務

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年11月30日 6,720,000

過年度において氾濫計算モデルを作成しており、本業務に必要なシ
ステムを保有し、さらに過年度に実施した成果との整合性を図るこ
とが出来る唯一の業者であるため。（会計法第29条の3第4項及び予
決令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2398 アジア航測（株） 温海地区地形図図化業務

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年12月12日 10,395,000

過年度実施した業務において、航空レーザー計測により取得した
データは、独自による標高差の補正を行ったデータ形式となってい
ることから、本業務を行える唯一の業者であるため。（会計法第29
条の3第4項及び予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2399 （株）長大
交通事故等道路管理システ
ム導入業務

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年12月21日 27,300,000
本システムの導入にあたっては、業務内容等について も精通して
いる開発業者が本業務を円滑に遂行できる唯一の業者であるため。
（会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2400 山形県石油協同組合 ガソリン外単価契約

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年4月1日 3,665,543
災害時や緊急時はもちろんのこと日常においても迅速な給油及び納
入が行える利便性が求められ、それを可能にするのは店舗数が多く
管内に適正に配置され空白域がない唯一の業者であるため。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2401 太平興業(株)
自動車等修繕単価契約（トラッ
ク系）

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年4月13日 10,422,290

当該装置及び車体製造メーカーが認証する庄内地区唯一の指定整備業
者で純正部品の迅速な調達や製造メーカーによる技術的指導を受け、機
能・構造を熟知した熟練技術者を擁し、的確名判断と適切な整備技術に
より迅速かつ信頼性が高い修繕が可能であるため。（会計法29条の3第4
項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（Ｈ１９年度より競争入
札に移行）

単価契約



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

2402 北越TCM(株)
自動車等修繕単価契約（TCM
系）

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年4月14日 3,472,696

当該機械の製造メーカーが認証する庄内地区唯一の指定整備業者で純
正部品の迅速な調達や製造メーカーによる技術的指導を受け、機能・構
造を熟知した熟練技術者を擁し、的確名判断と適切な整備技術により迅
速かつ信頼性が高い修繕が可能であるため。（会計法29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（Ｈ１９年度より競争入
札に移行）

単価契約

2403 東北建設機械販売(株)
自動車等修繕単価契約（三菱
重工系）

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年4月14日 12,188,398

当該機械の製造メーカーが認証する庄内地区唯一の指定整備業者で純
正部品の迅速な調達や製造メーカーによる技術的指導を受け、機能・構
造を熟知した熟練技術者を擁し、的確名判断と適切な整備技術により迅
速かつ信頼性が高い修繕が可能であるため。（会計法29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（Ｈ１９年度より競争入
札に移行）

単価契約

2404 旭車輌整備(株)
自動車等修繕単価契約（除雪
機械系）

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年4月14日 23,531,155

当該機械の製造メーカーが認証する庄内地区唯一の指定整備業者で純
正部品の迅速な調達や製造メーカーによる技術的指導を受け、機能・構
造を熟知した熟練技術者を擁し、的確名判断と適切な整備技術により迅
速かつ信頼性が高い修繕が可能であるため。（会計法29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（Ｈ１９年度より競争入
札に移行）

単価契約

2405 コマツ山形(株)
自動車等修繕単価契約（コマ
ツ系）

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年4月15日 12,731,797

当該機械の製造メーカーが認証する庄内地区唯一の指定整備業者で純
正部品の迅速な調達や製造メーカーによる技術的指導を受け、機能・構
造を熟知した熟練技術者を擁し、的確名判断と適切な整備技術により迅
速かつ信頼性が高い修繕が可能であるため。（会計法29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（Ｈ１９年度より競争入
札に移行）

単価契約

2406 (株)庄内クボタ 草刈機修繕単価契約

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年4月15日 5,169,541

当該機械の製造メーカーが認証する庄内地区唯一の指定整備業者で純
正部品の迅速な調達や製造メーカーによる技術的指導を受け、機能・構
造を熟知した熟練技術者を擁し、的確名判断と適切な整備技術により迅
速かつ信頼性が高い修繕が可能であるため。（会計法29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（Ｈ１９年度より競争入
札に移行）

単価契約

2407
(社)山形県公共嘱託登記司法
書士協会

公共嘱託登記（権利登記）業
務

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年5月24日 2,455,865

本業務の実施に当たっては、不動産の権利に関する登記の専門的知識と
司法書士法に基づく司法書士の資格が必要であるとともに、事務所管内
の広域的な範囲で、同時・多量の業務を実施できる能力を有する必要が
ある。山形県公共嘱託登記司法書士協会は、司法書士法第６８条第１項
の規定に基づき、権利に関する嘱託登記の適正かつ迅速な実施に寄与
することを目的に設立された法人であり、権利登記に関する専門的な知識
や技能及び豊富な経験を有するとともに、現地の状況に精通した司法書
士を有し、公共嘱託権利登記の専門機関として県内唯一の法人であり、
広域かつ同時・多量の本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する
団体は同協会以外存しない。（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会
計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

2408
(社)山形県公共嘱託登記土地
家屋調査士協会

公共嘱託登記（表示登記）業
務

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年5月26日 7,438,186

本業務の実施に当たっては、不動産の表示に関する登記の専門的知識と
土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士の資格が必要であるととも
に、事務所管内の広域的な範囲で、同時・多量の業務を実施できる能力
を有する必要がある。山形県公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、土
地家屋調査士法第６３条第１項の規定に基づき、表示に関する嘱託登記
の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的に設立された法人であり、
表示登記に関する専門的な知識や技能及び豊富な経験を有するととも
に、現地の状況に精通した土地家屋調査士を有し、公共嘱託表示登記の
専門機関として県内唯一の法人であり、広域かつ同時・多量の本業務を
適切かつ迅速に実施できる能力を有する団体は同協会以外存しない。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

2409 セコム(株) 機械警備業務委託

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年4月1日 2,557,800

セコム株式会社は、①容易に画策できないように独自で開発・製造
し、特許を取得した警備用装置類を使用して警備システムを構築、
②異常を感知した場合の監視センターへの緊急連絡を優先させる機
能を有した警備システムを保有している。③本所・出張所全てを網
羅できる警備体制が整っている必要があり、さらには異常を監視す
るセンターが大規模災害等により対応不能となった場合にも、他県
の監視センターなどがバックアップする警備体制も整っていること
などにより当所の期待する機械警備業務を実施できるの外にはない
ため。（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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2410 藤庄印刷(株)
酒田河川国道事務所ホーム
ページ作成業務

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年4月1日 18,900,000

当事務所ホームページを通じて地域住民の国土交通行政に対する理
解度の向上、また、情報ニーズを把握し的確なコンテンツ企画、及
びホームページ運営を実施することから、「酒田河川国道事務所
ホームページ作成業務」技術提案書選定委員会において、藤庄印刷
(株)は本業務遂行に充分な技術提案内容と判断され、本業務に適し
た業者と特定されたため。（会計法第29条の3第4項及び予決令第102
条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2411 (株)鴻池組
朝日トンネル監視設備点検保
守業務

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年5月10日 2,047,500

本設備システムは、朝日トンネルの挙動監視のため平成１２年度に国土
交通省酒田河川国道事務所と(株)鴻池組が共同開発し、当該トンネルに
採用したものであり、本設備及びシステムに関して、専門的な知識と技術
を有しているため。（会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3
号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2412
(株)メディア・エンタープライズ・
エイジェンシー

地域づくりに関する記事掲載

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年7月5日 4,725,000

本業務は、庄内地方における地域活性化等、社会資本整備の目的の
一つであるより良い地域づくりのために、種々の活動の支援となる
様な記事をミニコミ誌に掲載することによって地域づくりの輪を広
げようとするものである。月刊ＳＰＯＯＮは酒田市内全戸に無料で
配布されているほか、庄内地域各市役所・町村役場・公共施設にも
配布されており、本業務目的を達成するためには極めて有効な手段
である。また、当該誌に掲載するためには、当該誌記事広告の企画
制作を一手に引き受けている(株)メディア・エンタープライズ・エ
イジェンシーと契約締結するしかないため。（会計法第29条の3第4
項及び、予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2413 藤庄印刷（株） 事業概要等印刷

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年4月21日 4,956,000

本業務は、H16年度事業概要を基に部分修正し、H17年度事務所事業
概要等の作成及び印刷を行うものである。当該業者は、H16年度プロ
ポーザル方式により選定され、必要となる資料等を保有しており、
迅速かつ的確に業務を遂行できるため。（会計法29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2414 （株）パナックス・ジャパン
上川・赤川合同水防演習業

務

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年4月28日 178,500,000

本業務は、H16年度当該業者により企画立案された水防演習計画に基
づき、会場の設営・撤去、運営管理及び広報活動運営等を行う業務
である。当該業者は、現場条件及び業務内容に精通し、過年度に実
施された水防演習に数多く関わり、運営等の情報や関係者との経緯
の詳細について熟知し、本業務を適正かつ円滑に遂行できる唯一の
業者であるため。（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第
102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

企画競争を実施

2415 （株）販促
道路ふれあい月間ＣＭ企画制
作等務

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年6月20日 4,578,000

本業務は、８月は道路ふれあい月間であることを広報する目的で、
ＴＶＣＭの企画制作とその放送を行うものである。当該業者は、道
路に関する戦略的・効果的な広報を行う提案で も優秀な提案を
行った業者であり、 も効果的に遂行できる唯一の業者であるた
め。（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3
号）

見直しの余地があ
り

企画競争を実施

2416 （株）山形新聞社 道路広報に関する新聞掲載

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年6月28日 1,498,350

本業務は、災害と道シンポジウムの概要、及び道路防災について、
新聞広告を通じて広く一般にＰＲするため、広告の掲載を行うもの
である。当該業者が発行する山形新聞は、県内での発行部数は群を
抜き、県内への広報としては極めて有効であるため。（会計法29条
の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは
企画競争に移行）

2417 山形放送（株） 道路情報提供装置テレビ広報

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年6月28日 3,360,000

本業務は、道の駅のアピールと道の駅に設置されている情報提供装
置の利用促進を目的とするインフォマーシャルを制作し、テレビ放
送を通じ県内に広報するものである。当該業者は県内での視聴率が
群を抜き、県内全域への広報として極めて有効であるため。（会計
法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2418
(株)メディア・エンタープライズ・
エイジェンシー

道路ふれあい月間イベント等
企画運営業務

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年6月30日 5,079,693

本業務は、８月は道路ふれあい月間であることを広報する目的で、
酒田・鶴岡地区において広報活動を行うものである。当該業者は、
道路に関する戦略的・効果的な広報を行う提案で も優位な提案を
行った業者であり、 も効果的に遂行できる唯一の業者であるた
め。（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3
号）

見直しの余地があ
り

企画競争を実施

2419 山形放送（株）
日沿道整備事業進捗状況テレ
ビ広報

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年7月4日 2,940,000

本業務は、日本海沿岸東北自動車道の重要性への理解と整備促進を
図るため、当該道路整備の進捗状況を広く認識して貰うことを目的
とした番組を制作し、テレビ放送を通じて県内地域に広報するもの
である。当該業者は県内での視聴率が群を抜き、県内全域への広報
として極めて有効であるため。（会計法29条の3第4項及び予算決算
及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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2420
(株)メディア・エンタープライズ・
エイジェンシー

広報展示企画運営業務

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年7月15日 5,701,500

本業務は、イベント会場において事務所事業広報展示物を出展し、
広く一般にＰＲするため、当該出展の企画運営を行うものである。
当該業者はイベント実行委員会事務局の役割を担いイベントの企
画・プロデュースを行っており、イベントに合わせ広報展示物を出
展するには同社と契約する他に方法がないため。（会計法29条の3第
4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（Ｈ１７年度限り）

2421 （株）ふるさときゃらばん 河川広報活動業務

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年8月10日 4,977,000

本業務は、水の大切さの理解を促すことを目的に「川と水源地と都
市」を題材としたミュージカル公演を通じて広報を行うものであ
る。当該業者は、「川と水源地と都市」を題材としたミュージカル
の公演実績が過去90回以上あり、的確に遂行するうえで他に競合で
きるものがないため。（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計
令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2422 （株）山形新聞社
一般国道７号温海地区橋梁架
替事業に関する新聞掲載（県
内版）

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年9月21日 1,795,500

本業務は、温海地区橋梁架替事業による地域づくりの広報記事を新
聞掲載し、県内に広報するものである。当該業者は、県内における
発行部数が 大であり、より多くの住民が目を通しているといえ、
当該新聞への記事掲載が広報手段として 適であるため。（会計法
29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは
企画競争に移行）

2423 山形放送（株） 冬季道路利用広報

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年11月8日 8,505,000

本業務は、庄内地域における冬期間の道路利用に関するインフォ
マーシャルを制作し、テレビ及びラジオ放送を通じ県内に広報する
ものである。当該業者は県内での視聴率が群を抜き、県内全域への
広報として極めて有効である。加えて以前同社が制作した映像に修
正を加えて放送するものであるため。（会計法29条の3第4項及び予
算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2424 （株）山形新聞社
道路広報新聞掲載（地域再
生）

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年11月16日 4,098,150

本業務は、地域再生と社会資本整備についてのインタビュー記事を
活用した新聞広告を通じて一般にＰＲするものである。当該業者
は、発行部数で県内の70％程度をカバーしており、 も広告効果の
高い新聞社である。更にe-メールを活用した情報提供媒体等を有
し、本業務を遂行するには他に無いため。（会計法29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは
企画競争に移行）

2425
(株)メディア・エンタープライズ・
エイジェンシー

交通規制広報企画作成業務

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年12月7日 15,960,000

本業務は、交通規制の実施について広報を実施し、広く一般の方々
へ理解と協力を求め、地域住民と一体となった道路管理に万全を期
することを目的とする。当該業者は、企画提案書選定委員会におい
て も優位な提案を行った業者であるため（会計法29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

企画競争を実施

2426 北海道地図（株） 路線図電子化業務

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成18年2月1日 11,004,000

本業務は、路線図を電子化し業務の効率化を図るものである。当該
業者は、事務所路線図データを所有する唯一の業者であり、本業務
を遂行できるのは他にないため。（会計法29条の3第4項及び予算決
算及び会計令第102条の4第3号）

その他

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
(H17年度限り）

2427 北海道地図（株） 上川下流・赤川管内図増刷

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成18年2月1日 1,884,750

本業務は、管内図の増刷を行うものである。当該業者は、業務を実
施するにあたり必要となる管内図の原版を保有し同社が的確かつ迅
速に遂行する上で 適であると認められるため。（会計法29条の3第
4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2428 （株）山形新聞
高速交通網記事広告新聞掲
載

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成18年2月24日 1,249,500

本業務は、高速交通網の整備効果及び必要性についてのインタ
ビュー記事を活用した新聞広告を通じて一般にＰＲするものであ
る。当該業者は、発行部数で県内の70％程度をカバーしており、
も広告効果の高い新聞社である。更にe-メールを活用した情報提供
媒体等を有し、本業務を遂行するには他に無いため。（会計法29条
の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは
企画競争に移行）

2429 （株）販促
道路事業広報企画及び効果
検証業務

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成18年2月24日 3,780,000

本業務は、事務所道路事業広報を行うにあたり、各広報項目毎に展
開計画を立案するとともに年間を通じた効果的・効率的な実施を行
うために、広報後の効果把握方法や評価の方法を検討し、広報効果
を検証するものである。当該業者は、企画提案書選定委員会におい
て も優位な提案を行った業者であるため（会計法29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

企画競争を実施
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2430 （株）山形新聞 庄内地域振興広報

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成18年2月6日 15,141,000

本業務は、庄内地方における広域交流の推進、地域活性化等の社会
資本整備の目的の一つである地域振興をテーマに無料配布紙に掲載
し、県内外に広報するものである。当該業者が発行する無料配布紙
に掲載するためには、発行元である当社と契約するしかないため。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは
企画競争に移行）

2431
（株）エイアンドシードコモショッ
プ

携帯電話購入

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年12月13日 1,289,610
災害対応時の情報提供システム（降水量・降雪量等）はiモードのみ
に対応しているため。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2432 酒田市水道事業企業出納員 水道料

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年4月27日 2,295,457 （会計法29条の12及び予算決算及び会計令第102条の2第3項） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2433 東日本電信電話（株） 電話料

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年4月27日 11,291,601 （会計法29条の12及び予算決算及び会計令第102条の2第4項） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2434 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北 電話料

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年4月27日 5,595,999 （会計法29条の12及び予算決算及び会計令第102条の2第4項） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2435 （株）興和製作所
上川中流横山第２樋管設備

機器交換工事

西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島5-55

平成17年12月26日 7,980,000

本設備は、一連の設備（扉体、戸当り、開閉装置、制御設備）とし
て、安全、かつ所要の止水機能を満足するものである。機器交換箇
所である開閉装置は、既設の制御設備、扉体等と合わせて、詳細な
設計に基づき製作及び設置されたものであり、設備全体の機能と密
接不可分の関係にあることから、同一施工業者以外の者に施工させ
た場合、交換によって取り付けられた機器の特性が合わないこと
や、危険な制御を回避するプログラム機能が発揮できないことによ
る安全面での障害、要求機能が発揮できない等、設備の使用に著し
い支障が生じるおそれがある。㈱興和製作所は、横山第２樋管設備
を施工した業者であり設備の安全性・信頼性を確保することが出来
る。（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（Ｈ１８から一般競争入
札に移行）

2436 （株）拓和
上川中流排水樋管水位計

機器交換工事

西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島5-55

平成17年12月22日 3,570,000

当該水位計は、製作会社独自の技術により、ｾﾝｻｰ部、接続盤、表示
部、変換器、送信機など一貫した設計に基づき製作構成されたもの
であり、装置の機能と密接不可分の関係にあることから、当該業者
以外の者に施工させた場合、部品等の特性が合わないことや正常な
機能が発揮できない等の不具合があるため、施工は不可能である。
これにより本工事の施工にあたっては、水位計の製造業者である㈱
拓和と契約することが、装置の信頼性を確保する上で 適である。
（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（Ｈ１８から一般競争入
札に移行）

2437 芦野工業（株）
上川中流横山第４樋管設備

機器交換工事

西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島5-55

平成17年12月26日 17,167,500

上川中流に設置される横山第４樋管設備は昭和５４年に完成し横
山地区の重要な河川管理設備として使用されている。本工事は、当
該設備において緊急時の機動性と信頼性の向上及び経年の劣化によ
る機器の信頼性の向上を図るため開閉装置等の交換を行い洪水や氾
濫に万全を期すものである。本設備は、一連の設備（扉体、戸当
り、開閉装置、制御設備）として、安全、かつ所要の止水機能を満
足するものである。機器交換箇所である開閉装置は、既設の制御設
備、扉体等と合わせて、詳細な設計に基づき製作及び設置されたも
のであり、設備全体の機能と密接不可分の関係にあることから、同
一施工業者以外の者に施工させた場合、交換によって取り付けられ
た機器の特性が合わないことや、危険な制御を回避するプログラム
機能が発揮できないことによる安全面での障害、要求機能が発揮で
きない等、設備の使用に著しい支障が生じるおそれがある。芦野工
業㈱は、横山第４樋管設備を施工した業者であり設備の安全性・信
頼性を確保することが出来る。（会計法第29条の3第4項、予決令第
102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（Ｈ１８から一般競争入
札に移行）
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2438 鈴木建設（株）
角川流域鹿の入沢工事用道
路工事

西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島5-55

平成17年4月27日 29,925,000

本工事は 上川水系角川流域直轄砂防事業の一環として、鹿の入沢
上流域からの流出土砂の調整を目的とした砂防えん堤を築造するた
めの工事用道路を施工するものである。本業者は、平成１６年度に
鹿の入沢工事用道路工事として実施していたところであるが、異常
な降雪により、資材運搬路での雪崩の危険性も高まり、施工するこ
とができない状況になったため、道路造成に係わる工種の一部を減
額変更したものである。本工事については、昨年度工事に引き続き
施工される工事で、軽量土盛土工法という特殊工法による工事用道
路の路体の構築を行うものであり、前工事と後工事の施工業者が異
なる場合は、かし担保責任の範囲が不明確になるなどの問題があ
り、一貫した工事施工が必要である。（会計法第29条の3第4項、予
決令第102条の4第4号イ）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（一般競争入札に移行し
たもの）

2439
パシフィックコンサルタンツ
（株）

庭月地区施工計画設計業務
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島5-55

平成17年8月9日 15,855,000

本業務の遂行にあたっては、Ｈ１５年度に実施した「庭月地区堤防
詳細設計業務」でのプロポーザルの特定テーマである「施工期間が
６ヶ月間という短い工期の大規模築堤工事において、工期内に築堤
を完成させるために設計時に検討すべき具体的事項と概要」での除
外条件であった樋管等の構造物工事等を適用条件として加え、より
具体的な施工計画を策定するものであり、特定テーマの内容を十分
に理解し熟知している必要がある。本業者は、「平成１５年度　庭
月地区堤防詳細設計業務」をプロポーザル方式による選定審査を経
て特定された業者であり、本業務の前提条件である特定テーマにつ
いて十分に理解し熟知しており、業務を正確かつ効率よく遂行でき
るものは、上記業者以外には無い。（会計法第29条の3第4項、予決
令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2440 （株）興和
潜岩第二砂防えん堤モニタリ
ング調査業務

西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島5-55

平成17年7月26日 4,336,500

業務の実施に当たっては過年度に実施されたモニタリング調査と深
く関連する業務であり、現地状況や構造体の変位、堆砂状況等に関
連する情報等に精通・熟知している必要がある。本業者は、潜岩第
二砂防えん堤のモニタリング調査業務を実施しており、現地状況・
構造特性や設計思想を熟知している唯一の業者である。（会計法第
29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

問題があるもの
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2441 東北緑化環境保全（株） 鮭川流域外鳥類調査
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島5-55

平成17年4月1日 50,610,000

本業務の遂行にあたっては、猛禽類を識別するための豊富な知識と
経験が必要であるとともに、当該調査箇所及び隣接地域における猛
禽類の行動範囲を、経年的に詳細かつ広範囲に把握している必要が
ある。また、短期間の調査の中で行動圏や営巣地の成果を上げる必
要があり、現地調査員の識別能力が不可欠となる。本業者は、現地
において猛禽類を識別することのできる技術者を多く有しており、
また、新庄河川事務所管内を含む地域においての猛禽類の行動を多
年度にわたり観察を実施し、さらに短期間の中で確実な成果を上げ
ている実績があり、上記の３つの必要条件を満足している唯一の業
者である。（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2442 住鉱コンサルタント（株） 砂防事業評価手法検討業務
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島5-55

平成17年5月26日 27,930,000

本業者は、昨年度、業務全体が２カ年にわたる「砂防事業評価手法
検討業務」をプロポーザル方式による選定審査を経て特定された業
者である。本業務は昨年度業務に引き続いて行う密接不可分な業務
であり、本業者は本業務を効率的に遂行できる唯一の業者であると
判断される。（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2443 （財）林野弘済会 郷土種の活用調査
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島5-55

平成17年5月24日 22,890,000

本業務は、森林・林業に関連する極めて特殊な業務であり林地の保
全や森林の収穫調査等極めて専門的な知識を有し、また、現地の森
林状況に精通していなければならない。さらに、過年度に実施され
た「郷土種の活用調査」に引き続き行う業務であることから、すで
に実施された業務の遂行にあたり参照した情報及び経緯、関係機関
の事情等について熟知していなければならない。本法人は、森林の
収穫調査や資源モニタリング調査及び林道緑化等の実績を有するな
ど森林業に関連する極めて専門的な知識を有し，管内の国有林野の
現地状況にも精通している。また、過年度に郷土種の活用調査を実
施し，過去の経緯及び関係機関の事情等を熟知しており，上記の条
件を満たす唯一の機関である。（会計法第29条の3第4項、予決令第
102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施

2444 （株）建設技術研究所
真室川外浸水想定区域図等
作成業務

西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島5-55

平成17年7月12日 18,480,000

本業者は、平成９年度から鮭川・真室川・金山川の河川整備計画を
樹立する事を目的とした河道計画業務に多年に渡り携わっており、
内容を熟知した技術者を数多く有している。また、本業務で作成す
るものはこれまで検討及び計算したデータ等を数多く使用するた
め、短時間で作成することができ、システム及びデータ作成から始
める場合に比べ、著しく有利な価格をもって契約することができる
見込みがある。（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
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2445 日本建設コンサルタント（株）
上川中流河道特性情報集

作成外業務

西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島5-55

平成17年7月14日 11,812,500

本業者は、これまで 上川の河道計画検討を継続して実施してお
り、河道特性情報集作成にあたっては、この検討及び計算内容を使
用する部分が多々あり、また内容も熟知し、作成にあたっての各種
システムもそろっていることから、短時間で作成でき、かつシステ
ムの作成から実施するのと比較して著しく有利な価格をもって契約
することができる見込みがある。（会計法第29条の3第4項、予決令
第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2446
特定非営利活動法人砂防広
報センター

管内広報評価検討業務
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島5-55

平成17年7月21日 11,760,000

本業務は平成１３年度から砂防・地すべりの広報活動についてより
効果のある広報を推進していくため、委員会を設置し広報の手引き
書作成を行ってきたものであり、本年度はその集大成を図るもので
あるため、過年度に実施された業務の履行にあたり参照した情報及
び経緯、学識経験者等から成る委員会関係者の事情など詳細に熟知
していなければならない。また、管内資料館のネットワークづくり
を念頭においた立谷沢・豊牧の資料館利活用方法の検討も行うこと
から、業務の遂行にあたっては砂防・地すべり対策事業及び防災に
ついて精通し、広報技術に関する専門的知識及び技術力を有してい
ることが必要である。本法人は、過年度に管内広報評価検討業務を
実施し過去の経緯、関係者の事情など詳細に熟知している他、広報
技術に関する専門的知識及び技術力を有している加えて、全国規模
の資料館ネットワーク化に関する計画・検討を現在進めており、本
件と同様かつ密接不可分な調査研究の実績を有していることから上
記条件を満たす唯一の機関である。（会計法第29条の3第4項、予決
令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2447 （社）日本地すべり学会
地下水観測手法と地すべりの
長期安定性評価検討業務

西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島5-55

平成17年8月5日 22,575,000

地すべり地の長期安定性の評価手法については確立されておらず、
地すべりに関して極めて特殊かつ高度な専門知識と技術力を必要と
する。さらに、本年度は４ヶ年計画で行ってきた検討の 終年度で
あるため、過年度までに検討を行った動態観測値と概成判断との関
係を踏まえた上で検討を行うものであることから、過年度までに参
照した情報及び経緯、関係者の情報など詳細を熟知していなければ
ならない。加えて、専門分野における学識経験者からなる委員会を
設置し、それらの会議、運営、取りまとめを遂行できることが必要
条件となる。本法人は、豊富な経験及び極めて特殊かつ高度な専門
知識と技術力を有しており、学識経験者等を交えての検討委員会も
数多く実施している。さらに、過年度において、「地下水観測の手
法と地すべりの長期安定性評価検討業務」を履行し、着実な成果を
上げていることから本業務を遂行できる唯一の機関と判断される。
（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2448 （株）セロン東北
新庄河川事務所外７出張所庁
舎警備業務

西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島5-55

平成17年4月1日 1,498,124

機械警備を行うにあたり、平成１５年度において、役務の提供の
「建物管理等各種保守管理」に登録している企業の中から、新庄河
川事務所及び全出張所を警備出来る（警備業法による緊急出動２５
分以内）業者から技術提案を受けるさいに、警備機械の耐用年数５
年を見越した提案を受け、その中で（株）セロン東北が事務所庁舎
における出退庁に適した警備内容であり、機器操作の容易性はもち
ろんのこと河川情報員が要員に警備状況が把握できることなどを総
合的に判断した結果、選定された。平成１６年度中の業務において
不都合な点がなかったことを考慮し、平成１７年度は本業務開始か
ら２年目にあたるので、引き続き業務を遂行させるものである。
（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施

2449 （株）拓和 観測機器保守点検業務
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島5-55

平成17年4月18日 7,245,000

当該水文観測機器は、その主要部分が上記業者の製作納入したもの
であり、点検及び機器異常時等においては、正確で速やかな対応が
とれる技術が確立されている。機器や部品の在庫を確保しており調
達に優れていることから欠測を 小限とすることができるが他の業
者では欠測の長期化により水文資料整理に多大な影響を与えること
が予想される。これらのトラブルを事前に防ぐ為にも納入業者であ
る上記業者が本業務を実施できる唯一の業者である。（会計法第29
条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（一般競争入札に移行し
たもの）

2450 北海道地図（株） 管内図外印刷
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島5-55

平成17年4月18日 2,415,000

実施にあたっては、平成１６年度に作成した管内図を平成１７年度
用に修正するとともに、事業概要は管内図を河川・砂防事業位置図
として一部編集使用し印刷するものである。管内図及び事業概要に
ついては年間を通じて様々な機会で使用するものであり、迅速な印
刷対応が可能な業者であることが必要条件である。本業者は、平成
１６年度の事業概要及び管内図を作成した実績があり、管内図の原
図は上記業者の印刷システムに合った仕様で作成され、レイヤー毎
（２５種類）の原図所有権を保有しており、迅速性において他社よ
りも有利である。（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3
号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
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2451 （株）販促
黒渕地すべり対策事業竣工式
企画業務

西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島5-55

平成17年5月17日 2,730,000

本業者は、昨年度、業務全体が２カ年にわたる「黒渕地すべり対策
事業竣工式企画業務」をプロポーザル方式による選定審査を経て特
定された業者である。本業務は昨年度業務に引き続いて行う密接不
可分な業務であり、本業者は本業務を効率的に遂行できる唯一の業
者であると判断される。（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の
4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2452
特定非営利活動法人砂防広
報センター

地すべり資料館展示施設製作
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島5-55

平成17年6月21日 34,650,000

本法人は、全国各地の広報資料館に精通し、全国規模での豊富な情
報と経験、広報技術に関する専門的知識及び技術力を有しているほ
か、当該資料館において当該製作と同様の展示物製作の実績も有し
ている。また、当該製作にて製作予定の展示物については専門的且
つ高度な技術・知識が求められるため上記法人でなければ製作がで
きない。さらに当該製作において製作予定の展示パネルと同様のも
のを当該資料館にて製作した実績も有しており、上記条件を満たす
唯一の機関である。（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3
号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2453 日東通信（株） ＧＩＳサーバ外賃貸借及び保守
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島5-55

平成17年4月1日 1,863,540

本業者の場合、現在使用している機器をそのまま継続使用すること
になるので、他の業者と契約する場合に比べ、設置費用及び機器入
替に伴う業務の中断がない点が有利である。（会計法第29条の3第4
項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成21年度より国庫債
務負担行為を計上）

2454 山形ゼロックス（株）
電子複写機の賃貸借及び保
守契約

西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島5-55

平成17年4月1日 13,650,218

当該機器は日頃から十分なメンテナンスが必要であるとともに、万
が一故障等が発生した場合には、迅速かつ的確な対応が不可欠であ
る。本業者の場合、現在使用している機器をそのまま継続使用する
ことになるので、他の業者と契約する場合に比べ、設置費用や機器
入れ替えに伴う業務の中断がない点で有利である。また、当該業務
において対象となる複写機の賃貸借契約の相手方でもあるため、当
該機器の性能等に精通し、当該機器について熟知しているエンジニ
アを擁している。さらにメンテナンス体制も確立しているため、故
障時等の迅速かつ的確な対応も可能である。以上のことから、上記
業者が当該業務を迅速かつ的確に遂行できる唯一の業者である。
（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成２０年度より国庫
債務負担行為を計上）

2455 山形リコー（株）
電子複写機の賃貸借及び保
守契約

西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島5-55

平成17年4月1日 5,842,586

当該機器は日頃から十分なメンテナンスが必要であるとともに、万
が一故障等が発生した場合には、迅速かつ的確な対応が不可欠であ
る。本業者の場合、現在使用している機器をそのまま継続使用する
ことになるので、他の業者と契約する場合に比べ、設置費用や機器
入れ替えに伴う業務の中断がない点で有利である。また、当該業務
において対象となる複写機の賃貸借契約の相手方でもあるため、当
該機器の性能等に精通し、当該機器について熟知しているエンジニ
アを擁している。さらにメンテナンス体制も確立しているため、故
障時等の迅速かつ的確な対応も可能である。以上のことから、上記
業者が当該業務を迅速かつ的確に遂行できる唯一の業者である。
（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成２０年度より国庫
債務負担行為を計上）

2456
特定非営利活動法人砂防広
報センター

土砂災害防止月間キャンペー
ン用品購入

西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島5-55

平成17年5月17日 1,390,200
本キャンペーン用品を含む土砂災害防止ＰＲ用品を製作販売してい
るのは、本法人が唯一であり、他はない。（会計法第29条の3第4
項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2457 （株）拓和
Ｋｕ－ＳＡＴ自動捕捉アンテナ
購入

西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島5-55

平成17年9月20日 11,445,000

本購入にあたっては、既設設備の機能・詳細仕様及び映像データの
蓄積並びに配信構成に熟知していることが必要不可欠である。Ｋｕ
－ＳＡＴは、株式会社拓和が製造・納入したものであり、これらの
詳細設計・機器構成等は独自の設計思想に基づき、製作されたもの
である。本装置の製造は、拓和のみが行っており、他社が行った場
合には、システム改修中に発生した災害に備え必要があり、その
際、災害時の迅速な対応が図れないなど、安定運用に著しい支障が
生じる恐れがある。（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3
号）

その他
公募を実施（前後工事全
体で競争性を確保）

2458 アジア航測（株）
流速等観測システム購入・据
付

西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島5-55

平成17年12月12日 10,920,000

アジア航測（株）は、河川表面をビデオカメラにより斜め撮影した
映像により、河川の流速および流速分布を計測する手法、また、ビ
デオカメラで斜め撮影した画像を用いて河川の表面流速計測を行う
際に、ＧＰＳを使用することにより標識の設置を行わずに標定する
方法で特許を取得（それぞれ、特許第１８０３６７３号，特許第３
６８６０７２号）しており、また流速分布計測システム及びプログ
ラム、流量計測システム等についても特許を出願中であり、他の観
測システムは今のところ存在せず、当業者は、これらを実施するこ
とができる唯一の業者である。（会計法第29条の3第4項、予決令第
102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

2459 日本郵政公社 後納郵便料
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島5-55

平成17年4月1日 1,634,330 （会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2460 東日本電信電話（株） 電話料
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島5-55

平成17年4月1日 3,956,280
長期継続契約のため（会計法29条の12及び予算決算及び会計令第102
の2）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2461 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北 携帯電話料
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島5-55

平成17年4月1日 5,060,666 （会計法29条の12及び予算決算及び会計令第102の2） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2462 ＫＤＤＩ（株） 携帯電話料
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島5-55

平成17年4月1日 1,077,963 （会計法29条の12及び予算決算及び会計令第102の2） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2463 新庄市水道事業企業出納員 水道料
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島5-55

平成17年4月1日 1,029,446 （会計法29条の12及び予算決算及び会計令第102の2） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2464
（株）パナックス・ジャパ
ン

長井ダム広報施設管理運営
業務

谷田広樹
東北地方整備局長井ダム工事事
務所
山形県長井市館町北6-6

平成17年4月1日 31,605,000
当該業務に必要な経験、知識、提案等を有しているため。（会計法
第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2465 （株）山形新聞社 長井ダム建設事業広報業務

谷田広樹
東北地方整備局長井ダム工事事
務所
山形県長井市館町北6-6

平成17年9月20日 2,362,500
山形県内で随一の発行部数を誇るため、県内への広報として も有
効。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3
号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2466 （株）アイカワ
電子複写機及びプロッタ等
賃貸借及び保守契約

谷田広樹
東北地方整備局長井ダム工事事
務所
山形県長井市館町北6-6

平成17年5月12日 2,172,347
職員が操作に熟知し、導入から３年未満（会計法第29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成２１年度より、国
庫債務負担行為を計上）

2467 富士ゼロックス（株）
電子複写機賃貸借及び保守
契約

谷田広樹
東北地方整備局長井ダム工事事
務所
山形県長井市館町北6-6

平成17年4月1日 1,602,081
常に正常な状態で稼働し、職員が操作に熟知（会計法第29条の3第4
項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

問題があるもの

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１７年度内で完
了）

2468 山形ゼロックス（株）
複写複合機賃貸借及び保守
契約

谷田広樹
東北地方整備局長井ダム工事事
務所
山形県長井市館町北6-6

平成17年4月1日 2,377,444
職員が操作に熟知し、導入から３年未満（会計法第29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度より、国
庫債務負担行為を計上）

2469 山形ゼロックス（株）
複合電子複写機の保守等契
約

谷田広樹
東北地方整備局長井ダム工事事
務所
山形県長井市館町北6-6

平成17年7月29日 3,423,656
当該機の性能を熟知し、アフターサービス体制が確立しているた
め、故障時の迅速な対応が可能（会計法第29条の3第4項及び予算決
算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成２０年度より、国
庫債務負担行為を計上）

2470

長井ダム本体建設第１工事
間・前田・奥村特定建設工
事共同企業体代表者（株）
間組

長井ダム発電取水設備関連
工事

谷田広樹
東北地方整備局長井ダム工事事
務所
山形県長井市館町北6-6

平成17年6月10日 163,275,000
工事箇所が長井ダム本体建設現場内であり、施工スペースや期間が
制約される中、本体工事への影響を 小とし速やかな施工が可能
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

㈱間組
￥81,637,500
前田建設工業㈱
￥48,982,500
 ㈱奥村組
￥32,655,000

2471 （株）東開技術 野川発電所用地調査等業務

谷田広樹
東北地方整備局長井ダム工事事
務所
山形県長井市館町北6-6

平成17年6月1日 5,092,500
本業務は、平成16年度に当該業者が実施した業務と深く関係するも
のであり、緊急に業務を行う必要があるため（会計法第29条の3第4
項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地
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＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載
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契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

2472 日本工営（株）
長井ダム伐採木有効活用検
討業務

谷田広樹
東北地方整備局長井ダム工事事
務所
山形県長井市館町北6-6

平成17年6月28日 2,572,500
過年度(H12)においてプロポーザル方式で特定された業者（会計法第
29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2473 応用地質（株）
長井ダム斜面基礎岩盤観察
業務

谷田広樹
東北地方整備局長井ダム工事事
務所
山形県長井市館町北6-6

平成17年4月4日 33,600,000
過年度(H12)においてプロポーザル方式で特定された業者（会計法第
29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2474 （株）アイ・エヌ・エー
長井ダム経済波及効果検討
業務

谷田広樹
東北地方整備局長井ダム工事事
務所
山形県長井市館町北6-6

平成17年4月11日 19,635,000
過年度(H16)においてプロポーザル方式で特定された業者（会計法第
29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2475 （株）建設技術研究所 長井ダム管理計画検討業務

谷田広樹
東北地方整備局長井ダム工事事
務所
山形県長井市館町北6-6

平成17年4月28日 35,700,000
過年度(H16)においてプロポーザル方式で特定された業者（会計法第
29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2476 日本工営（株）
長井ダム貯水池周辺地すべ
り調査解析業務

谷田広樹
東北地方整備局長井ダム工事事
務所
山形県長井市館町北6-6

平成17年5月19日 90,825,000
過年度(H16)においてプロポーザル方式で特定された業者（会計法第
29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2477 日本工営（株）
長井ダム貯水池周辺地すべ
り対策工測量設計業務

谷田広樹
東北地方整備局長井ダム工事事
務所
山形県長井市館町北6-6

平成18年3月15日 16,275,000
過年度(H16)においてプロポーザル方式で特定された業者（会計法第
29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2478
特定非営利活動法人風土工
学デザイン研究所

長井ダム周辺地域風土工学
調査

谷田広樹
東北地方整備局長井ダム工事事
務所
山形県長井市館町北6-6

平成17年11月28日 10,500,000
環境・風土・地名文化の保全、地域文化の価値付加などを調査研究
及び普及啓蒙活動を行うことを目的に設立された唯一の機関（会計
法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2479 非公表 職員宿舎賃貸料　計３件

谷田広樹
東北地方整備局長井ダム工事事
務所
山形県長井市館町北6-7

平成17年4月1日 17,940,000 （会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

個人情報

2480 非公表
事務所庁舎敷借上料　計６
件

谷田広樹
東北地方整備局長井ダム工事事
務所
山形県長井市館町北6-11

平成17年4月1日 6,980,724 （会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

個人情報

2481
福島地区ハイヤータクシー
協同組合

乗用自動車利用契約

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年4月1日 2,024,930
競争不可（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の
4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

2482
（有）フクシマライフサー
ビス

一般廃棄物処理単価契約

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年4月1日 1,030,405
３者指名で競争の結果当該請負者が落札した（会計法第29条の3第5
項及び予算決算及び会計令第99条第７号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
（平成１９年度は、競争
入札若しくは企画競争に
移行（予定））

単価契約

2483 セコム（株）
福島河川国道事務所管内庁
舎警備業務委託

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年4月1日 3,812,760
競争不可（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の
4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施
（平成１９年度は、公募
を実施（予定））



公共工事の名称、場所、期間、及
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2484
(社)福島県公共嘱託登記土
地家屋調査士協会

公共嘱託登記（土地家屋調
査士）業務　計3件

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年8月16日 8,304,754

本業務の実施に当たっては、不動産の表示に関する登記の専門的知識と
土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士の資格が必要であるととも
に、事務所管内の広域的な範囲で、同時・多量の業務を実施できる能力
を有する必要がある。福島県公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、土
地家屋調査士法第６３条第１項の規定に基づき、表示に関する嘱託登記
の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的に設立された法人であり、
表示登記に関する専門的な知識や技能及び豊富な経験を有するととも
に、現地の状況に精通した土地家屋調査士を有し、公共嘱託表示登記の
専門機関として県内唯一の法人であり、広域かつ同時・多量の本業務を
適切かつ迅速に実施できる能力を有する団体は同協会以外存しない。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

2485
(社)福島県公共嘱託登記司
法書士協会

公共嘱託登記（司法書士）
業務　計2件

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年8月16日 3,118,542

本業務の実施に当たっては、不動産の権利に関する登記の専門的知識と
司法書士法に基づく司法書士の資格が必要であるとともに、事務所管内
の広域的な範囲で、同時・多量の業務を実施できる能力を有する必要が
ある。福島県公共嘱託登記司法書士協会は、司法書士法第６８条第１項
の規定に基づき、権利に関する嘱託登記の適正かつ迅速な実施に寄与
することを目的に設立された法人であり、権利登記に関する専門的な知識
や技能及び豊富な経験を有するとともに、現地の状況に精通した司法書
士を有し、公共嘱託権利登記の専門機関として県内唯一の法人であり、
広域かつ同時・多量の本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する
団体は同協会以外存しない。（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会
計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

2486
パシフィックコンサルタンツ
（株）

多自然型川づくり追跡調査業
務（郡山地区）

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年11月14日 787,500
少額のため（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第7
号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成18年度より競争入
札に移行）

2487 富士調査設計（株）
福島西道路３工区交通実態
調査

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年7月29日 892,500
少額のため（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第7
号）

問題があるもの

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
（平成１９年度は、競争
入札若しくは企画競争に
移行（予定））

2488 富士調査設計（株） 福島西道路渋滞調査

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年7月29日 787,500
少額のため（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第7
号）

問題があるもの

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
（平成１９年度は、競争
入札若しくは企画競争に
移行（予定））

2489 （株）ラジオ福島 河川事業広報企画制作業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年4月1日 2,976,750

福島県内全域をサービスエリアとする中波帯の放送を行っている放
送局の中で外部からの依頼による番組制作が可能な放送局は上記業
者以外にない
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

企画競争を実施

2490 （株）福島民報社
福島県における防災に関す
る広報・運営業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年6月14日 4,929,750

福島県内において新聞を活用したフォーラム等の運営を数多く手が
けており豊富な実績、経験を有していることから、的確かつ効果的
なフォーラムの運営を実施することが期待される
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2491 福島民友新聞（株）
福島県における防災に関す
る広報業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年6月14日 2,362,500

福島県内住民への効果的な広報のためには、県内の新聞発行部数に
おいて主要な位置を占める福島民友新聞社及び福島民報社の両者に
おいて広報されることが必要
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他 企画競争を実施

2492
ふくしま荒川物語実行委員
会

“ふくしま荒川物語”アク
ションプラン策定調査

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年9月20日 5,588,000
荒川の自然環境に関して幅広い分野の知識を有していることから、
本調査を的確かつ迅速に実施できる唯一の団体である
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施

2493
（株）パナックス・ジャパ
ン

阿武隈川情報提供コンテン
ツ等作成業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年9月22日 15,960,000

平成１６年度の業務に引き続きコンテンツ内容の充実及びコンテン
ツ内の新規システム構築等をするものであり、本業務を実施できる
唯一の業者である
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
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契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

2494 （株）ラジオ福島
河川事業広報企画制作業務
（その２）

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年9月30日 2,976,750

福島県内全域をサービスエリアとする中波帯の放送を行っている放
送局の中で外部からの依頼による番組制作が可能な放送局は上記業
者以外にない
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

企画競争を実施

2495 （株）拓和
伏黒・須賀川・白河水位計
補修業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年3月1日 2,520,000
機器の補修には観測機器の製造・設置を行い、機器の内容に精通し
た当該業者に発注する以外にない。
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

問題があるもの 競争入札に移行したもの

2496 東北緑化環境保全（株）
阿武隈川外来植物対策検討
業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年7月6日 4,515,000

平成１６年度の調査結果を踏まえ、継続して河川環境に配慮した効
率的な駆除手法の検討を行うものであることから、本業務を実施で
きるのは上記業者以外にない
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2497
砂防エンジニアリング
（株）

阿武隈川水系砂防施設整備
計画検討業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年7月14日 22,890,000

平成１６年度の検討結果を踏まえ、継続して土砂移動特性の検討、
砂防施設整備計画の検討を行うものであることから、本業務を実施
できるのは上記業者以外にない
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2498 （株）アイ・エヌ・エー
砂防堰堤施設改良影響調査
業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年8月8日 10,395,000

平成１６年の検討結果を踏まえ、継続してスリット化による影響評
価検討を実施するものであることから、本業務を実施できるのは上
記業者以外にない
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2499 （株）建設技術研究所
阿武隈川整備・管理計画検
討業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年9月30日 49,035,000

平成１６年度の検討結果を踏まえ、継続して河川整備計画河道モデ
ルを用いた効果的な事業実施順位の検討及び河川・流域諸元などの
基礎データ及び流出解析モデルのデータベース化を実施するもので
あり、本業務を実施できるのは当業者以外ない
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2500
特定非営利活動法人風土工
学デザイン研究所

荒川流域風土資産検討業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年10月31日 7,350,000
景観デザイン、風土工学に関する専門的な調査・研究を行ってお
り、豊富な資料と経験、高い技術力、一線級の研究者を有している
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2501
特定非営利活動法人日本水
フォーラム

防災意識向上のための情報
提供ツール検討

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年10月31日 8,400,000

本業務の実施に当たっては、防災情報の発信・提供に関する高度な
見識並びに、国内外における 新の防災に対する取り組み等に精通
し、かつ行政上の豊富な知識も併せもっている必要がある。本法人
は、水問題に関わる国内外の水関係者の交流連携窓口となり活動を
支援し、国際的な水問題の解決に寄与することを目的に設立された
特定非営利活

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

2502 （株）建設技術研究所
阿武隈川上流洪水予測シス
テム改良検討業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年12月21日 8,925,000
過年度に現システムを作成した業者であり、阿武隈川の流出計算モ
デルにも精通している
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2503 国立大学法人福島大学
阿武隈川流域の水循環系健
全化に関する調査業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年1月18日 4,777,500
阿武隈川流域の総合的な水循環系に関する調査・研究を行っている
唯一の機関である
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施

2504 （株）エス・シー・シー 道路事業情報誌掲載

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年4月11日 6,721,260
福島都市圏における若年者を対象とした情報誌は「シティ情報ふく
しま」のみ（会計法第29条の3第4項並びに予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

企画競争を実施

2505 （株）エフエム福島
建設事業広報企画制作業務
（上半期）

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年4月1日 7,005,180
ラジオ放送のうち、エフエム福島は福島県内全域をカバーし、青年
層の聴取率が も高い（会計法第29条の3第4項並びに予決令第102条
の4第3号）

見直しの余地があ
り

企画競争を実施

2506 （株）福島民報社 道路防災に関する広報業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年6月24日 1,827,000

県内の新聞発行部数がトップの約4割を占めるとともに、豊富な知
識・実績・経験を有していることから、的確かつ も効果的な広報
業務を実施できる唯一の業者（会計法第29条の3第4項並びに予決令
第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しくは
企画競争に移行）
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2507 （株）福島民報社 道路管理他に関する広報業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年8月19日 1,827,000

県内の新聞発行部数がトップの約4割を占めるとともに、豊富な知
識・実績・経験を有していることから、的確かつ も効果的な広報
業務を実施できる唯一の業者（会計法第29条の3第4項並びに予決令
第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しくは
企画競争に移行）

2508 （株）福島民報社
ふるさとのみちと地域再生に
関する広報業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年11月21日 3,985,800

県内の新聞発行部数がトップの約4割を占めるとともに、豊富な知
識・実績・経験を有していることから、的確かつ も効果的な広報
業務を実施できる唯一の業者（会計法第29条の3第4項並びに予決令
第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しくは
企画競争に移行）

2509
（株）パナックス・ジャパ
ン

阿武隈川上流水防演習企画
検討業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年2月10日 27,258,000
的確かつ効率的に遂行できるため
(会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があ
り

企画競争を実施

2510
ヤナコテクニカルサイエン
ス（株）

水質自動監視装置用指示処
理部修理

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年7月26日 565,950
少額のため（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第7
号）

問題があるもの

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
（平成１９年度は、競争
入札若しくは企画競争に
移行（予定））

2511
ヤナコテクニカルサイエン
ス（株）

南小泉水質監視所測定ユ
ニット基板及びシーケン
サー交換作業

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年8月26日 957,600
少額のため（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第7
号）

問題があるもの

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
（平成１９年度は、競争
入札若しくは企画競争に
移行（予定））

2512 （株）ナカガワ 水位標示板購入

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年2月10日 675,344
少額のため（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第3
号）

問題があるもの

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
（平成１９年度は、競争
入札若しくは企画競争に
移行（予定））

2513 （株）草野測器社
平成１８年度阿武隈川上流
管内重要水防箇所調書付図
作成

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年3月2日 953,400
少額のため（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第7
号）

問題があるもの

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
（平成１９年度は、競争
入札若しくは企画競争に
移行（予定））

2514 （株）ナカガワ 水位標示板購入

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年3月3日 975,334
少額のため（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第3
号）

問題があるもの

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
（平成１９年度は、競争
入札若しくは企画競争に
移行（予定））

2515 （株）ナカガワ
郡山地区重要水防箇所表示
板製作

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年3月8日 992,250
少額のため（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第7
号）

問題があるもの

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
（平成１９年度は、競争
入札若しくは企画競争に
移行（予定））

2516 （株）ナカガワ 水位標示板購入

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年3月15日 995,604
少額のため（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第3
号）

問題があるもの

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
（平成１９年度は、競争
入札若しくは企画競争に
移行（予定））

2517 （株）ナカガワ 水位標示板企画検討

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年3月17日 642,600
少額のため（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第3
号）

問題があるもの

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
（平成１９年度は、競争
入札若しくは企画競争に
移行（予定））

2518 （株）草野測器社
平成１８年度阿武隈川上流
管内重要水防箇所調書付図
製本作成

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年3月17日 635,250
少額のため（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第7
号）

問題があるもの

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
（平成１９年度は、競争
入札若しくは企画競争に
移行（予定））



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

2519 （株）ナカガワ
須賀川地区重要水防箇所表
示板製作設置

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年3月20日 822,150
少額のため（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第7
号）

問題があるもの

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
（平成１９年度は、競争
入札若しくは企画競争に
移行（予定））

2520 （株）ナカガワ
伏黒地区重要水防箇所表示
板製作設置

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年3月24日 850,500
少額のため（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第7
号）

問題があるもの

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
（平成１９年度は、競争
入札若しくは企画競争に
移行（予定））

2521 （株）ナカガワ
福島地区重要水防箇所表示
板製作設置

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年3月27日 907,200
少額のため（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第7
号）

問題があるもの

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
（平成１９年度は、競争
入札若しくは企画競争に
移行（予定））

2522 富士調査設計（株）
北矢野目地区渋滞対策事後
調査（交差点渋滞調査）

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年5月25日 651,000
少額のため（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第7
号）

問題があるもの
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2523 富士調査設計（株）
北矢野目地区渋滞対策事後
調査（旅行速度調査）

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年6月1日 399,000
少額のため（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第7
号）

問題があるもの
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2524 （株）福島放送
渡利横断歩道橋撤去広報業
務（ＫＦＢ）

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年6月28日 1,000,000

歩道橋撤去に伴う通行規制について、利用者への周知徹底を図るた
め福島県内の全民間放送局４局でテレビＣＭを放送するものであ
る。（㈱福島放送分）
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

企画競争を実施

2525 （株）テレビユー福島
渡利横断歩道橋撤去広報業
務（ＴＵＦ）

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年6月28日 1,000,000

歩道橋撤去に伴う通行規制について、利用者への周知徹底を図るた
め福島県内の全民間放送局４局でテレビＣＭを放送するものであ
る。（㈱テレビユー福島分）
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

企画競争を実施

2526 （株）福島中央テレビ
渡利横断歩道橋撤去広報業
務（ＦＣＴ）

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年6月28日 1,000,000

歩道橋撤去に伴う通行規制について、利用者への周知徹底を図るた
め福島県内の全民間放送局４局でテレビＣＭを放送するものであ
る。（㈱福島中央テレビ分）
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

企画競争を実施

2527 東北藤吉工業（株）
道の駅「安達」浄化槽調整ポン
プ等補修作業

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年8月5日 568,680
少額のため（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第7
号）

問題があるもの

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
（平成１９年度は、競争
入札若しくは企画競争に
移行（予定））

2528 東北藤吉工業（株）
道の駅「安達」浄化槽水中ブロ
ワー補修作業

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年8月19日 934,500
少額のため（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第7
号）

問題があるもの

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
（平成１９年度は、競争
入札若しくは企画競争に
移行（予定））

2529 東邦測地（有） 岩谷下交差点速度調査業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年10月7日 960,750
少額のため（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第7
号）

問題があるもの

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
（平成１９年度は、競争
入札若しくは企画競争に
移行（予定））

2530 東邦測地（有）
道の駅「安達」利用実態調査
業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年11月2日 911,400
少額のため（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第7
号）

問題があるもの

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
（平成１９年度は、競争
入札若しくは企画競争に
移行（予定））



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
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講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

2531 東邦測地（有） 道路休憩施設調査業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年11月30日 933,450
少額のため（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第7
号）

問題があるもの

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
（平成１９年度は、競争
入札若しくは企画競争に
移行（予定））

2532 （株）日新土建工業所 弁天橋損傷復旧工事

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年3月31日 32,865,000

（株）日新土建工業所は、弁天橋床版補修工事を実施中の業者であ
り、現場状況の熟知はもとより、資材の確保、交通規制作業の緊急
対応が可能な唯一の業者である。
（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

2533 日本無線（株） トンネル監視モニタ更新

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年2月20日 939,750
３者指名で競争の結果当該請負者が落札した（会計法第29条の3第5
項及び予算決算及び会計令第99条第7号）

問題があるもの

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
（平成１９年度は、競争
入札若しくは企画競争に
移行（予定））

2534 日本無線（株） 道路監視モニタ更新

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年3月10日 953,400
３者指名で競争の結果当該請負者が落札した（会計法第29条の3第5
項及び予算決算及び会計令第99条第7号）

問題があるもの

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
（平成１９年度は、競争
入札若しくは企画競争に
移行（予定））

2535 日本電気興業（株） 無線電話アンテナ設置

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年3月1日 997,500
３者指名で競争の結果当該請負者が落札した（会計法第29条の3第5
項及び予算決算及び会計令第99条第7号）

問題があるもの

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
（平成１９年度は、競争
入札若しくは企画競争に
移行（予定））

2536 日本電気（株） 不正アクセス対策機器修繕

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年8月10日 976,500
３者指名で競争の結果当該請負者が落札した（会計法第29条の3第5
項及び予算決算及び会計令第99条第7号）

問題があるもの

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
（平成１９年度は、競争
入札若しくは企画競争に
移行（予定））

2537 日本電気（株） 情報サーバ保護装置修繕

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年8月10日 921,900
３者指名で競争の結果当該請負者が落札した（会計法第29条の3第5
項及び予算決算及び会計令第99条第7号）

問題があるもの

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
（平成１９年度は、競争
入札若しくは企画競争に
移行（予定））

2538 日本電気（株） 侵入検知システム修繕

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年8月10日 939,750
３者指名で競争の結果当該請負者が落札した（会計法第29条の3第5
項及び予算決算及び会計令第99条第7号）

問題があるもの

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
（平成１９年度は、競争
入札若しくは企画競争に
移行（予定））

2539 日本電気（株）
インターネット用サーバ修
繕

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年8月10日 934,500
３者指名で競争の結果当該請負者が落札した（会計法第29条の3第5
項及び予算決算及び会計令第99条第7号）

問題があるもの

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
（平成１９年度は、競争
入札若しくは企画競争に
移行（予定））

2540 ＫＤＤＩ（株） 電話料 計１２件

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年5月12日 1,458,686
長期継続契約のため（会計法第29条の12及び予算決算及び会計令第
102条の2）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2541 東日本電信電話（株） 電話専用料 計４７件

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年5月19日 3,053,170
長期継続契約のため（会計法第29条の12及び予算決算及び会計令第
102条の2）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2542 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北 携帯電話料 計３８件

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年4月18日 8,900,879
長期継続契約のため（会計法第29条の12及び予算決算及び会計令第
102条の2）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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2543 富士ゼロックス福島（株）
電子複写機賃貸借及び保守
（その１） 計１２件

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年4月1日 18,356,594
競争不可（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の
4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

単価契約

2544 富士ゼロックス福島（株）
電子複写機賃貸借及び保守
（その２） 計１２件

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年4月1日 4,773,644
競争不可（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の
4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

単価契約

2545 福島リコピー販売（株）
電子複写機（大型）賃貸借及
び保守 計１２件

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年4月1日 2,422,223
競争不可（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の
4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

単価契約

2546 （株）いげた
職員宿舎賃貸借料（伏拝宿
舎）

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年4月1日 4,584,000
競争不可（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の
4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2547 非公表
職員宿舎賃貸借料（平内宿
舎）

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年4月1日 1,632,000
競争不可（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の
4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

個人情報

2548 非公表
職員宿舎賃貸借料（北沢又第
二宿舎）

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年4月1日 1,368,000
競争不可（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の
4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

個人情報

2549 福島市水道事業管理者 水道料 計１２件

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年5月12日 2,533,151
長期継続契約のため（会計法第29条の12及び予算決算及び会計令第
102条の2）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2550 非公表 成川文書倉庫賃貸借

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年4月1日 2,496,000
競争不可（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の
4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施
（平成１９年度は公募を
実施（予定））

個人情報

2551 日本郵政公社 後納郵便料 計１２件

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年5月10日 3,327,090
競争不可（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の
4第3号）

見直しの余地があ
り

随意契約によらざるを得
ないもの

2552 （株）建設技術研究所 浜尾地区補足検討業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年11月14日 934,500
契約に係る予定価格が少額であるため（会計法29条第5項及び会計令
99条第1項第7号）

その他
競争入札に移行したもの
（平成19年度より競争入
札に移行）

2553 （株）建設技術研究所 浜尾地区振動調査

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年12月12日 955,500
契約に係る予定価格が少額であるため（会計法29条第5項及び会計令
99条第1項第7号）

その他
競争入札に移行したもの
（平成19年度より競争入
札に移行）

2554 （株）復建技術コンサルタント 安達ヶ原地区補足設計業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年12月19日 955,500
契約に係る予定価格が少額であるため（会計法29条第5項及び会計令
99条第1項第7号）

その他
競争入札に移行したもの
（平成19年度より競争入
札に移行）

2555 （株）復建技術コンサルタント 二本松地区補足設計業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年12月27日 976,500
契約に係る予定価格が少額であるため（会計法29条第5項及び会計令
99条第1項第7号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成19年度より競争入
札に移行）



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
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講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

2556 （株）建設技術研究所 浜尾地区振動要因資料作成

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年1月25日 966,000
契約に係る予定価格が少額であるため（会計法29条第5項及び会計令
99条第1項第7号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成19年度より競争入
札に移行）

2557 （株）復建技術コンサルタント 榎戸地区用地資料作成業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年3月1日 976,500
契約に係る予定価格が少額であるため（会計法29条第5項及び会計令
99条第1項第7号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成19年度より競争入
札に移行）

2558 （株）復建技術コンサルタント
石ヶ崎橋撤去計画資料作成業
務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年3月2日 945,000
契約に係る予定価格が少額であるため（会計法29条第5項及び会計令
99条第1項第7号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成19年度より競争入
札に移行）

2559 日本建設コンサルタント（株）
樋門設計基本諸元照査整理
業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年3月3日 987,000
契約に係る予定価格が少額であるため（会計法29条第5項及び会計令
99条第1項第7号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成19年度より競争入
札に移行）

2560 （株）復建技術コンサルタント 供中地区堤防護岸設計業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年3月6日 976,500
契約に係る予定価格が少額であるため（会計法29条第5項及び会計令
99条第1項第7号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成19年度より競争入
札に移行）

2561 （株）復建技術コンサルタント 油井地区仮設道路設計業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年3月7日 945,000
契約に係る予定価格が少額であるため（会計法29条第5項及び会計令
99条第1項第7号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成19年度より競争入
札に移行）

2562 （株）ニュージェック
滑川地区水路横断施設設計
業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年3月10日 861,000
契約に係る予定価格が少額であるため（会計法29条第5項及び会計令
99条第1項第7号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成19年度より競争入
札に移行）

2563 （株）ニュージェック
谷地揚水機場取水施設等設
計業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年3月10日 882,000
契約に係る予定価格が少額であるため（会計法29条第5項及び会計令
99条第1項第7号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成19年度より競争入
札に移行）

2564 （株）三協技術
荒川保安林調査図等作成業
務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年3月13日 630,000
契約に係る予定価格が少額であるため（会計法29条第5項及び会計令
99条第1項第7号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成19年度より競争入
札に移行）

2565 （株）三協技術
荒川樹林帯維持管理計画補
足検討業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年3月13日 934,500
契約に係る予定価格が少額であるため（会計法29条第5項及び会計令
99条第1項第7号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成19年度より競争入
札に移行）

2566 日本建設コンサルタント（株）
樋門設計構造照査とりまとめ
業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年3月14日 987,000
契約に係る予定価格が少額であるため（会計法29条第5項及び会計令
99条第1項第7号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成19年度より競争入
札に移行）

2567 日本建設コンサルタント（株） 古坦樋門他設計整理業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年3月15日 966,000
契約に係る予定価格が少額であるため（会計法29条第5項及び会計令
99条第1項第7号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成19年度より競争入
札に移行）

2568 （株）復建技術コンサルタント
油井川橋撤去計画資料作成
業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年3月20日 945,000
契約に係る予定価格が少額であるため（会計法29条第5項及び会計令
99条第1項第7号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成19年度より競争入
札に移行）



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地
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（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

2569 富士電機システムズ（株）
中山トンネル換気制御設備
改修工事

杉崎光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈夫
内28-1

平成17年8月24日 14,962,500
既設設備と密接不可分な関係であるため、（会計法第29条の3第4項
及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2570 アンリツ（株） 道路情報表示設備改良工事

杉崎光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈夫
内28-1

平成17年10月11日 27,037,500
既設設備と密接不可分な関係であるため、（会計法第29条の3第4項
及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施

2571 （株）クボタ
島排水機場道路排水設備修
繕工事

杉崎光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈夫
内28-1

平成17年11月22日 25,200,000
設備全体の機能と密接不可分であるため、（会計法第29条の3第4項
及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの

2572 日本無線（株） 道路情報システム改良工事

杉崎光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈夫
内28-1

平成17年12月21日 67,200,000
既設設備と密接不可分な関係であるため、（会計法第29条の3第4項
及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施

2573 鈴宏建設（株） 笹原川橋損傷復旧工事

杉崎光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈夫
内28-1

平成17年12月21日 2,466,500
道路損傷により緊急復旧の必要に応じ、（会計法第29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2574 三菱電機（株）
郡山道路画像監視設備改良
工事

杉崎光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈夫
内28-1

平成18年2月7日 11,550,000
既設設備と密接不可分な関係であるため、（会計法第29条の3第4項
及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施

2575 （株）ケー・シー・エス
郡山都市圏交通需要マネジ
メント検討業務

杉崎光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈夫
内28-1

平成17年4月28日 20,580,000
簡易プロポーザル方式により、会計法第29条の3第4項及び予算決算
及び会計令第102条の4第3号

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2576 （株）福山コンサルタント
猪苗代拡幅事業整備効果検
討業務

杉崎光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈夫
内28-1

平成17年5月2日 12,316,500
簡易プロポーザル方式により、会計法第29条の3第4項及び予算決算
及び会計令第102条の4第3号

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2577
（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

郡山管内休憩施設等整備調
査等計画業務

杉崎光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈夫
内28-1

平成17年5月2日 14,175,000
簡易プロポーザル方式により、会計法第29条の3第4項及び予算決算
及び会計令第102条の4第3号

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2578 （財）林野弘済会
田母神地区国有林野所管換
申請図書作成等業務

杉崎光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈夫
内28-1

平成17年11月11日 17,598,000

森林法、国有林野測定規定等の法令等を遵守し、森林管理局との調
整を図りながら業務を実施する必要があるため、専門的な能力並び
に信頼性が求められる。財団法人林野弘済会は、森林、林業に関す
る施策の推進に寄与することを目的とした法人で、林野行政に係る
十分な知識や能力、豊富な経験を有する団体であり、本業務を実施
できる唯一の法人である。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及
び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成１８年度より競争
入札に移行）

2579 （株）アクティオ
島排水機場仮設発電機賃貸
借

杉崎光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈夫
内28-1

平成17年4月1日 4,853,520
既設設備と密接不可分な関係であるため、（会計法第29条の3第4項
及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2580 オムロンティー・エー・エス（株） 交通量常時観測装置賃貸借

杉崎光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈夫
内28-1

平成17年4月1日 1,071,000
既設設備と密接不可分な関係であるため、（会計法第29条の3第4項
及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2581 （株）福島民報社
「甲子道路外事業の女性向け
広報」新聞掲載

杉崎光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈夫
内28-1

平成17年10月11日 3,922,800
道路事業に精通し効果的な広報が必要なため、（会計法第29条の3第
4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１７年度限り）



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量
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随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

2582 （株）福島民報社
「猪苗代拡幅広報及び雪道情
報」新聞掲載

杉崎光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈夫
内28-1

平成17年11月18日 1,411,200
道路事業に精通し効果的な広報が必要なため、（会計法第29条の3第
4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１７年度限り）

2583 福島民友新聞（株）
「猪苗代拡幅広報及びゆき道
情報」新聞掲載

杉崎光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈夫
内28-1

平成17年11月18日 1,323,000
道路事業に精通し効果的な広報が必要なため、（会計法第29条の3第
4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１７年度限り）

2584 （株）福島民報社
「街道と地域づくりを考える広
報」新聞掲載

杉崎光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈夫
内28-1

平成18年1月19日 3,024,000
道路事業に精通し効果的な広報が必要なため、（会計法第29条の3第
4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しくは
企画競争に移行）

2585 福島民友新聞（株）
「今後の道づくりと地域づくりに
ついての提言」新聞掲載

杉崎光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈夫
内28-1

平成18年1月19日 2,551,500
道路事業に精通し効果的な広報が必要なため、（会計法第29条の3第
4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しくは
企画競争に移行）

2586 エースコンサルタンツ（株）
無線中継所設置位置検討業
務

杉崎光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈夫
内28-1

平成17年8月24日 945,000 少額随契のため、（会計法第29条の3第5項予決算令第99条第3号）
見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2587
（社）日本労働安全衛生コンサ
ルタント会

建設工事現場における工事安
全対策等の点検業務（甲子道
路）

杉崎光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈夫
内28-1

平成17年4月8日 582,540 少額随契のため、（会計法第29条の3第5項予決算令第99条第3号）
見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2588 日本郵政公社 後納郵便料

杉崎光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈夫
内28-1

平成17年4月1日 2,212,355 （会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号） その他
随意契約によらざるを得な
いもの

2589 東日本電信電話（株） 電話料

杉崎光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈夫
内28-1

平成17年4月1日 5,832,912 （会計法第29条の12及び予算決算及び会計令第102の2） その他
随意契約によらざるを得な
いもの

2590 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料

杉崎光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈夫
内28-1

平成17年4月1日 2,305,446 （会計法第29条の12及び予算決算及び会計令第102の2） その他
随意契約によらざるを得な
いもの

2591 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北 携帯電話料

杉崎光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈夫
内28-1

平成17年4月1日 3,532,724 （会計法第29条の12及び予算決算及び会計令第102の2） その他
その他（競争入札若しくは
企画競争に移行）

2592 郡山市水道事業企業出納員 上下水道

杉崎光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈夫
内28-1

平成17年4月1日 1,354,906 （会計法第29条の12及び予算決算及び会計令第102の2） その他
随意契約によらざるを得な
いもの

2593
（社）福島県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会

公共嘱託表示登記業務

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

平成17年5月18日 4,025,960

本業務の実施に当たっては、不動産の表示に関する登記の専門的知識と
土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士の資格が必要であるととも
に、事務所管内の広域的な範囲で、同時・多量の業務を実施できる能力
を有する必要がある。福島県公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、土
地家屋調査士法第６３条第１項の規定に基づき、表示に関する嘱託登記
の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的に設立された法人であり、
表示登記に関する専門的な知識や技能及び豊富な経験を有するととも
に、現地の状況に精通した土地家屋調査士を有し、公共嘱託表示登記の
専門機関として県内唯一の法人であり、広域かつ同時・多量の本業務を
適切かつ迅速に実施できる能力を有する団体は同協会以外存しない。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由
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＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載
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契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

2594
（社）福島県公共嘱託登記
司法書士協会

公共嘱託権利業務

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

平成17年5月18日 1,360,104

本業務の実施に当たっては、不動産の権利に関する登記の専門的知識と
司法書士法に基づく司法書士の資格が必要であるとともに、事務所管内
の広域的な範囲で、同時・多量の業務を実施できる能力を有する必要が
ある。福島県公共嘱託登記司法書士協会は、司法書士法第６８条第１項
の規定に基づき、権利に関する嘱託登記の適正かつ迅速な実施に寄与
することを目的に設立された法人であり、権利登記に関する専門的な知識
や技能及び豊富な経験を有するとともに、現地の状況に精通した司法書
士を有し、公共嘱託権利登記の専門機関として県内唯一の法人であり、
広域かつ同時・多量の本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する
団体は同協会以外存しない。（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会
計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

2595 （株）福島民報社 相馬地域道路広報業務
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町8－1

平成18年3月24日 1,165,500
同社は道路事業などについて積極的な報道に努めている。また、発
行部数において、福島県内で主要な位置を占めている。（会計法第
29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2596 （株）福島民報社
福島県浜通り地方交流支援
広報業務

田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町8－1

平成18年3月24日 2,835,000
同社は道路事業などについて積極的な報道に努めている。また、発
行部数において、福島県内で主要な位置を占めている。（会計法第
29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2597
（社）福島県公共嘱託登記
司法書士協会

公共嘱託登記（権利登記）
業務（単価契約）

田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町8－1

平成17年6月14日 1,224,550

本業務の実施に当たっては、不動産の権利に関する登記の専門的知識と
司法書士法に基づく司法書士の資格が必要であるとともに、事務所管内
の広域的な範囲で、同時・多量の業務を実施できる能力を有する必要が
ある。福島県公共嘱託登記司法書士協会は、司法書士法第６８条第１項
の規定に基づき、権利に関する嘱託登記の適正かつ迅速な実施に寄与
することを目的に設立された法人であり、権利登記に関する専門的な知識
や技能及び豊富な経験を有するとともに、現地の状況に精通した司法書
士を有し、公共嘱託権利登記の専門機関として県内唯一の法人であり、
広域かつ同時・多量の本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する
団体は同協会以外存しない。（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会
計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

2598
（社）福島県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会

公共嘱託登記（表示登記）
業務（単価契約）

田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町8－1

平成17年6月14日 4,115,925

本業務の実施に当たっては、不動産の表示に関する登記の専門的知識と
土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士の資格が必要であるととも
に、事務所管内の広域的な範囲で、同時・多量の業務を実施できる能力
を有する必要がある。福島県公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、土
地家屋調査士法第６３条第１項の規定に基づき、表示に関する嘱託登記
の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的に設立された法人であり、
表示登記に関する専門的な知識や技能及び豊富な経験を有するととも
に、現地の状況に精通した土地家屋調査士を有し、公共嘱託表示登記の
専門機関として県内唯一の法人であり、広域かつ同時・多量の本業務を
適切かつ迅速に実施できる能力を有する団体は同協会以外存しない。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

2599 いわき市水道事業管理者 水道料
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町8－1

平成17年6月17日 1,107,532 長期継続契約（会計法第29条の12予算決算及び会計令102条の2） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2600
（株）エヌ・ティ・ティ・
ドコモ東北

パケット通信料（プローブ
車載機）

田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町8－1

平成17年5月16日 1,449,000 長期継続契約（会計法第29条の12予算決算及び会計令102条の2） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2601
（株）エヌ・ティ・ティ・
ドコモ東北

電話料
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町8－1

平成17年5月13日 3,561,490 長期継続契約（会計法第29条の12予算決算及び会計令102条の2） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2602
（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

浜通り地方における医療支
援道路計画調査

田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町8－1

平成17年5月31日 12,285,000
１６年度に２ヶ年に渡る業務としてプロポーザル方式により選定を
行い、 も優れた提案をした設計者であると評価された（会計法第
29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2603 （株）建設環境研究所 三和地区環境調査
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町8－1

平成17年4月12日 41,895,000

本業務は平成１６年度より２ヶ年にわたる業務としてプロポーザル
方式により選定を行っており、１７年度は２ヶ年目の業務として随
意契約を行った。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令
第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）
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及び数量
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件数
契約の相手方の商号又は名称、及
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2604 （株）ドーコン
いわき地区道路概略検討業
務

田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町8－1

平成17年9月27日 22,260,000

本業務は平成１６年度より２ヶ年にわたる業務としてプロポーザル
方式により選定を行っており、１７年度は２ヶ年目の業務として随
意契約を行った。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令
第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2605 （株）トーホー
電子図面複写機賃貸借及び
保守契約

田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町8－1

平成17年4月1日 6,446,160
リース期間中による継続（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び
会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度より、国
庫債務負担行為を計上）

単価契約

2606 （株）福山コンサルタント 磐城管内道路整備検討業務
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町8－1

平成17年8月24日 32,235,000

本業務は平成１６年度より３ヶ年にわたる業務としてプロポーザル
方式により選定を行っており、１７年度は２ヶ年目の業務として随
意契約を行った。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令
第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2607 （株）福山コンサルタント 相双地区道路概略検討業務
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町8－1

平成17年8月29日 33,705,000

本業務は平成１６年度より３ヶ年にわたる業務としてプロポーザル
方式により選定を行っており、１７年度は２ヶ年目の業務として随
意契約を行った。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令
第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2608
（財）日本システム開発研
究所

相双地域活性化支援検討業
務

田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町8－1

平成17年11月1日 6,720,000

同法人は地域づくりや情報発信について豊富な経験と実績を有して
おり、さらに、当該地域の地域振興方策等についても精通してい
る。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3
号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2609 ジャパンソルト（株）
凍結抑制剤（塩化ナトリウ
ム）購入単価契約

田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町8－1

平成17年10月24日 12,166,560
不落随意契約（会計法29条の3第5項並びに予算決算及び会計令第99
条の2）

その他 競争入札に移行したもの
単価契約
不落随契

2610 セコム（株） 庁舎機械警備委託
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町8－1

平成17年4月1日 2,536,380
庁舎等警備については、新たな機器の設置及び配線を設営すること
による、警備における空白時間の発生を避ける必要があるため。
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2611 東部瓦斯（株） ガス料
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町8－1

平成17年4月22日 1,207,370 長期継続契約（会計法第29条の12予算決算及び会計令102条の2） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2612 日栄地質測量設計（株）
管内基礎データ管理システ
ム改良業務

田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町8－1

平成17年12月8日 6,720,000
現在運用しているシステムを構築した会社が唯一、改良に必要なシ
ステムを所有しているため。（同社が現システムを構築している）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

2613 日新設計（株）
磐城国道事務所道路施設設
計業務

田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町8－1

平成17年9月2日 5,775,000
過年度に実施設計を行っており経緯等に精通するとともに著作権を
有する（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4
第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2614 日本郵政公社 後納郵便料
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町8－1

平成17年4月1日 1,683,295 （会計法第29条の3第4項） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2615 東日本電信電話（株） 電話料
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町8－1

平成17年4月25日 3,641,425 長期継続契約（会計法第29条の12予算決算及び会計令102条の2） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2616 東日本電信電話（株） 電話専用料
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町8－1

平成17年5月16日 2,632,014 長期継続契約（会計法第29条の12予算決算及び会計令102条の2） その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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2617 富士ゼロックス福島（株）
電子複写機賃貸借及び保守
契約

田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町8－1

平成17年4月1日 13,012,241
リース期間中による継続（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び
会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度より、国
庫債務負担行為を計上）

単価契約

2618 東芝ファイナンス（株）
パーソナルコンピュータ賃
貸借（その１）

田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町8－1

平成17年4月1日 2,151,765
3年リースで平成15年度競争入札で契約、本年度は3年目（会計法第
29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2619 藤庄印刷（株） 新聞記事検索システム修繕
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町8－1

平成17年11月16日 588,000
現在運用しているシステムを構築した会社が唯一、改良に必要なシ
ステムを所有しているため。（同社が現システムを構築している）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2620 藤庄印刷（株）
磐城国道事務所ホームペー
ジ作成業務

田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町8－1

平成17年11月30日 3,688,860
標準プロポーザル方式により選定を行い、 も優れた提案をした設
計者であると評価された（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び
会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2621 藤庄印刷（株）
画像データ検索システム改
良検討業務

田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町8－1

平成18年1月17日 6,006,000

現在運用しているシステムを構築した会社が唯一、改良に必要なシ
ステムを所有しているため。（同社が現システムを構築し、著作権
も有している）（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第
102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2622 日本工営（株）
大利地区地すべり自動観測
用端末装置設置工事

田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町8－1

平成18年2月10日 3,412,500

地滑り自動観測装置の端末装置の設置を行うもので、福島県設置の
システムとのデータの統一性・整合性・確実性を高めるため、福島
県において設置したシステムを採用するものである（会計法第29条
の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2623 福島民報社
安全・安心の道づくりに関
する広報業務

田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町8－1

平成17年11月18日 2,520,000
同社は道路事業などについて積極的な報道に努めている。また、発
行部数において、福島県内で主要な位置を占めている。（会計法第
29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2624 福島民友新聞（株）
「管内道路整備効果ＰＲ」
新聞広告掲載

田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町8－1

平成17年7月1日 3,118,500

作文募集は同社が主催し、入選作品の著作権は同社に帰属ものであ
ることから特定される。また同社は同様のコンクール及び道作りに
関連した広報広告を積極的に行っている。（会計法第29条の3第4項
及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2625 福島民友新聞（株）
地域づくりに関する広報業
務

田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町8－1

平成17年11月18日 3,513,300
同社は道路事業などについて積極的な報道に努めている。また、発
行部数において、福島県内で主要な位置を占めている。（会計法第
29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2626 福島民友新聞（株）
道路の防災に関する広報業
務

田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町8－1

平成17年11月18日 1,354,500
同社は道路事業などについて積極的な報道に努めている。また、発
行部数において、福島県内で主要な位置を占めている。（会計法第
29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2627 大平建設（株） 高松宿舎建築その２工事

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

平成17年9月30日 72,817,500
前工事施工により工期短縮、経費節減、安全・円滑かつ適切な施工
を確保するため（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第
102条の4第4号イ）

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

2628 中央開発（株）
田瀬ダム水源地域ビジョン策
定支援業務

石黒正
東北地方整備局北上川ダム統合
管理事務所
盛岡市下厨川字四十四田１

平成17年6月3日 16,905,000
前年度プロポーザル方式により特定されており収集した情報、検討
上の問題・課題等履行の経緯を熟知しているため（会計法第29条の3
第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2629 （株）建設技術研究所
四十四田ダム堆砂対策施設
検討業務

石黒正
東北地方整備局北上川ダム統合
管理事務所
盛岡市下厨川字四十四田１

平成17年8月24日 15,645,000
過去プロポーザル方式により特定され知識と経験を有し、地域状況
を把握しているため（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計
令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）
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2630 日本建設コンサルタント（株） 洪水予測システム改良業務

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

平成17年9月21日 14,469,000
過去当システムを構築し、以後毎年改良業務を行っておりシステム
構築の経緯に精通しているため（会計法第29条の3第4項及び予算決
算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2631 （社）日本森林技術協会
四十四田ダム及び湯田ダム水
源地域土地利用区分図作成

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

平成17年11月25日 7,203,000
特殊な技術、機器、設備、システム、データ等を必要とする業務の
ため（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3
号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2632 （株）仙台測器社
ダム総合気象観測装置等保
守点検

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

平成17年8月19日 4,672,500
競争入札に付し、再度入札しても落札者がなかったため（会計法第
29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条の2）

その他 競争入札に移行したもの 不落随契

2633 セコム（株）
北上川ダム統合管理事務所
防犯・火災監視提供業務

石黒正
東北地方整備局北上川ダム統合
管理事務所
盛岡市下厨川字四十四田１

平成17年4月1日 4,156,740
緊急時の対応が可能なため（会計法第29条の3第4項及び予算決算及
び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施
（平成１９年度より公
募）

2634 （社）錦秋湖整備協会
湯田ダム（川尻地区他）清掃
作業等委託

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

平成17年7月28日 2,761,080
実績が豊富で業務に精通しているため（会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2635 （株）旭商会 御所ダム漏水量計修繕

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

平成18年3月23日 2,604,000
当該機器を設置し、機器構成を熟知しているため（会計法第29条の3
第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

問題があるもの 競争入札に移行したもの

2636 （株）日立ビルシステム
湯田ダムエレベータ保守点検
業務

石黒正
東北地方整備局北上川ダム統合
管理事務所
盛岡市下厨川字四十四田１

平成17年4月7日 1,927,800
当該設備を設置し、構造・機能に精通していて、緊急時対応も可能
なため（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4
第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施

2637 日立造船（株）
御所ダム副ゲート開閉装置整
備業務

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

平成18年3月14日 1,312,500
当該装置を設計・施工し、構造・機能に精通していてるため（会計
法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2638 （株）和興建設
田瀬ダム小舟渡宿舎３０１号
棟浴室改修

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

平成17年11月22日 876,750
少額のため（会計法第29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条
第7号）

問題があるもの 競争入札に移行したもの

2639 （株）和興建設
田瀬ダム小舟渡宿舎３０２号
棟浴室改修

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

平成18年1月13日 876,750
少額のため（会計法第29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条
第7号）

問題があるもの 競争入札に移行したもの

2640 （株）和興建設
田瀬ダム小舟渡宿舎３０３号
棟浴室改修

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

平成17年12月13日 862,050
少額のため（会計法第29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条
第7号）

問題があるもの 競争入札に移行したもの

2641 （株）和興建設
田瀬ダム小舟渡宿舎３０４号
棟浴室改修

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

平成18年2月1日 862,050
少額のため（会計法第29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条
第7号）

問題があるもの 競争入札に移行したもの

2642 （株）和興建設 田瀬ダム城内宿舎浴室改修

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

平成17年11月8日 918,750
少額のため（会計法第29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条
第7号）

問題があるもの 競争入札に移行したもの



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

2643 昭栄建設（株）
岩脇宿舎１号棟漏水修繕（Ⅰ
－１０１号室）

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

平成18年2月15日 105,000
少額のため（会計法第29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条
第7号）

問題があるもの 競争入札に移行したもの

2644 昭栄建設（株）
岩脇宿舎風呂場給湯設備修
繕（Ⅰ－１０１）

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

平成17年12月7日 294,000
少額のため（会計法第29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条
第7号）

問題があるもの 競争入札に移行したもの

2645 昭栄建設（株）
岩脇宿舎風呂場給湯設備修
繕（Ⅰ－１０２）

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

平成17年11月29日 294,000
少額のため（会計法第29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条
第7号）

問題があるもの 競争入札に移行したもの

2646 昭栄建設（株）
岩脇宿舎風呂場給湯設備修
繕（Ⅰ－２０１）

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

平成17年12月19日 294,000
少額のため（会計法第29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条
第7号）

問題があるもの 競争入札に移行したもの

2647 昭栄建設（株）
岩脇宿舎風呂場給湯設備修
繕（Ⅰ－２０２）

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

平成18年1月30日 294,000
少額のため（会計法第29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条
第7号）

問題があるもの 競争入札に移行したもの

2648 昭栄建設（株）
岩脇宿舎風呂場給湯設備修
繕（Ⅰ－３０１）

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

平成18年2月23日 294,000
少額のため（会計法第29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条
第7号）

問題があるもの 競争入札に移行したもの

2649 昭栄建設（株）
岩脇宿舎風呂場給湯設備修
繕（Ⅰ－３０２）

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

平成18年3月1日 294,000
少額のため（会計法第29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条
第7号）

問題があるもの 競争入札に移行したもの

2650 昭栄建設（株）
岩脇宿舎風呂場給湯設備修
繕（Ⅱ－１０１）

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

平成18年3月20日 294,000
少額のため（会計法第29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条
第7号）

問題があるもの 競争入札に移行したもの

2651 昭栄建設（株）
岩脇宿舎風呂場給湯設備修
繕（Ⅱ－１０２）

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

平成18年2月2日 294,000
少額のため（会計法第29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条
第7号）

問題があるもの 競争入札に移行したもの

2652 昭栄建設（株）
岩脇宿舎風呂場給湯設備修
繕（Ⅱ－２０１）

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

平成18年1月20日 294,000
少額のため（会計法第29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条
第7号）

問題があるもの 競争入札に移行したもの

2653 昭栄建設（株）
岩脇宿舎風呂場給湯設備修
繕（Ⅱ－２０２）

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

平成18年3月15日 309,750
少額のため（会計法第29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条
第7号）

問題があるもの 競争入札に移行したもの

2654 昭栄建設（株）
岩脇宿舎風呂場内装修繕（Ⅰ
－１０１）

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

平成17年11月28日 808,500
少額のため（会計法第29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条
第7号）

問題があるもの 競争入札に移行したもの

2655 昭栄建設（株）
岩脇宿舎風呂場内装修繕（Ⅰ
－１０２）

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

平成17年11月17日 808,500
少額のため（会計法第29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条
第7号）

問題があるもの 競争入札に移行したもの



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

2656 昭栄建設（株）
岩脇宿舎風呂場内装修繕（Ⅰ
－２０１）

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

平成17年12月9日 808,500
少額のため（会計法第29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条
第7号）

問題があるもの 競争入札に移行したもの

2657 昭栄建設（株）
岩脇宿舎風呂場内装修繕（Ⅰ
－２０２）

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

平成18年1月13日 808,500
少額のため（会計法第29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条
第7号）

問題があるもの 競争入札に移行したもの

2658 昭栄建設（株）
岩脇宿舎風呂場内装修繕（Ⅰ
－３０１）

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

平成18年2月6日 955,500
少額のため（会計法第29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条
第7号）

問題があるもの 競争入札に移行したもの

2659 昭栄建設（株）
岩脇宿舎風呂場内装修繕（Ⅰ
－３０２）

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

平成18年2月17日 955,500
少額のため（会計法第29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条
第7号）

問題があるもの 競争入札に移行したもの

2660 昭栄建設（株）
岩脇宿舎風呂場内装修繕（Ⅱ
－１０１）

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

平成18年3月3日 808,500
少額のため（会計法第29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条
第7号）

問題があるもの 競争入札に移行したもの

2661 昭栄建設（株）
岩脇宿舎風呂場内装修繕（Ⅱ
－１０２）

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

平成18年1月20日 808,500
少額のため（会計法第29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条
第7号）

問題があるもの 競争入札に移行したもの

2662 昭栄建設（株）
岩脇宿舎風呂場内装修繕（Ⅱ
－２０１）

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

平成18年1月17日 808,500
少額のため（会計法第29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条
第7号）

問題があるもの 競争入札に移行したもの

2663 昭栄建設（株）
岩脇宿舎風呂場内装修繕（Ⅱ
－２０２）

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

平成18年3月10日 808,500
少額のため（会計法第29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条
第7号）

問題があるもの 競争入札に移行したもの

2664 （株）旭商会
四十四田ダム漏水量計購入
据付

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

平成17年7月8日 3,780,000
競争入札に付し、再度入札しても落札者がなかったため（会計法第
29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条の2）

その他 競争入札に移行したもの 不落随契

2665 岩手ゼロックス（株）
電子複写機（モノクロ・カラー）
賃貸借及び保守

石黒正
東北地方整備局北上川ダム統合
管理事務所
盛岡市下厨川字四十四田１

平成17年4月1日 3,640,240
リース初年度に長期継続使用を前提として競争した契約のため（会
計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成２１年度より、国
庫債務負担行為を計上）



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由
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講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

2666 （株）三幸堂ビジネス
電子複写機（図面）賃貸借及
び保守

石黒正
東北地方整備局北上川ダム統合
管理事務所
盛岡市下厨川字四十四田１

平成17年4月1日 1,509,461
リース初年度に長期継続使用を前提として競争した契約のため（会
計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成２１年度より、国
庫債務負担行為を計上）

2667 岩手ゼロックス（株）
電子複写機賃貸借及び保守
（事務所）

石黒正
東北地方整備局北上川ダム統合
管理事務所
盛岡市下厨川字四十四田１

平成17年4月1日 1,404,601
リース初年度に長期継続使用を前提として競争した契約のため（会
計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度より、国
庫債務負担行為を計上）

2668 扶桑電通（株）
パーソナルコンピュータ外賃貸
借及び保守

石黒正
東北地方整備局北上川ダム統合
管理事務所
盛岡市下厨川字四十四田１

平成17年4月1日 3,908,100
リース初年度に長期継続使用を前提として競争した契約のため（会
計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成２１年度より、国
庫債務負担行為を計上）

2669 盛岡地区タクシー業協同組合 乗用自動車利用契約

石黒正
東北地方整備局北上川ダム統合
管理事務所
盛岡市下厨川字四十四田１

平成17年4月1日 1,096,920
供給元が一のため又は契約の性質に競争性がない（会計法第29条の3
第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2670 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北 電話料

石黒正
東北地方整備局北上川ダム統合
管理事務所
盛岡市下厨川字四十四田１

平成17年4月1日 2,788,726
供給元が一のため又は契約の性質に競争性がない（会計法第29条の3
第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2671 東日本電信電話（株） 電話料

石黒正
東北地方整備局北上川ダム統合
管理事務所
盛岡市下厨川字四十四田１

平成17年4月1日 3,694,008
供給元が一のため又は契約の性質に競争性がない（会計法第29条の3
第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2672 （株）管理システム
パーソナルコンピュータ賃
貸借（その2）

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

平成17年4月1日 1,219,680

現在運用しているシステムが完全に動作することが必須であり、万
一トラブルがあった場合のアフターサービス体制が確立されてい
る。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3
号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成１８年度より本局
一括調達。）

2673 山形ゼロックス（株） 大型電子複写機賃貸借

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

平成17年4月1日 1,764,000
相手方より継続して借り入れることが得策。（会計法第29条の3第4
項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成２１年度より国庫
債務負担行為を計上）

2674 山形ゼロックス（株） 電子複写機保守契約

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

平成17年4月1日 3,877,130
設置している電子複写機の機能を も熟知しアフターサービス体制
が確立され故障時に迅速な対応ができるのは相手方以外にない。
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度より国庫
債務負担行為を計上）

2675 東日本電信電話（株） 電話料

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

平成17年5月6日 1,265,096 （会計法29条の12及び予算決算及び会計令第102条の2第4項） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2676
（株）エヌ・ティ・ティ・
ドコモ東北

携帯電話料

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

平成17年5月18日 2,159,644 （会計法29条の12及び予算決算及び会計令第102条の2第4項） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2677 飯豊町長 水道料

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

平成17年5月24日 1,416,704 （会計法29条の12及び予算決算及び会計令第102条の2第3項） その他
随意契約によらざるを得
ないもの



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量
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（円）
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2678 山形県企業管理者 白川ダム供給電気料

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

平成17年10月5日 3,025,897 代替性がないため その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2679 （株）イスミック
寒河江ダム取水設備補修工
事

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

平成17年8月22日 38,850,000

本補修工事の施工にあたっては、この施工業者固有の技術に関する
詳細を知り得る選択取水設備の施工業者である石川島播磨重工業㈱
と保守点検業務について業務協定により技術提携を結んでいる㈱イ
スミックと契約する以外にない。（会計法第29条の3第4項及び予算
決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの

2680 東光計測（株）
白川ダム水質自動観測装置
補修工事

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

平成17年10月11日 3,790,500

本機器は平成12年度に相手方が新設した機器である。その仕様は同
業者が保有する技術に基づき設計製作・設置したもので、本工事で
は同業者が持ちうる固有の専門技術が必要である。（会計法第29条
の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの

2681 （株）建設技術研究所
寒河江ダム水源地域ビジョ
ン推進業務

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

平成17年6月16日 6,300,000

過年度業務を通じて水源地域ビジョンの内容に精通しており関係機
関との調整事務の実績から地域の信頼も厚く本業務を円滑かつ確実
に遂行できる。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第
102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2682
三井共同建設コンサルタン
ト（株）

白川ダム水源地域ビジョン推
進業務

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

平成17年6月16日 5,302,500

過年度業務を通じて水源地域ビジョンの内容に精通しており関係機
関との調整事務の実績から地域の信頼も厚く本業務を円滑かつ確実
に遂行できる。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第
102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2683 （株）ウェザーニューズ 防災業務支援情報提供業務

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

平成17年6月7日 3,423,000
同社はダム流域特性を反映したシステムを保有している。（会計法
第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
公募を実施
（平成１９年度より。
（予定））

2684
パシフィックコンサルタン
ツ（株）

白川ダム貯水池堆砂有効利
用検討業務

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

平成17年6月16日 5,355,000

過年度に渡り本業務を遂行し業務内に精通しているとともに、試験
栽培を行っている地元住民・自治体との調整実績から地元からの信
頼も厚く本業務を円滑かつ確実に遂行できる。（会計法第29条の3第
4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2685 （株）日立ビルシステム エレベータ設備点検業務

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

平成17年4月1日 1,764,000
当該業務に精通しており、製作会社のサービス会社のため。（会計
法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施

2686 青森綜合警備保障（株）
浅瀬石川ダム管理所機械警
備委託

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

平成17年4月1日 1,260,000
独自の機械警備システムを開発し、近隣地区の官公庁や、民間企業
等での実績が多数あり信頼性が非常に高いため。（会計法29条の3第
4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施

2687 （財）黒石市観光開発公社 浅瀬石川ダム現地案内業務

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

平成17年4月1日 3,780,000
ダム資料館等の管理運営を行っており、ダム管理及びダム周辺環境
に精通し、卓越した知識と豊富な経験を有しているため。（会計法
29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施

2688 山田石油店 ガソリン外３点単価契約

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

平成17年5月10日 1,680,677
管理所及び流域管理施設より一番近い給油所のため。（会計法29条
の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

2689 （財）黒石市観光開発公社 ダム周辺維持管理作業

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

平成17年9月1日 3,276,000
ダム管理の概要及びダム周辺環境に精通し、信頼性も高く、卓越し
た知識と豊富な経験を有しているため。（会計法29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施
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2690 （株）日立ビルシステム
浅瀬石川ダム堤内エレベー
タ設備修繕工事

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

平成17年10月24日 1,428,000
設計、製作、据付を行った業者の堤内エレベータの保守及び修理業
務を継承した唯一の業者であるため。（会計法29条の3第4項及び予
算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（一般競争入札に移行）

2691 （株）イスミック
浅瀬石川ダムオリフィス主
ゲート機器交換工事

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

平成17年11月15日 21,210,000
オリフィス主ゲート設備の施工業者のメンテナンス専門会社のた
め。（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3
号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2692 日本無線（株） ダム情報設備改良工事

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

平成17年12月5日 28,350,000
独自ソフトにより機能している装置であり、製作・据付を行った業
者であるため。（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施

2693 （株）建設技術研究所
浅瀬石川ダム水源地域ビ
ジョン推進検討業務

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

平成17年12月19日 8,190,000
関係機関との調整能力が高く、地域の信頼も得られているため。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

問題があるもの 企画競争を実施

2694 日本工営（株）
浅瀬石川ダム事前放流検討
業務

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

平成18年1月27日 13,020,000
高度な知識と豊かな経験を必要とするため。（会計法29条の3第4項
及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

問題があるもの
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2695 セコム（株） 鳴子ダム保安監視業務
佐々木充
東北地方整備局鳴子ダム管理所
宮城県玉造郡鳴子町字岩渕2-8

平成17年4月1日 1,213,380
「警備用装置の独自開発・製造」（会計法第29条の3第4項及び予算
決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施

2696 （株）ウェザーニューズ 鳴子ダム流出予測提供業務
佐々木充
東北地方整備局鳴子ダム管理所
宮城県玉造郡鳴子町字岩渕2-8

平成17年5月31日 2,142,000
「鳴子ダムの集水域を対象とした局地降雨予測を提供を行う唯一の
業者」会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3
号

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2697 宮城ゼロックス（株）
電子複写機賃貸借及び保守
（その１）

佐々木充
東北地方整備局鳴子ダム管理所
宮城県玉造郡鳴子町字岩渕2-8

平成17年6月13日 1,678,922
「新たな機器等を導入する場合より、経済面・納期・運営業務等に
おいて得策なため」（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計
令第102条の4第3号）

その他

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
（平成２０年度より国庫
債務負担行為を計上）

2698 北海道地図（株）
北上川流域立体地図作成等
業務

佐々木充
東北地方整備局鳴子ダム管理所
宮城県玉造郡鳴子町字岩渕2-8

平成18年2月10日 13,240,500

「版権及び立体図の型を保有しており、さらに当該業者が鳴子ダム
管理台帳システムを導入したシステム等を用いる必要性があるた
め」（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3
号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの

2699 （株）拓和
Ｋｕ－ＳＡＴ自動捕捉アンテナ
製造

佐々木充
東北地方整備局鳴子ダム管理所
宮城県玉造郡鳴子町字岩渕2-8

平成18年2月28日 8,757,000

「Ｋｕ－ＳＡＴは当該業者が製造・納入したものであり既設設備の
機能・詳細仕様。映像データの蓄積及び配信構成に熟知しているた
め」（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3
号）

その他
公募を実施（前後工事全
体で競争性を確保）

2700 東日本電信電話（株） 電話料
佐々木充
東北地方整備局鳴子ダム管理所
宮城県玉造郡鳴子町字岩渕2-8

平成17年4月25日 1,141,721
「災害時優先電話の設定がなされているため」（会計法第29条の3第
4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2701 日本無線（株） 放流制御設備改良工事
佐々木充
東北地方整備局鳴子ダム管理所
宮城県玉造郡鳴子町字岩渕2-8

平成18年1月31日 47,040,000
「既設設備の運用を中断することなく確実に施工できる唯一の業者
である」（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の
4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施

2702 （株）東芝
鳴子ダム画像収集設備改造
工事

佐々木充
東北地方整備局鳴子ダム管理所
宮城県玉造郡鳴子町字岩渕2-8

平成18年3月28日 9,450,000
「既設設備の固有の機能・性能及び動作保証を確実に施工できる唯
一の業者である」（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令
第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

2703 （株）オオバ
鳴子ダム水源地構想検討業
務

佐々木充
東北地方整備局鳴子ダム管理所
宮城県玉造郡鳴子町字岩渕2-8

平成17年5月23日 16,275,000
「当該業者は平成１４年度標準プロポーザル方式により採用された
ものである」（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2704 日本工営（株） 鳴子ダム地すべり監視業務
佐々木充
東北地方整備局鳴子ダム管理所
宮城県玉造郡鳴子町字岩渕2-8

平成17年5月30日 6,247,500
「本システムの著作権を有し、特殊なシステム構成を熟知している
ため」（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4
第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2705 （株）パスコ
鳴子ダム河川台帳図作成業
務

佐々木充
東北地方整備局鳴子ダム管理所
宮城県玉造郡鳴子町字岩渕2-8

平成17年12月13日 6,877,500

「新技術である航空機デジタルマルチラインセンサーシステムによ
り収得された地図情報からの図化について、国内唯一の施工実績を
有しており、従来工法に比較しても安価に施工可能なため」（会計
法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2706 （株）日水コン 鳴子ダム濁水対策検討業務
佐々木充
東北地方整備局鳴子ダム管理所
宮城県玉造郡鳴子町字岩渕2-8

平成17年12月14日 9,450,000
「当該業者は平成１５年度標準プロポーザル方式により採用された
ものである」（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2707 日本工営（株）
鳴子ダム地すべり監視装置増
設作業

佐々木充
東北地方整備局鳴子ダム管理所
宮城県玉造郡鳴子町字岩渕2-8

平成18年2月13日 1,995,000
「本システムの著作権を有し、特殊なシステム構成を熟知している
ため」（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4
第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2708 (株)イスミック
釜房ダム取水設備等機器交
換工事

坂本良三
東北地方整備局釜房ダム管理所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字
大平山10-6

平成17年11月15日 100,275,000

全体システムの操作確認が不可欠なうえ、放流設備一体として統一
した設計思想のもと設計・施工し、信頼性及び機能を保証する必要
があるため。
（会計法第29条3第4項及び予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの

2709 (株)明電舎
釜房ダム電源設備外改良工
事

坂本良三
東北地方整備局釜房ダム管理所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字
大平山10-6

平成17年12月28日 57,540,000

管理用電源設備等における監視制御機能の整備において、災害時等
の電力供給に備え迅速な復旧体制確保が不可欠であり、詳細な設計
情報、知識、技術力が必要なため。
（会計法第29条3第4項及び予決令第102条の4第3号）

その他
公募を実施（前後工事全
体で競争性を確保）

2710 (株)環境調査技術研究所
釜房ダム水質保全施設調査
及びシステム実施設計業務

坂本良三
東北地方整備局釜房ダム管理所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字
大平山10-6

平成17年6月3日 35,280,000
平成16年度プロポーザルにより同相手方と契約したものであり、昨
年度の検討結果に基づき実施設計を行うため。
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2711 国際航業(株) 釜房ダム貯水池堆砂測量

坂本良三
東北地方整備局釜房ダム管理所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字
大平山10-6

平成17年10月31日 15,225,000
平成16年度プロポーザルにより同相手方と契約したものであり、昨
年度の成果資料に引き続き測量及び資料作成を行うため。
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2712 (株)かわさき振興公社
釜房ダム水源地域ビジョン
推進活動とりまとめ業務

坂本良三
東北地方整備局釜房ダム管理所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字
大平山10-6

平成18年2月2日 2,709,000
川崎町が地域振興のため設立した当該公社が条件を満たす唯一の機
関であるため。
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

問題があるもの
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2713 (株)ユアテック
釜房ダム光ケーブル張替外
作業

坂本良三
東北地方整備局釜房ダム管理所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字
大平山10-6

平成17年12月8日 11,130,000

ダム管理設備及び上部機関との防災を目的とした早急な通信体制確
保が必要であり、迅速な施工を行うにあたり敷設状況、分岐接続等
における詳細情報を把握していることが不可欠であるため。
（会計法第29条3第4項及び予決令第102条の4第3号）

問題があるもの

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
（平成18年度より一般競
争に移行（予定））

2714 北斗理研(株)
釜房ダム水質監視システム
構築作業

坂本良三
東北地方整備局釜房ダム管理所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字
大平山10-6

平成18年2月27日 52,500,000
既設設備の改良を行うにあたって既設設備が当該相手方が開発設置
した製品であるため。
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの

2715 富士通(株)
釜房ダム放流警報設備外改
良作業

坂本良三
東北地方整備局釜房ダム管理所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字
大平山10-6

平成18年3月3日 18,375,000

放流警報設備及び専用端末の改良において、既設設備への制御方式
等の改造・追加に伴う警報設備全体の動作保証を確保する目的か
ら、改良にあたり既設設備の詳細な情報が必要であり密接不可分で
あるため。
（会計法第29条3第4項及び予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
（平成18年度より一般競
争に移行（予定））
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及び数量
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2716 東北計測サービス(株)
釜房ダム水質自動観測装置
及び水質計保守点検作業

坂本良三
東北地方整備局釜房ダム管理所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字
大平山10-6

平成17年6月16日 5,775,000

緊急時における迅速な対応が必要であることから、宮城県内に営業
拠点を有することを条件としており、当該会社は既設装置を独自に
開発した業者から点検手法等の教育を受けた東北唯一の会社である
ため。
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（一般競争入札に移行）

2717 東日本電信電話(株) 電話料

坂本良三
東北地方整備局釜房ダム管理所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字
大平山10-6

平成17年4月1日 1,833,996
既設電話機を継続して使用するため。
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2718 松本事務機（株）
電子複写機（複合機）賃貸
借及び保守

白浜浩
東北地方整備局七ヶ宿ダム管理
所
宮城県刈田郡七ヶ宿町切通52-
40

平成17年5月9日 2,961,888 （会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）
見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
（平成１９年度より、国
庫債務負担行為を計上）

2719 （株）日立製作所 特別高圧設備維持修繕工事

白浜浩
東北地方整備局七ヶ宿ダム管理
所
宮城県刈田郡七ヶ宿町切通52-
40

平成17年6月30日 25,462,500

本設備の維持管理にあたっては、「電気事業法」、「自家用電気工
作物保安規定」及び「計量法」により、安全性、確実性が義務づけ
られており、構成機器の定期的な交換を要するものであるが、機器
交換は管理用発電設備の発電停止が伴うため、短期間で作業実施す
る必要がある。本工事の機器交換及び修繕では、設備全体の機器構
成、他設備との関連性を熟知することが必要不可欠であるが、当該
業者は七ヶ宿ダム建設時に本設備全体のシステム設計を行い、製作
据付も実施しており、本設備の機能、、性能及び機器構成を十分熟
知している唯一の業者であるため。（会計法29条の3第4項及び予算
決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施

2720 日本無線（株）
七ヶ宿ダム放流制御処理設
備設置改良工事

白浜浩
東北地方整備局七ヶ宿ダム管理
所
宮城県刈田郡七ヶ宿町切通52-
40

平成18年2月16日 39,060,000

本工事は、平成１６年度に整備されたダム放流制御処理設備の機能
の増設・改造を行うことから、設備全体の連携は基より、既設設備
の運用を中断することなく施工し、固有の機能・性能及び構成する
各機器間の伝送手順、情報蓄積機能等、設備全体の動作保証を確保
する必要があり、既設の設備と密接不可分の関係がある。本工事を
他の施工業者に施行させた場合、当該施工関連部分の機器停止の
他、ダムゲート操作機能処理の不具合による誤作動の原因となりう
る等、既設設備運用及びダム管理に著しい支障が生じる恐れがある
ことから、設備全体を正確に把握している唯一の業者である。（会
計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施

2721 （株）天野組 緊急除雪等対応工事

白浜浩
東北地方整備局七ヶ宿ダム管理
所
宮城県刈田郡七ヶ宿町切通52-
40

平成18年3月28日 3,360,000

管理所において、除雪作業は必要不可欠であり実施しないと今後の
業務に多大な支障をきすると考えられる。そんな中、維持請負業者
の「工事履行不能届」の提出がありそれを受けて早急に除雪作業の
対応をせざるをえないものである。当該業者は重機の手配がつく唯
一の業者であり、過去、管理所発注工事の請負者であること又、近
隣地域を熟知しているため、当該業者と契約するものである。（会
計法29条3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

2722 （株）鹿の子園 緊急維持対応工事

白浜浩
東北地方整備局七ヶ宿ダム管理
所
宮城県刈田郡七ヶ宿町切通52-
40

平成18年3月28日 3,255,000

作業内容は、施設の点検、巡視（テロ警戒含）等様々な作業が要求
される中、維持請負業者の「工事履行不能届」の提出があり、それ
を受けて早急に対応をせざるをえないことからやむをえず実施する
ものである。当該業者は昨年度の維持工事請負業者であり又、近隣
地域を熟知しているため、当該業者と契約するものである。（会計
法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

2723 （財）建設工学研究振興会
七ヶ宿ダム流動解析業務委
託

白浜浩
東北地方整備局七ヶ宿ダム管理
所
宮城県刈田郡七ヶ宿町切通52-
40

平成17年4月27日 3,465,000
三次元流動モデルの検討等、高度な専門知識を有する技術者がいる
ため（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3
号）

見直しの余地があ
り

公募を実施

2724 同和テクノエンジ（株） 中和処理設備点検設備

鈴木幹夫
東北地方整備局玉川ダム管理所
秋田県仙北市田沢湖玉川字下水
無92

平成17年4月1日 28,560,000

当該業者は、当設備の設計・施工を行い点検技術・修繕箇所の判断
等実験段階からの蓄積された技術を持っている。設備の機能を維持
するためには設備全体の機能・構造等に精通していることが必要不
可欠である為。（会計法29条の3第4項、予決令第102条の4第3項）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（一般競争入札に移行）

2725 玉川ダム湖総合開発(株) 玉川ダム維持管理業務委託

鈴木幹夫
東北地方整備局玉川ダム管理所
秋田県仙北市田沢湖玉川字下水
無92

平成17年4月27日 24,891,300

当該業者は、玉川ダム完成以来、ダム周辺の環境保全と機能向上の
ため、ダム湖周辺の各施設も含めた一体的管理を行っている唯一の
機関である。本業務の遂行にあたっては、玉川ダム周辺の環境とダ
ム下流公園を含めた周辺施設の状況について十分熟知している必要
があり、当該業者以外に適切な業者がない。（会計法29条の3第4
項、予決令第102条の4第3号）

問題があるもの 競争入札に移行したもの
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及び数量
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2726 (株)日本ボロン
中和処理施設残砂処理等検
討業務

鈴木幹夫
東北地方整備局玉川ダム管理所
秋田県仙北市田沢湖玉川字下水
無92

平成18年1月13日 4,966,500

中和処理副産物として発生する土砂は、環境基準を上回る有害な物
質を含んでおり、場外への放出を防ぐために、現地処理する必要が
ある。当該業者は現地処理可能な知識及び技術を有しその処理方法
において特許を所有しており、粉体工学の学識経験者と共同で研究
に取り組んでいる。（会計法29条の3第4項及び予決令第102条の4第3
号）

見直しの余地があ
り

公募を実施

2727 （株）建設技術研究所
月山ダム治水経済調査修正
業務

佐藤努
東北地方整備局月山ダム管理所
山形県鶴岡市上名川字東山８－
１１２

平成18年2月1日 2,520,000

過年度において氾濫解析モデルを作成しており、本業務に必要な
データ、システムを保有している。また、過年度に実施した成果と
の整合性を図る必要があるため。
（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2728 （株）山形新聞社 水源地域ビジョン広報業務

佐藤努
東北地方整備局月山ダム管理所
山形県鶴岡市上名川字東山８－
１１２

平成17年10月20日 1,795,500
山形県内での発行部数が も多く、県内全域を対象に幅広く周知す
ることができるため。
（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施

2729 名古屋電機工業（株）
月山ダム放流警報表示設備
改良工事

佐藤努
東北地方整備局月山ダム管理所
山形県鶴岡市上名川字東山８－
１１２

平成18年2月1日 7,802,550
当該設備の製造業者であり、詳細を熟知しているため。
（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施

2730 （株）東芝 河道監視設備改良工事

佐藤努
東北地方整備局月山ダム管理所
山形県鶴岡市上名川字東山８－
１１２

平成17年12月1日 10,710,000
当該設備の製造業者であり、詳細を熟知しているため。
（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施

2731 三菱電機（株） 放流警報設備改良工事

佐藤努
東北地方整備局月山ダム管理所
山形県鶴岡市上名川字東山８－
１１２

平成17年12月1日 2,415,000
当該設備の製造業者であり、詳細を熟知しているため。
（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施

2732 中央開発（株）
月山ダム水源地域ビジョン
策定支援業務

佐藤努
東北地方整備局月山ダム管理所
山形県鶴岡市上名川字東山８－
１１２

平成17年4月22日 12,810,000

平成15年度に実施したプロポーザルにおいて、 も優れた提案をし
た業者であると評価されたこと、及び水源地域周辺の状況把握に精
通しているため。
（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2733 （株）明電舎
非常用発電設備復旧整備作
業

佐藤努
東北地方整備局月山ダム管理所
山形県鶴岡市上名川字東山８－
１１２

平成17年11月21日 6,300,000
当該設備の製作業者であり、詳細を熟知しているため。
（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2734 セコム（株）
月山ダム管理所機械警備委
託

佐藤努
東北地方整備局月山ダム管理所
山形県鶴岡市上名川字東山８－
１１２

平成17年4月1日 1,426,320

警備業法に定める時間以内に現場に到達できること、及び既設の配
線・センサー等を使用することにより効率的かつ円滑な履行ができ
るため。
（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施

2735 東日本電信電話（株） 電話料

佐藤努
東北地方整備局月山ダム管理所
山形県鶴岡市上名川字東山８－
１１２

平成17年4月22日 1,997,881
長期継続契約のため。
（会計法第29条の12、予算決算及び会計令第102条の2）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2736 （株）電業社機械製作所
三春ダム水質保全設備修繕
工事

山下洋太郎
東北地方整備局三春ダム管理所
福島県田村郡三春町大字西方字
中ノ内403-4

平成18年2月22日 5,985,000
本設備を設計・施工し、設備の構造・機能に精通しており、長期間
の連続運転に対応する機構等会社固有の技術特性を有しているため
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの

2737 日本無線（株）
三春ダム放流制御設備改良
工事

山下洋太郎
東北地方整備局三春ダム管理所
福島県田村郡三春町大字西方字
中ノ内403-4

平成18年3月3日 19,866,000

既設設備の増設、改造を運用を中断することなく施工し、設備全体
の動作保証を確保する必要あり、確実に施工できる者は設備全体を
正確に把握している施工業者以外にないため（会計法29条の3第4項
及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

公募を実施

2738 （株）鶴見精機
三春ダム水質自動監視装置
制御盤更新工事

山下洋太郎
東北地方整備局三春ダム管理所
福島県田村郡三春町大字西方字
中ノ内403-4

平成18年3月7日 9,555,000

本設備を制作・据付し、会社固有の技術特性を有しているため、設
備の構造・機能に精通している施工業者以外に施工できる者はない
ため（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3
号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
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2739 （株）プレック研究所
三春ダム水源地域ビジョン
策定支援業務

山下洋太郎
東北地方整備局三春ダム管理所
福島県田村郡三春町大字西方字
中ノ内403-4

平成17年9月2日 9,607,500

本業務の遂行にあたっては、高度な知識と豊かな経験を必要とする
ことから、プロポーザル方式により多年度に渡って遂行できる委託
者の選定を行ったところ、 も優れた提案をした委託者であるため
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2740 （株）日立ビルシステム 昇降設備点検整備

山下洋太郎
東北地方整備局三春ダム管理所
福島県田村郡三春町大字西方字
中ノ内403-4

平成17年4月1日 2,368,800

既設昇降設備の点検を専門に実施し、設備の構造機能、技術的事項
に精通し、人の閉じこめ等の事故に迅速に対応するための常時監視
の行える唯一の業者であるため（会計法第29条の3第4項及び予算決
算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（一般競争入札に移行）

2741 （株）ウェザーニューズ
三春ダム局地降雨予測提供
業務

山下洋太郎
東北地方整備局三春ダム管理所
福島県田村郡三春町大字西方字
中ノ内403-4

平成17年4月1日 2,210,250

予測業務にあたって、継続的なデータ収集蓄積・解析能力を持ち、
三春ダム流域の局地的な気象に精通した高度な技術を保持している
者は外にないため（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2742 （株）鶴見精機 水質自動監視装置保守点検

山下洋太郎
東北地方整備局三春ダム管理所
福島県田村郡三春町大字西方字
中ノ内403-4

平成17年4月21日 12,967,500

本設備を制作・据付し、会社固有の技術特性を有しているため、設
備の構造・機能に精通している施工業者以外に点検業務を遂行でき
る者はないため（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2743 不二印刷（株）
大滝根川（さくら湖）周辺
観察ガイドブック動物編印
刷業務

山下洋太郎
東北地方整備局三春ダム管理所
福島県田村郡三春町大字西方字
中ノ内403-4

平成18年1月20日 992,250
少額随契３社見積りで 低価格であったため（会計法29条の3第5項
及び予算決算及び会計令第99条第7号）

問題があるもの
競争入札に移行したもの
（平成１８年度より競争
入札に移行）

2744 不二印刷（株）
大滝根川（さくら湖）周辺
観察ガイドブック植物編印
刷業務

山下洋太郎
東北地方整備局三春ダム管理所
福島県田村郡三春町大字西方字
中ノ内403-4

平成18年2月17日 992,250
少額随契３社見積りで 低価格であったため（会計法29条の3第5項
及び予算決算及び会計令第99条第7号）

問題があるもの
競争入札に移行したもの
（平成１８年度より競争
入札に移行）

2745 （株）草野測器社 総合気象観測装置更新作業

山下洋太郎
東北地方整備局三春ダム管理所
福島県田村郡三春町大字西方字
中ノ内403-4

平成18年1月13日 706,650
少額随契３社見積りで 低価格であったため（会計法29条の3第5項
及び予算決算及び会計令第99条第7号）

問題があるもの
競争入札に移行したもの
（平成１８年度より競争
入札に移行）

2746 （株）草野測器社
総合気象観測装置システム
構築作業

山下洋太郎
東北地方整備局三春ダム管理所
福島県田村郡三春町大字西方字
中ノ内403-4

平成18年2月3日 988,050
少額随契３社見積りで 低価格であったため（会計法29条の3第5項
及び予算決算及び会計令第99条第7号）

問題があるもの
競争入札に移行したもの
（平成１８年度より競争
入札に移行）

2747 応用地質（株） 春田地区観測業務

山下洋太郎
東北地方整備局三春ダム管理所
福島県田村郡三春町大字西方字
中ノ内403-4

平成17年4月5日 1,371,300

春田地区地すべり観測機器の設置並びに観測を行っており、観測機
器に精通し、観測の連続性、観測精度の確保がされる唯一の相手方
であるため（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条
の4第3号）

問題があるもの 競争入札に移行したもの

2748 応用地質（株） 春田地区資料整理業務

山下洋太郎
東北地方整備局三春ダム管理所
福島県田村郡三春町大字西方字
中ノ内403-4

平成18年3月15日 949,200
少額随契３社見積りで 低価格であったため（会計法29条の3第5項
及び予算決算及び会計令第99条第7号）

問題があるもの 競争入札に移行したもの

2749 （株）日立ビルシステム
摺上川ダム昇降設備点検整
備

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

平成17年4月1日 1,638,000
設備固有の技術による遠方監視･故障等予兆診断､構造･機能に精通
し､24時間監視が行える唯一の業者｡(会計法第29条の3第4項､予算決
算及び会計令第102条の4第3号)

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（一般競争入札に移行）

2750 （株）富士通東北システムズ
パーソナルコンピュータ賃貸借
（その４）

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

平成17年4月1日 1,940,400
平成15年度3年ﾘｰｽの継続賃貸借のため｡(会計法第29条の3第4項､予算
決算及び会計令第102条の4第3号)

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成19年度より､国庫
債務負担行為を計上）

2751 テクノ・マインド（株）
パーソナルコンピュータ等賃貸
借（その１）

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

平成17年4月1日 1,222,735
継続して使用することで効率的かつ円滑に業務を遂行することが出
来る。（会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成21年度より国庫債
務負担行為計上）
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2752 非公表 職員宿舎借上料　計８件

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

平成17年4月1日 8,108,332
契約の性質又は目的が競争を許さない場合（会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

個人情報

2753 非公表 土地賃借料　計１２件

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

平成17年4月1日 10,165,604
契約の性質又は目的が競争を許さない場合（会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

個人情報

2754 日本工営（株）
摺上川ダム中津川緩み岩盤
対策検討業務

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

平成17年4月20日 50,242,500

過年度に地形図等からの地質機構解析、変動状況を把握するための
計器の設置・監視、地下水位計の設置・計測、概略の安定計算及び
対策工の検討等を実施しているため、計画準備、現地調査、現地特
性の把握のための経費節減と工期短縮が図られるため。（会計法29
条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

問題があるもの 競争入札に移行したもの

2755 東日本電信電話（株） 電話料（１年分）

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

平成17年4月22日 3,390,970
長期継続契約のため（会計法第29条の12、予算決算及び会計令102条
の2第4号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2756 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北 携帯電話料（１年分）

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

平成17年4月22日 1,438,067
長期継続契約のため（会計法第29条の12、予算決算及び会計令102条
の2第4号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2757 （株）テレビユー福島
摺上川ダム広報番組制作業
務

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

平成17年4月26日 2,751,000
高水位に到達した姿を取材、撮影、放映した唯一のテレビ放送局

であり も有効な広報媒体である。（会計法第29条の3第4項及び予
決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2758
福島地区ハイヤータクシー協
同組合

乗用自動車利用契約

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

平成17年5月24日 1,873,430

官用車足りない場合にタクシーを利用。特に試験湛水業務で時間外
や休日にも業務を行うとから必要不可欠であり、福島市共通チケッ
トを利用することが事務処理上からも有利。（会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2759 （株）ジャグラス
摺上川ダム湖面利用計画検
討業務

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

平成17年6月14日 7,350,000

Ｈ１５摺上川ダム周辺活性化検討業務をプロポーザル方式で受注し
昨年度まで継続し摺上川ダム活性化懇談会の運営等も行っており地
域活性化における必要性、経緯について熟知している、そのほか高
度な知識と優れた技術力を有している。（会計法29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2760 福島森林組合 白根沢地区人道付替作業

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

平成17年6月27日 5,964,000

整備箇所の山林管理を日常行っているため、現地状況（滑落危険箇
所、雪崩危険箇所、熊等害獣出没注意箇所等）を熟知しており、本
作業を唯一安全遂行できる。（会計法29条の3第4項及び予算決算及
び会計令第102条の4第3号）

問題があるもの 競争入札に移行したもの

2761 日本建設コンサルタント（株）
摺上川ダム便益施設修正設
計業務

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

平成17年6月30日 7,350,000

Ｈ１５年に既存の便益施設の設計を行っており、建築設計の成果品
は著作権法第十条五項により著作物と定められ、著作者の権利は設
計事務所に帰属することが定められている為、修正設計による設計
はできないため。（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第
102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2762 （株）パナックス・ジャパン
摺上川ダム竣工式等企画運
営業務

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

平成17年7月1日 28,875,000
プロポーザル方式により も優れた提案を示した業者であると評価
され選定された。（会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3
号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2763 （株）建設技術研究所
摺上川ダム諸量システム制作
業務

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

平成17年7月5日 2,940,000

稼働中ｼｽﾃﾑ(ｿﾌﾄｳｪｱ)の改変は､同ｼｽﾃﾑへの精通･知識が必要｡同ｼｽﾃﾑを
設計･制作･納入し､本改変を他の追随を許さず効率的かつ的確に実施
できる唯一の業者｡(会計法第29条の3第4項､予算決算及び会計令第
102条の4第3号)

見直しの余地があ
り

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
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2764 富士ゼロックス（株） 電子複写機保守契約（その１）

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

平成17年7月20日 4,409,234

本契約の対象となる電子複写機の賃貸借契約相手方であり、当該機
種の保守体制が整備されている富士ゼロックス（株）と契約するこ
とによって、適正かつ円滑な履行を行うことができる。（会計法第
29条の3第4項、予算決算及び会計令102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（H18.6に賃貸借及び保
守として一般競争で更新
済。平成21年度（予定）
より、国庫債務負担行為
を計上）

2765 旭映画（株）
摺上川ダム記録映画編集業
務

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

平成17年9月6日 9,765,000

ダム建設当初からの撮影記録を受注しており、事業の内容や撮影記
録の内容を熟知している。また、著作権法第１７条での著作者人格
権を享有しており、本業務を円滑かつ確実に遂行できる唯一の業者
である。（会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2766 （株）福島民報社 摺上川ダム竣工特集掲載

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

平成17年9月8日 2,415,000

県内の新聞発行部数において 大であり、広く一般に摺上川ダム建
設事業について理解を得るには、 も有効な広報媒体。また、過去
に河川事業に関する広報の実績があり、業務について精通してい
る。（会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2767 福島民友新聞（株） 摺上川ダム竣工新聞掲載

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

平成17年9月8日 2,625,000

福島県内の新聞発行部数において主要な地位を占めており、広く一
般に摺上川ダム建設事業について理解を得るには、 も有効な広報
媒体。また、過去に河川事業に関する広報の実績があり、業務につ
いて精通している。（会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4
第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2768 （有）サンパチ石材
摺上川ダム記念碑原石本体
加工作業

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

平成17年9月8日 735,000
少額のため（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第7
号）

問題があるもの
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

2769 （株）ナカガワ
摺上川ダム紅葉写真コンテス
ト企画運営

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

平成17年10月11日 904,509
少額のため（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第7
号）

問題があるもの
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2770 （有）サンパチ石材
摺上川ダム記念碑基礎及び
設置作業

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

平成17年10月14日 935,000
少額のため（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第7
号）

問題があるもの
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

2771 （株）ナカガワ
紅葉写真コンテスト表彰式準
備作業

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

平成17年12月8日 414,199
少額のため（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第7
号）

問題があるもの
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2772 岡三リビック（株） 梨平地区レプリカ造形業務

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

平成18年1月10日 991,158
少額のため（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第7
号）

問題があるもの
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

2773
（社）福島県公共嘱託登記土
地家屋調査士協会

公共嘱託登記（表示登記）業
務（

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

平成18年2月1日 2,520,714

土地家屋調査士法第63条第1項に基づき公共事業の嘱託登記の適切か
つ迅速な実施を目的に福島県内の土地家屋調査士が任意加入して設
立された社団法人。公共嘱託表示登記の専門機関として福島県内唯
一の法人であり、広域かつ同時・多量の本業務を適切かつ迅速に実
施できる団体（個人含む）は同協会以外ない。（会計法第29条の3第
4項、予算決算及び会計令102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2774 （株）日立製作所 統一河川情報登録

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

平成18年2月6日 874,755
少額のため（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第7
号）

問題があるもの
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2775 日本電気（株） 行政ＬＡＮ機器移設

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

平成18年2月8日 432,285
少額のため（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第7
号）

問題があるもの
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
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2776 日本無線（株） 防災ＬＡＮ整備

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

平成18年2月10日 886,200
少額のため（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第7
号）

その他
公募を実施（前後工事全
体で競争性を確保）

2777
摺上川ダム本体建設工事飛
島・大林建設共同企業体代理
人飛島建設（株）

摺上川ダム中津川地区法面
保護工事

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

平成18年3月1日 92,190,000

工事施工箇所は、急峻且つ高低差に富み冬期には２ｍを超す積雪、
さらに非常に危険な「緩み岩盤」上での作業となり、緩み岩盤の挙
動に対応した安全対策を熟知していること、現地を充分熟知し安全
対策を万全にできるため。また、工期短縮、経費の節減が期待でき
る為。（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第4
号イ及びロ）

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

飛鳥建設㈱
(\47,938,800)
㈱大林組
(\44,251,200)

2778 日本無線（株） 防災ＬＡＮ調整

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

平成18年3月3日 949,200
少額のため（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第7
号）

問題があるもの
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2779 日本無線（株） ネットワーク機器増設

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

平成18年3月6日 974,400
少額のため（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第7
号）

見直しの余地があ
り

公募を実施

2780 岡三リビック（株） 梨平地区レプリカ加工業務

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

平成18年3月6日 869,400
少額のため（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第7
号）

問題があるもの
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

2781 日本電気（株） 行政ＬＡＮ設定

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

平成18年3月10日 857,115
少額のため（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第7
号）

問題があるもの
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2782 （株）日立製作所 統一河川情報設定変更

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

平成18年3月13日 991,620
少額のため（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第7
号）

問題があるもの
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2783 日本無線（株） ネットワーク調整

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

平成18年3月17日 949,200
少額のため（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第7
号）

問題があるもの
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

2784 （株）全日警 東北技術事務所警備委託
森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
宮城県多賀城市桜木3-6-1

平成17年4月1日 1,562,400

警備機器(出退状況並びに警備セット時間中の異常情報が全日警基地
局にオンラインされている)を使用し所内の警備業務を適切に履行で
きる唯一の業者のため(会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令
第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2785 日本通運（株） 防災支援業務
森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
宮城県多賀城市桜木3-6-1

平成17年4月1日 7,789,950

１６年度プロポーザル方式に準じた手続きで も優れた業者であ
り、良好な成績を残し、当所が行う災害対応に伴う各種災害対策用
機械の運転、設営等の作業を委託できる唯一の業者のため(会計法29
条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号)

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2786 （株）東和商会 電子複写機賃貸借
森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
宮城県多賀城市桜木3-6-1

平成17年4月1日 2,460,780
１６年度に賃貸借し継続することにより機器の安定・接続作業等が
不要になると共に価格が安価になるため(会計法29条の3第4項及び予
算決算及び会計令第102条の4第3号)

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度より、国
庫債務負担行為を計上）

2787 （株）東和商会
電子複写機賃貸借に係る保
守

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
宮城県多賀城市桜木3-6-1

平成17年4月1日 7,587,821
賃貸借機種に精通し、メンテナンスサービス体制も確立され、不具
合が生じた場合的確・迅速な対応が可能のため(会計法29条の3第4項
及び予算決算及び会計令第102条の4第3号)

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度より、国
庫債務負担行為を計上）

単価契約

2788 （株）東和商会
電子複写機賃貸借に係る保
守(その２)

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
宮城県多賀城市桜木3-6-1

平成17年4月1日 1,138,412
賃貸借機種に精通し、メンテナンスサービス体制も確立され、不具
合が生じた場合的確・迅速な対応が可能のため(会計法29条の3第4項
及び予算決算及び会計令第102条の4第3号)

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度より、国
庫債務負担行為を計上）

単価契約
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2789
大都ビルメンテナンス
（株）

庁舎清掃業務委託
森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
宮城県多賀城市桜木3-6-1

平成17年4月1日 4,210,500 不落随契のため(予算決算及び会計令第99条の2) その他 競争入札に移行したもの 不落随契

2790
多賀城市水道事業企業出納
員

水道料
森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
宮城県多賀城市桜木3-6-1

平成17年4月1日 4,367,846 （会計法29条の12及び予算決算及び会計令第102条の2第3項） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契約

2791 東日本電信電話（株） 電話料
森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
宮城県多賀城市桜木3-6-1

平成17年4月1日 1,787,866 （会計法29条の12及び予算決算及び会計令第102条の2第4項） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契約

2792
（株）エヌ・ティ・ティ・
ドコモ東北

携帯電話料
森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
宮城県多賀城市桜木3-6-1

平成17年4月1日 2,279,391 （会計法29条の12及び予算決算及び会計令第102条の2第4項） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契約

2793
パシフィックコンサルタン
ツ（株）

コンクリート品質管理デー
タベース作成業務

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
宮城県多賀城市桜木3-6-1

平成17年5月11日 5,250,000

１５年度プロポーザル方式で も優れた業者であり、１６年度も良
好な成績を残し、コンクリートの品質確保及びデータベースについ
て高度な知識と豊かな経験をもつ業者のため(会計法29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102条の4第3号)

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2794
ハリウコミュニケーション
ズ（株）

技術情報誌「フォルモス」
作成業務

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
宮城県多賀城市桜木3-6-1

平成17年5月31日 7,140,000

１６年度プロポーザル方式に準じた手続で も優れた業者であり、
良好な成績を残し、当所が技術提供する雑誌作成に不可欠な高度な
知識と豊かな経験をもつ業者のため(会計法29条の3第4項及び予算決
算及び会計令第102条の4第3号)

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2795 ニチレキ（株）
排水性舗装における路面評
価指標検討業務

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
宮城県多賀城市桜木3-6-1

平成17年6月13日 16,380,000

１５年度プロポーザル方式で も優れた業者であり、１６年度も良
好な成績を残し、舗装路面調査について高度な知識と豊かな経験を
もつ業者のため(会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号)

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2796
パシフィックコンサルタン
ツ（株）

廃棄物を利用した遠赤外線
素子材による融雪技術開発
検討業務

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
宮城県多賀城市桜木3-6-1

平成17年7月1日 15,120,000

１５年プロポーザル方式で も優れた業者であり、１６年度も良好
な成績を残し、遠赤外線素子材について高度な知識と豊かな経験を
もつ業者のため(会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号)

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2797
（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ（株）

建設機械による大気質、振
動、騒音の実測調査

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
宮城県多賀城市桜木3-6-1

平成17年9月13日 3,990,000 不落随契のため(予算決算及び会計令第99条の2) その他 競争入札に移行したもの 不落随契

2798 大林道路（株）
再生排水性舗装に関する技
術検討業務

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
宮城県多賀城市桜木3-6-1

平成17年9月21日 7,245,000
アスファルト舗装工の施工技術の専門的な知識があり、配合設計か
ら技術評価等まで一貫した検討を行える業者のため(会計法29条の3
第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2799 （株）テクノ長谷
東北技術事務所構内さく井
調査

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
宮城県多賀城市桜木3-6-1

平成17年9月29日 1,260,000
少額随契のため(会計法29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条
の第7号)

その他 競争入札に移行したもの

2800 （株）長大
防災情報共有システム等改
良業務

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
宮城県多賀城市桜木3-6-1

平成17年10月19日 18,585,000
「防災情報共有システム」及び「道路情報共有システム」につい
て、防災情報の表示・検索の方法等を改良できる業者のため(会計法
29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号)

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2801
（株）エヌ・ティ・ティ
ファシリティーズ

東北技術事務所庁舎改修設
計業務

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
宮城県多賀城市桜木3-6-1

平成17年10月27日 1,113,000
少額随契のため(会計法29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条
の第7号)

その他 競争入札に移行したもの
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2802 （株）間組
コンクリート構造物非破壊
検査検討業務

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
宮城県多賀城市桜木3-6-1

平成17年11月15日 5,491,500

検査システムに活用する「コンピュータトモグラフィー法」は、土
木分野で（株）間組が特許保有し、データ解析・処理方法等を熟知
しているのため(会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2803 松本事務機（株）
電子複写機賃貸借及び保守
（その１）

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜
の湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字
二本松53-9

平成17年4月1日 2,029,506
同機種に対して機能等を熟知し、アフターサービス体制が確立さ
れ、故障時の迅速な対応が可能なため。（会計法第29条の3第4項、
予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成21年度より国庫債
務負担行為を計上）

2804 松本事務機（株）
電子複写機賃貸借及び保守
（その２）

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜
の湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字
二本松53-9

平成17年4月1日 1,016,733
同機種に対して機能等を熟知し、アフターサービス体制が確立さ
れ、故障時の迅速な対応が可能なため。（会計法第29条の3第4項、
予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成１９年度より、国
庫債務負担行為を計上）

2805 （株）さとう総業 ヒ素除去装置保全業務

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜
の湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字
二本松53-9

平成17年4月27日 3,654,000
当該ヒ素除去方法の特許を有し、除去方法及び処理プラントを熟知
しているため。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102
条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2806 能美防災（株） 防災用設備保全業務

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜
の湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字
二本松53-9

平成17年4月28日 1,705,200
文化財指定の建築物群からなるふるさと村の防災設備、機器の特性
等を熟知しているため。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会
計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成18年度より競争入
札に移行）

2807 （株）明電舎
みちのく公園高圧受変電設
備精密点検業務

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜
の湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字
二本松53-9

平成18年3月9日 3,150,000
本業務を他の施工業者に履行させた場合、既設の設備等の運用に著
しい支障が生じる恐れがあるため。（会計法第29条の3第4項、予算
決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成18年度以降、競争
入札を実施予定）

2808 富士通（株）
みちのく公園情報施設セ
キュリティ対策作業

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜
の湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字
二本松53-9

平成18年3月16日 4,200,000
本業務を他の施工業者に履行させた場合、既設の設備等の運用に著
しい支障が生じる恐れがあるため。（会計法第29条の3第4項、予算
決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（平成18年度以降、競争
入札を実施予定）

2809 （株）協栄興産
アプローチ出口部案内標識
設置作業

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜
の湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字
二本松53-9

平成18年2月16日 966,000
少額のため（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第7
号）

問題があるもの
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

2810 （株）協栄興産
みちのく公園線案内標識設
置作業

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜
の湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字
二本松53-9

平成18年3月2日 976,500
少額のため（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令99条第7
号）

問題があるもの
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

2811 大一施設工業（株） 温泉施設機械棟改修工事

菊地重德
東北地方整備局国営みちのく杜
の湖畔公園事務所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字
二本松53-9

平成17年4月18日 7,980,000
既設温泉循環ろ過設備を緊急に改修する必要があり、当該設備工事
を担当し、機器相互の関連を熟知しているため。（会計法第29条の3
第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの

2812 富士ゼロックス（株） 電子複写機の保守契約
高橋勝吉
東北地方整備局青森営繕事務所
青森市新町2-4-25

平成17年4月1日 1,892,380
機能等を熟知し、故障時等の迅速な対応ができるため（会計法29条
の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成20年度より、国庫
債務負担行為を計上）

2813 （株）とみや
電子複写機賃貸借及び保守
業務

船木寮一
東北地方整備局秋田営繕事務所
秋田市山王7丁目1-4

平成17年4月1日 1,070,431
リース契約期間中のため
（会計法第29条の3第4号、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を
行わないもの
（平成２１年度より、国
庫債務負担行為を計上）
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2814
日本建設コンサルタント
（株）

河北防災除雪ステーション
整備計画検討業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年7月27日 11,235,000 （予決令第99条の2） その他 競争入札に移行したもの 不落随契

2815 東邦技術（株） 宮城県内道路交通情勢調査

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年9月6日 28,350,000 （予決令第99条の2） その他 競争入札に移行したもの 不落随契

2816 （株）福山コンサルタント 管内道路整備効果検討業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年5月10日 23,730,000

H16年度に当事務所建設コンサルタント選定委員会を実施し、2カ年
のプロポーザル方式により評価を行ったところ、 も優れた提案で
あると評価され、本業務に も適した業者と認められたため。（会
計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2817
（株）東日本エンジニアリ
ング

坂下拡幅建物詳細設計等業
務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年7月4日 25,305,000 （予決令第99条の2） その他 競争入札に移行したもの 不落随契

2818 （株）建設技術研究所 笊川環境整備検討設計業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年9月12日 18,165,000 （予決令第99条の2） その他 競争入札に移行したもの 不落随契

2819 （株）長大 上地区環境調査業務委託

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

平成17年5月13日 21,525,000
猛禽類の生態調査にあたり、高度な知識と豊富な経験を必要するこ
とから、過年度にプロポーザル方式において業者を選定。（会計法
第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2820 （株）協和コンサルタンツ 米沢地区構造物設計業務

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

平成17年8月3日 23,310,000 （会計法第29条の3第5項及び予決令第99条の2） その他 競争入札に移行したもの 不落随契

2821
（株）寒河江測量設計事務
所

山形地区走行速度調査業務

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

平成17年8月29日 8,452,500 （会計法第29条の3第5項及び予決令第99条の2） その他 競争入札に移行したもの 不落随契

2822 （有）アド・デザイン
新庄河川事務所ホームページ

運営業務

西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島5-55

平成17年4月1日 5,659,500

業務にあたり高度な知識と豊かな経験を必要とすることから、平成
１６年度に、ホームページの企画・作成・運営に関する業務全体が
２ヶ年にわたる技術提案書を求め、選定審査を得て特定された業者
である。　本業務は昨年度業務に引き続いて行う密接不可分な業務
であり、上記業者は本業務を効率的に遂行できる唯一の機関である
と判断される。（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があ
り

競争入札に移行したもの
（一般競争入札に移行し
たもの）

2823
（社）岩手県公共嘱託登記
司法書士会

公共嘱託登記（権利登記）
業務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年6月9日 2,722,471

  本業務の実施に当たっては、不動産の権利に関する登記の専門的知識
と司法書士法に基づく司法書士の資格が必要であるとともに、事務所管
内の広域的な範囲で、同時・多量の業務を実施できる能力を有する必要
がある。岩手県公共嘱託登記司法書士協会は、司法書士法第６８条第１
項の規定に基づき、権利に関する嘱託登記の適正かつ迅速な実施に寄
与することを目的に設立された法人であり、権利登記に関する専門的な知
識や技能及び豊富な経験を有するとともに、現地の状況に精通した司法
書士を有し、公共嘱託権利登記の専門機関として県内唯一の法人であ
り、広域かつ同時・多量の本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有
する団体は同協会以外存しない。（会計法29条の3第4項及び予算決算及
び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

2824 （株）福山コンサルタント
福島都市圏交通課題検討業
務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年7月22日 24,255,000

福島都市圏における交通課題を整理し、今後の道路交通のあり方及
び事業展開立案を実施するにあたり、高度な知識と技術力を必要と
するため、過年度に標準プロポーザル方式により業者を特定。（会
計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

2825 （株）ドーコン
大玉地区沿道景観補足検討
業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年8月9日 8,400,000

一般国道４号本宮拡幅事業（大玉工区）における自然環境及び道路
付属物施設計画に配慮した道路景観を検討するにあたり、広範な知
識と高度な技術力を必要とするため、過年度にプロポーザル方式に
より業者を特定。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第
102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）
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2826 東日本高速道路（株） 高速道路通行料
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町8－1

平成18年5月23日 3,670,208 （会計法第29条の3第4項） その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2827 （株）復建技術コンサルタント
東北地方における道路事業の
整備効果に関する検討業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－
１５

平成17年10月21日 3,412,500

本業務の実施にあたっては、東北地方の地域特性と道路事業に精通
し、これまでの社会経済の調査・分析に関連した業務の経験が必要
であるとともに、膨大な情報の調査・分析及び検討に関する提案能
力が不可欠である。
また、本業務が、成果を広く一般に公表することを前提とするた
め、一般の人にわかりやすくかつ的確な広報を行うための提案能力
を併せて有することも不可欠であるなど、各種分野にいおいて高度
な知識と豊富な経験を必要とすることから、建設コンサルタント選
定委員会を実施し、プロポーザル方式により業者の選定を行ったと
ころである。上記業者は、同選定委員会において も優れた提案を
したものと評価され、本業務に も適した業者と認められる。（会
計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2828
パシフィックコンサルタンツ
（株）

少子高齢化・人口減少局面に
おけるコンパクトな都市構造を
実現するための総合的方策等
の調査

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－
１５

平成17年11月16日 4,935,000
プロポーザル方式により業者選定を行ったものであり、 も優れた
提案をしたものと評価したため。（会計法第29条の3第4項、予算決
算及び会計令102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2829
（株）オリエンタルコンサルタン
ツ

道づくり計画策定業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－
１５

平成17年12月5日 5,890,500

本業務は「２００５年度版５年で見えるみちづくり～東北のみち
サービス・レベルアッププラン～」（Ｈ１７．４．２６東北地方整
備局道路部策定）について、フォローアップを行い、２００６年度
版の公表資料（案）を作成するものであるが、よりわかりやすい広
報資料を作成するために十分な構想力を必要とすることから、建設
コンサルタント選定委員会を実施し、プロポーザル方式により業者
の選定を行ったところである。
上記業者は、同選定委員会において も優れた提案をしたものと評
価され、本業務に も適した業者と認められる。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2830 電設コンサルタンツ（株）
管内統合ネットワーク設計業
務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－
１５

平成17年12月9日 7,350,000
プロポーザル方式により業者選定を行ったものであり、 も優れた
提案をしたものと評価したため。（会計法第29条の3第4項、予算決
算及び会計令102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2831
（株）オリエンタルコンサルタン
ツ

地域振興施策による地域社会
の活性化方策に関する調査

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－
１５

平成17年12月15日 11,760,000
プロポーザル方式により業者選定を行ったものであり、 も優れた
提案をしたものと評価したため。（会計法第29条の3第4項、予算決
算及び会計令102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2832
パシフィックコンサルタンツ
（株）

行政情報システムにおける認
証基盤検討業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－
１５

平成17年12月27日 13,650,000
プロポーザル方式により業者選定を行ったものであり、 も優れた
提案をしたものと評価したため。（会計法第29条の3第4項、予算決
算及び会計令102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2833
パシフィックコンサルタンツ
（株）

東北地方開発促進計画の推
進のための調査

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町９－
１５

平成18年1月20日 4,935,000
プロポーザル方式により業者選定を行ったものであり、 も優れた
提案をしたものと評価したため。（会計法第29条の3第4項、予算決
算及び会計令102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2834 国際航業（株）
宮城県南部河川航空レーザ
測量

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年11月17日 43,575,000

本業務は、一級水系の河川の安全度を水系一環で評価することを目
的として、阿武隈川下流流域、名取川流域の河川及び氾濫区域を対
象として航空レーザ測量により、より高密度かつ高精度な河川及び
氾濫区域の標高データを迅速に取得するものであり、その履行にあ
たっては高度な知識と技術、豊かな経験を必要とすることから、建
設コンサルタント選定委員会においてプロポーザル方式による測量
業者の選定を行ったところである。上記業者は、航空レーザ測量に
おいて、より高度な知識と技術を有しており、かつ、同選定委員会
において も優れた技術提案をした業者であると評価されたため、
本業務に も適した業者と認められる。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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2835 佐藤技術（株）
八戸南道路金浜地区物件調
査等業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3－20－38

平成17年11月18日 38,503,500

本業務は、一般国道45号八戸南道路工事において支障となる大規模
物件等について、具体的には養鶏施設の分割移転に伴い、地形の変
化や環境の変化を考慮しながら移転工法を決定し、路線測量及び物
件の調査算定業務を行うものである。上記業者は、本年度実施した
標準プロポーザル方式による技術提案において、予定技術者の専門
技術力及び業務への取り組み姿勢が他社より優れていたことから特
定されたものである。よって上記業者と随意契約をするものであ
る。（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3
号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2836 （株）ウヌマ地域総研 鶴田右岸堤防詳細設計業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3－20－38

平成17年11月11日 15,960,000

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2837
日本建設コンサルタント
（株）

板柳放水路排水樋門概略設
計業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3－20－38

平成17年12月1日 11,812,500

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2838
（株）復建技術コンサルタ
ント

八戸南道路（１－２工区）
道路詳細設計業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3－20－38

平成17年11月10日 42,525,000

当該業務は、同種、類似業務に卓越した豊富な経験と高度な判断を
必要とすることから、プロポーザル方式により実施業者の選定を
行ったところである。上記業者は、 も優れた提案をしたと評価さ
れたばかりでなく、同種、類似業務に卓越した豊富な経験と高度な
技術力を確保しており、本業務に も適していると認められてい
る。以上の理由により、随意契約するものである。（会計法29条の3
第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2839
セントラルコンサルタント
（株）

赤川橋詳細設計業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3－20－38

平成17年11月10日 19,635,000

当該業務は、同種、類似業務に卓越した豊富な経験と高度な判断を
必要とすることから、プロポーザル方式により実施業者の選定を
行ったところである。上記業者は、 も優れた提案をした業者と評
価されたばかりでなく、同種、類似業務に卓越した豊富な経験と高
度な技術力を確保しており、本業務に も適した業差と認められて
いる。以上の理由により随意契約するものである。（会計法29条の3
第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2840
パシフィックコンサルタン
ツ（株）

青森国道管内橋梁耐震設計
業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3－20－38

平成17年9月5日 36,225,000

当該業務は、同種、類似業務に卓越した豊富な経験と高度な判断を
必要とすることから、プロポーザル方式により実施業者の選定を
行ったところである。上記業者は、 も優れた提案をした業者と評
価されたばかりでなく、同種、類似業務に卓越した豊富な経験と高
度な技術力を確保しており、本業務に も適した業差と認められて
いる。以上の理由により随意契約するものである。（会計法29条の3
第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2841 国土環境（株）
十三湖環境変動要因検討業
務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3－20－38

平成18年2月6日 4,830,000

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2842 （株）建設技術研究所
馬淵川河川整備方針等検討
業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3－20－38

平成18年2月2日 19,320,000

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2843
（株）東京建設コンサルタ
ント

馬淵大堰魚道修正設計業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3－20－38

平成18年1月27日 18,112,500

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2844
日本建設コンサルタント
（株）

岩木川河川整備計画検討業
務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3－20－38

平成18年1月31日 12,705,000

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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2845 （株）建設技術研究所
高瀬川流域水環境ネットワー
ク検討業務

西川和雄
東北地方整備局高瀬川河川事務
所
青森県八戸市石堂3丁目7-10

平成17年12月26日 4,935,000

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2846 東北緑化環境保全（株） 津軽ダム鳥類調査検討業務

阿部幸雄
東北地方整備局津軽ダム工事事
務所
青森県西津軽郡西目屋村大字田
代字神田57

平成17年4月26日 31,605,000

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2847 （株）ニュージェック
津軽ダム基礎処理計画検討
業務

阿部幸雄
東北地方整備局津軽ダム工事事
務所
青森県西津軽郡西目屋村大字田
代字神田57

平成17年4月27日 13,387,500

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2848 日本工営（株）
津軽ダム木戸ヶ沢保全施設
検討業務

阿部幸雄
東北地方整備局津軽ダム工事事
務所
青森県西津軽郡西目屋村大字田
代字神田57

平成17年9月30日 22,050,000

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2849 電設コンサルタンツ（株）
トンネル照明設備外設計業
務

阿部幸雄
東北地方整備局津軽ダム工事事
務所
青森県西津軽郡西目屋村大字田
代字神田57

平成17年10月12日 13,230,000

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2850 （株）ニュージェック
目屋ダム保全モニタリング
システム検討業務

阿部幸雄
東北地方整備局津軽ダム工事事
務所
青森県西津軽郡西目屋村大字田
代字神田57

平成18年2月23日 3,465,000

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2851
（株）プランニングネット
ワーク

津軽ダム景観検討業務

阿部幸雄
東北地方整備局津軽ダム工事事
務所
青森県西津軽郡西目屋村大字田
代字神田57

平成18年2月27日 5,250,000

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2852 住鉱コンサルタント（株）
胆沢川砂防事業後評価検討
業務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年11月14日 14,700,000

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2853 （株）建設技術研究所 ダム広報指針作成検討業務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年12月1日 9,240,000

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2854 （株）日さく 胆沢扇状地水収支解析業務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成18年3月15日 1,018,000

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2855 （株）テクノプラン
防災情報システム等設計業
務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年10月13日 10,500,000

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2856
日本建設コンサルタント
（株）

磐井川改修方針検討業務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年9月28日 24,412,000

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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2857 川嶋印刷（株）
北上川学習交流館広報誌企
画制作業務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月28日 5,284,650
準プロポーザル方式による会計法第29条の3第4項並びに予算決算及
び会計令第102条の4第3号

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2858 （株）インクス・アド
北上川学習交流館広報活動
企画運営業務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年10月20日 6,300,000
準プロポーザル方式による会計法第29条の3第4項並びに予算決算及
び会計令第102条の4第3号

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2859 川嶋印刷（株）
北上川流域広報誌企画制作
業務

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成18年2月20日 556,500
準プロポーザル方式による会計法第29条の3第4項並びに予算決算及
び会計令第102条の4第3号

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2860 （株）エミック
胆沢ダム取水設備詳細設計
業務

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

平成17年8月24日 20,737,500
H１７年度標準プロポーザルで選定（会計法第29条の3第4項、予決令
第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2861
（株）オリエンタルコンサルタン
ツ

胆沢ダム林道付替若柳橋予
備設計業務

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

平成17年11月1日 31,605,000
H１７年度標準プロポーザルで選定（会計法第29条の3第4項、予決令
第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2862 国際航業（株）
三陸国道地震津波防災計画
検討業務

柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成17年8月5日 17,010,000

本業務の履行に際しては、高度な知識と豊富な経験を必要とするこ
とから、建設コンサルタント選定委員会を開催し、標準プロポーザ
ル方式により業者の選定を行ったところである。　国際航業株式会
社盛岡支店は、同種及び類似業務に豊富な経験を有し、また高度な
知識と技術力を保有しており、建設コンサルタント選定委員会にお
いては技術提案書の内容について も優れた提案を行ったとして高
く評価された。　以上のことから、国際航業株式会社盛岡支店は本
業務に も適した業者と認められる。　よって、会計法第29条の3第
4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定により、上記業
者と随意契約を行うものである。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2863 （株）福山コンサルタント
三陸北縦貫道路整備計画検
討業務

柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成17年10月3日 14,070,000

本業務の遂行にあたっては、高度な知識と豊富な経験を必要とする
ことから建設コンサルタント選定委員会を開催し、標準プロポーザ
ル方式（総合評価型）により業者の選定を行ったところである。株
式会社福山コンサルタントは、同種および類似業務に豊富な経験と
高度な技術力を有した技術者を保有しており、同選定委員会におい
ては、技術提案書の内容について も優れた提案をしたことを高く
評価されたことから、本業務に も適した業者と認められる。よっ
て、会計法第29条の3第4項予算決算及び会計令第102条の4第3号によ
り上記業者と随意契約を行うものとする。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2864
パシフィックコンサルタンツ
（株）

観光支援に関する道路施策検
討業務

柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成17年10月17日 10,710,000

本業務の遂行にあたっては、高度な知識と豊富な経験を必要とする
ことから建設コンサルタント選定委員会を開催し、標準プロポーザ
ル方式（総合評価型）により業者の選定を行ったところである。パ
シフィックコンサルタンツ株式会社は、同種及び類似業務に豊富な
経験と高度な技術力を有した技術者を保有しており、同選定委員会
においては、技術提案書の内容について も優れた提案をしたこと
を高く評価されたことから、本業務に も適した業者と認められ
る。よって、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の
4第3号により上記業者と随意契約を行うものとする。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2865 （株）ドーコン
八戸久慈道路整備のあり方検
討業務

柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成17年10月21日 7,822,500

本業務の遂行にあたっては、高度な知識と豊富な経験を必要とする
ことから建設コンサルタント選定委員会を開催し、標準プロポーザ
ル方式（技術者評価型）により業者の選定を行ったところである。
株式会社ドーコンは、同種及び類似業務に豊富な経験と高度な技術
力を有した技術者を保有しており、同選定委員会においては、技術
提案書の内容について も優れた提案をしたことを高く評価された
ことから、本業務に も適した業者と認められる。よって、会計法
第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号により上記業
者と随意契約を行うものとする。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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2866 （株）復建技術コンサルタント 釜石地区道路予備設計
柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成17年10月25日 20,895,000

本業務の遂行にあたっては、高度な知識と豊富な経験を必要とする
ことから建設コンサルタント選定委員会を開催し、標準プロポーザ
ル方式（総合評価型）により業者の選定を行ったところである。株
式会社復建技術コンサルタントは、同種および類似業務に豊富な経
験と高度な技術力を有した技術者を保有しており、同選定委員会に
おいては、技術提案書の内容について も優れた提案をしたことを
高く評価されたことから、本業務に も適した業者と認められる。
よって、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3
号により上記業者と随意契約を行うものとする。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2867 新日本技研（株） 弥生沢橋予備設計
柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成17年11月4日 11,340,000

本業務の履行に際しては、高度な知識と豊富な経験を必要とするこ
とから、建設コンサルタント選定委員会を開催し、標準プロポーザ
ル方式（技術者評価型）により業者の選定を行ったところである。
新日本技研株式会社は、同種及び類似業務に豊富な経験を有し、ま
た高度な知識と技術力を保有しており、建設コンサルタント選定委
員会においては技術提案書の内容について も優れた提案を行った
として高く評価された。以上のことから、新日本技研株式会社は本
業務に も適した業者と認められる。よって、会計法第29条の3第4
項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定により、上記業者
と随意契約を行うものである。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2868
（株）オリエンタルコンサルタン
ツ

地域の医療を支援する道路整
備のあり方検討業務

柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成17年11月14日 8,977,500

本業務の遂行にあたっては、高度な知識と、「医療」という特異性
のある分野での豊富な経験を必要とすることから建設コンサルタン
ト選定委員会を開催し、標準プロポーザル方式（総合評価型）によ
り業者の選定を行ったところである。株式会社オリエンタルコンサ
ルタンツは、同種および類似業務に豊富な経験と高度な技術力を有
した技術者を保有しており、同選定委員会においては、技術提案書
の内容について も優れた提案をしたことを高く評価されたことか
ら、本業務に も適した業者と認められる。よって、会計法第29条
の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号により上記業者と随
意契約を行うものとする。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2869 （株）復建技術コンサルタント
道路現況電子化システム整備
業務

柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成17年12月12日 27,510,000

本業務の履行に際しては、高度な知識と豊富な経験を必要とするこ
とから、建設コンサルタント選定委員会を開催し、簡易公募型プロ
ポーザル方式により業者の選定を行ったところである。株式会社復
建技術コンサルタントは、同種及び類似業務に豊富な経験を有し、
また高度な知識と技術力を保有しており、建設コンサルタント選定
委員会においては技術提案書の内容について も優れた提案を行っ
たとして高く評価された。以上のことから、株式会社復建技術コン
サルタントは本業務に も適した業者と認められる。よって、会計
法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定に
より、上記業者と随意契約を行うものである。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2870 セントラルコンサルタント（株）
宮古道路（八木沢地区）道路
詳細設計業務

柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成17年12月26日 40,530,000

本業務の遂行にあたっては、高度な知識と豊富な経験を必要とする
ことから建設コンサルタント選定委員会を開催し、標準プロポーザ
ル方式（総合評価型）により業者の選定を行ったところである。セ
ントラルコンサルタント株式会社は、同種業務に豊富な経験と高度
な技術力を有した技術者を保有しており、同選定委員会において
は、技術提案書の内容について も優れた提案をしたことを高く評
価されたことから、本業務に も適した業者と認められる。よっ
て、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号に
より上記業者と随意契約を行うものとする。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2871 大日本コンサルタント（株） 中野トンネル詳細設計
柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成17年12月27日 41,475,000

本業務の遂行にあたっては、高度な知識と豊富な経験を必要とする
ことから建設コンサルタント選定委員会を開催し、標準プロポーザ
ル方式（技術者評価型）により業者の選定を行ったところである。
大日本コンサルタント株式会社は、同種および類似業務に豊富な経
験と高度な技術力を有した技術者を保有しており、同選定委員会に
おいては、技術提案書の内容について も優れた提案をしたことを
高く評価されたことから、本業務に も適した業者と認められる。
よって、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3
号により上記業者と随意契約を行うものとする。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2872
（株）オリエンタルコンサルタン
ツ

鵜住居川橋詳細設計業務
柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成18年3月17日 34,965,000

本業務の遂行にあたっては、高度な知識と豊富な経験を必要とする
ことから建設コンサルタント選定委員会を開催し、標準プロポーザ
ル方式（総合評価型）により業者の選定を行ったところである。
（株）オリエンタルコンサルタンツは、同種および類似業務に豊富
な経験と高度な技術力を有した技術者を保有しており、同選定委員
会においては、技術提案書の内容について も優れた提案をしたこ
とを高く評価されたことから、本業務に も適した業者と認められ
る。よって、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の
4第3号により上記業者と随意契約を行うものとする。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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及び数量
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（円）

件数
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2873
オリエンタルコンサルタン
ツ（株）

仙台北部道路富谷ＪＣＴ本
線橋・Ｄランプ橋詳細設計

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
宮城県仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年9月13日 76,125,000

当業務は、設計条件、コスト縮減、現道上の東北縦貫自動車道及び
各ランプ橋上の多層構造での架設方法、橋梁施工時の仮設計画等に
ついての高度な知識と豊富な経験を必要とすることから、仙台河川
国道事務所建設コンサルタント選定委員会を実施し、簡易公募型プ
ロポーザル方式（技術評価型）により設計者の選定を行ったところ
である。同選定委員会により評価を行ったところ、 も優れた提案
であると評価され、本業務に も適した業者と認められたため。
（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2874
パシフィックコンサルタン
ツ（株）

社会実験効果分析調査検討
業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
宮城県仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年11月15日 11,550,000

本業務の実施にあたっては十分な知識と構想力を必要とすることか
ら、当事務所建設コンサルタント選定委員会を実施し、プロポーザ
ル方式により評価を行ったところ、 も優れた提案であると評価さ
れ、本業務に も適した業者と認められたため。（会計法第29条の3
第4項、予算決算及び会計令102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2875 （株）アイ・エヌ・エー
海岸保全事業効率化検討業
務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年11月28日 25,399,500
建設コンサルタント選定委員会の議を経て、プロポーザル方式によ
り業者選定を行った。（会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の
4第3号の規定）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2876 （株）ドーコン
仙台地区道路整備検討調査
業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
宮城県仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年11月18日 25,095,000

本業務を実施するにあたっては、十分な知識と構想力を必要とする
ことから、当事務所建設コンサルタント選定委員会を実施し、プロ
ポーザル方式により評価を行ったところ、 も優れた提案であると
評価され、本業務に も適した業者と認められたため。（会計法第
29条の3第4項、予算決算及び会計令102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2877
（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

整備効果予測検討調査業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
宮城県仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年12月21日 13,230,000

本業務を実施するにあたっては、高度な知識と構想力を必要とする
ことから当事務所建設コンサルタント選定委員会を実施し、プロ
ポーザル方式により評価を行ったところ、 も優れた提案であると
評価され、本業務に も適した業者と認められたため。（会計法第
29条の3第4項、予算決算及び会計令102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2878
パシフィックコンサルタン
ツ（株）

宮城・山形地域連携整備計
画調査業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
宮城県仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年12月8日 21,735,000

本業務を実施するにあたっては十分な知識と構想力を必要とするこ
とから、当事務所建設コンサルタント選定委員会を実施し、プロ
ポーザル方式により評価を行ったところ、 も優れた提案であると
評価され、本業務に も適した業者と認められたため。（会計法第
29条の3第4項、予算決算及び会計令102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2879 （株）福山コンサルタント
交通安全事業事後評価検討
業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
宮城県仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年12月16日 9,870,000

本業務を実施するにあたり高度な知識と豊富な経験を必要とするこ
とから当事務所建設コンサルタント選定委員会を実施し、プロポー
ザル方式により評価を行ったところ、 も優れた提案であると評価
され、本業務に も適した業者と認められたため。（会計法第29条
の3第4項、予算決算及び会計令102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2880 （株）アイ・エヌ・エー
月浜第一水門周辺整備設計
業務

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

平成17年11月10日 11,550,000

本業務は月浜第一水門改築事業により撤去しなければならない既設
水門の歴史的土木構造物としての伝承方法並びに月浜第一水門周辺
整備計画について検討し基本設計を立案するものである。歴史水門
の歴史的評価や移設を行う場合等の現状把握・評価、周辺整備計画
策定のための自然環境や地域の現状把握、地域づくり、施設設計と
いった広範囲にわたる知識と技術力が必要なことからプロポーザル
方式により業者の選定を行ったものである。当該業者は本業務の目
的、内容について的確に理解し、既設水門の歴史的土木構造物とし
ての伝承方法の検討手法について も優れた提案をした者であると
評価され、本業務に も適した業者と認められる（会計法第29条の3
第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2881
三井共同建設コンサルタン
ト（株）

北上川下流域流況検討業務

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

平成17年12月1日 35,280,000

本業務は北上川下流域において河川流量の変化が汽水域に及ぼす影
響を把握するため流況調査等を実施し、水質改善を目的とした北上
大堰の効果的な放流条件の検討及び低水時の流量配分の検討を実施
するものである。本業務は汽水域における生物の生息状況、水質、
流況等の現況把握、水質予測モデルによる生息環境や利水環境への
影響把握、適切な低水管理を行うための堰及び水門による複合的な
操作の検討が必要なことからプロポーザル方式により業者の選定を
行ったところである。本業者は本業務の目的、内容について的確に
理解し、汽水域の生物及び利水環境を保全・改善するための低水管
理のあり方について も優れた提案をした業者であると評価され本
業務に も適した業者である。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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2882
日本建設コンサルタント
（株）

北上川水系河川整備計画等
検討業務

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

平成18年1月26日 49,980,000

本業務は北上川水系（下流部）における河川整備計画等の策定に向
けて洪水調節施設計画、河道計画及び河道内樹木による影響等の検
討を行うものである。本検討で対象とする北上川水系下流部の河川
整備計画のうち旧北上川においては、北上川との分流、他水系であ
る鳴瀬川への分流等を考慮する必要があり、高水流量、洪水調節施
設計画及び河道計画検討上高度な解析技術と豊かな経験を必要とす
ることからプロポーザル方式により業者の選定を行ったものであ
る。本業務の目的、内容について的確に理解し、 も優れた提案を
した者であると評価され、本業務に も適した業者と認められる。
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2883 （株）建設技術研究所
鳴瀬川水系河川整備計画等
検討業務

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

平成18年1月26日 56,175,000

本業務は鳴瀬川水系における河川整備計画等の策定に向けて鳴瀬川
の高水流量、洪水調節施設計画、河道計画及び河道の維持管理に関
する検討を行うものである。本検討で対象とする鳴瀬川の河川整備
計画等は他水系である江合川の分合流を考慮する必要があり、高水
流量、洪水調節施設計画及び河道計画検討上高度な解析技術と豊か
な経験を必要とすることからプロポーザル方式により業者の選定を
行ったものである。本業務の目的、内容について的確に理解し、
も優れた提案をした者であると評価され、本業務に も適した業者
と認められる。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2884 (株)建設技術研究所
田川ダム建設に係る環境影
響評価の一環として、水環
境への影響の予測・評価

田仲光美
東北地方整備局鳴瀬川総合開発
調査事務所
宮城県大崎市古川旭三丁目8-18

平成18年1月19日 8,295,000

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2885 （株）建設環境研究所 吉浜道路環境調査検討業務

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

平成17年6月10日 23,730,000
プロポーザル方式による技術審査結果より（会計法29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2886
三井共同建設コンサルタント
（株）

東北版シーニックバイウェイ実
施方策検討調査業務

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

平成17年9月28日 5,145,000
プロポーザル方式による技術審査結果より（会計法29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2887 （株）千代田コンサルタント
志津川本吉地区環境調査業
務

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

平成17年12月2日 16,380,000
プロポーザル方式による技術審査結果より（会計法29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2888 （株）復建技術コンサルタント 三陸釜石道路調査設計業務

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

平成17年12月6日 11,865,000
プロポーザル方式による技術審査結果より（会計法29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2889 （株）建設企画コンサルタント 宮古北他道路調査設計業務

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

平成17年12月22日 11,445,000
プロポーザル方式による技術審査結果より（会計法29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2890
パシフィックコンサルタンツ
（株）

高規格道路の利便性向上に
関する検討業務

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

平成18年1月17日 17,430,000
プロポーザル方式による技術審査結果より（会計法29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2891 エヌエス環境（株） 下浜地区環境影響評価業務

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年11月25日 16,800,000

本業務の実施にあたっては、下浜地区の地域特性を詳細に把握し、
環境影響評価法に準拠した影響評価を的確に実施する必要がある。
このため、本業務を実施する業者は、同種業務の内容及び当該地域
の特性に精通し、かつ、高度な技術力を有していることが必要にな
ることから、建設コンサルタント選定委員会を実施し総合評価型プ
ロポーザル方式により業務請負者の選定を行ったところ、同選定委
員会において他社と比較し も優れた提案をした業者として評価さ
れたため（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4
第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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2892
（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

象潟仁賀保道路予備設計業
務

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年10月3日 26,932,500

本業務の実施に際しては、走行性、安全性、環境、コスト面、維持
管理面等、総合的に検討し、縦断線形、幅杭位置、道路構造を決定
する必要があるこのため、本業務を実施する技術者は同種の業務内
容に精通しており、かつ、高度な技術力を有していることが必要に
なることから、建設コンサルタント選定委員会を実施し技術者評価
型プロポーザル方式により業務請負者の選定を行ったところ、同選
定委員会において も優れた提案をした技術者を有する業者として
評価されたため（会計法29条の3第4項及び予算決算及会計令第102条
の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2893
（株）復建技術コンサルタ
ント

情報通信技術を活用した観
光振興の社会実験業務

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年6月27日 11,970,000

本業務の特性として、以下の項目があげられる。１、情報通信技術
だけでなく道路施設や交通に精通していること。２，観光関係者と
の連携を図り、社会実験を行うこと。３、社会実験の結果を検証、
評価し、今後の展開を検討すること。以上の特性から、高度な技術
力及びマネジメント能力を必要とするため、標準プロポーザル方式
による総合的に も優れた技術提案を行った評価されたため（会計
法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2894 東京コンサルタンツ（株） 新屋水門周辺整備検討業務

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成18年2月10日 5,355,000

本業務は、老朽化した新屋水門の改築に伴い、影響する都市計画道
路（割山南浜線）及び周辺の環境整備の総合的な検討を行うもので
ある。また、本業務は新屋水門の改築検討に伴う周辺の環境整備及
び景観の検討を総合的に検討する必要があり、総合的に能力を求め
ることから総合評価型プロポーザルにより業務請負社の選定を行っ
たところ、同選定委員会において他社と比較し総合的に優れている
と評価されたため（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2895 電設コンサルタンツ（株）
仁賀保本荘道路外電気通信
設備設計業務

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年8月5日 39,690,000

同業務は道路管理に必要な道路附属物としての電気通信設備の機
能・特質に熟知し、現地の道路状況に即した検討が必要であり、交
通の安全と道路管理の効率化を踏まえた全体構想や全体システム等
に関する経験及び能力を有する業者による調査・設計が不可欠であ
ることから、技術者評価型プロポーザル式により業者請負者の選定
を行ったところ、建設コンサルタント委員会において も優れた技
術者を有する業者として評価されたため（会計法29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2896
（株）建設企画コンサルタ
ント

田沢湖地区道路概略設計業
務

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成18年1月11日 20,475,000

業務は、地域高規格道路盛岡秋田道路のうち、秋田県仙北市田沢湖
生保内～卒田地内において地域指定状況、環境、地形地質などの情
報により道路概略設計（1/2500）Ｌ＝約16ｋｍ他を行うものであ
る。 また、本業務は地域高規格道路の構造要件を満たす道路構造を
走行性、安全性、維持管理、コスト面などから検討して概略設計に
反映させる必要があり、総合的に能力を求めることから総合評価型
プロポーザル方式により業務請負者の選定を行ない、他社と比較し
総合的に優れている業者として評価されたため（会計法29条の3第4
項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2897
（株）復建技術コンサルタ
ント

電子媒体による道路情報提
供検討業務

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年8月8日 10,920,000

本業務は、秋田県内の道路管理者（国・県・日本道路公団）が連携
し、①快適な走行支援や地域活性化支援に資する情報提供内容を検
討するとともに、②利用者ニーズに対応した「秋田冬みち情報」の
充実について検討するものである。（道路施設、公共交通、観光等
の一元化・融合）このため、道路利用者ニーズや他地域での事例の
分析・評価により、秋田県の道路情報としてふさわしい情報提供内
容の検討が必要となる。また、他機関道路管理者が所有する道路情
報データの一元化を図る必要があることから、通信機器を含む道路
管理施設や道路交通の状況や個別課題に精通した者でなければなら
ない。更に、情報提供開始後においても、内容の充実を図るために
利用者のニーズ把握などにより分析・評価を行い、必要に応じて改
善するなど、高度な技術的判断とマネジメント能力が必要となるこ
とから、建設コンサルタント選定委員会を実施し総合評価型プロ
ポーザル方式により業務請負者の選定を行ったところ、同選定委員
会において も優れた提案をした技術者を有する業者として評価さ
れたため（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4
第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2898 （株）建設環境研究所 土崎自歩道設計検討業務

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年9月15日 12,285,000

本業務の特性として以下の項目があげられる。１．事業に先立ち住
民との合意形成を行うこと。２．コンピュータグラフィック等を活
用し、地元合意形成を図る為のわかりやすい資料を作成すること。
３．バリフリーの歩道及び電線共同溝の設計を行うこと。以上の特
性から、高度な技術力及びマネジメント能力を必要とするため、標
準プロポーザル方式により評価したところ、 も優れた技術提案を
した業者として評価されたため（会計法29条の3第4項及び予算決算
及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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2899
（株）復建技術コンサルタ
ント

下浜地区道路予備設計業務

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年11月7日 16,800,000

本業務の実施に際しては、走行性、安全性、環境、コスト面、維持
管理面等を総合的に検討し、 適な道路線形、道路構造を決定する
必要がある。このため、本業務を実施する技術者は同種の業務内容
に精通しており、かつ、高度な技術力を有していることが必要にな
ることから、建設コンサルタント選定委員会を実施し技術者評価型
プロポーザル方式により業務請負者の選定を行ったところ、同選定
委員会において も優れた提案をした技術者を有する業者として評
価されたため（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条
の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2900 （株）ウェザーニューズ
湯沢河川国道事務所管内雪
氷予測業務

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

平成17年10月24日 12,114,480

過去に同種業務の経験があり、管内の局地的な気象特性に詳しく、
精度の高い雪氷予測を実施できる業者である。標準プロポーザル方
式（総合評価型）にて も優れた提案者。（会計法第29条の3第4項
及び予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2901 （株）福山コンサルタント
湯沢河川国道管内道路管理
検討業務

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

平成17年9月14日 18,690,000

過去に同種業務の経験があり、道路管理及び交通事故に関する豊富
かつ専門的な知識を有する業者である。標準プロポーザル方式（総
合評価型）にて も優れた提案者。（会計法第29条の3第4項及び予
決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2902 セントラルコンサルタント（株） 道の駅整備効果検討業務

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

平成17年9月20日 13,755,000

過去に同種業務の経験があり、道路等の整備効果検討に関する豊富
かつ専門的な知識を有する業者である。標準プロポーザル方式（総
合評価型）にて も優れた提案者。（会計法第29条の3第4項及び予
決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2903 セントラルコンサルタント（株） 院内道路詳細設計業務

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

平成17年7月26日 16,590,000

各種施策の整合が図られる効率的な設計手法を提案できる幅広い知
識と豊富な経験を有する業者である。標準プロポーザル方式（総合
評価型）にて も優れた提案者。（会計法第29条の3第4項及び予決
令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2904 （株）アイ・エヌ・エー 成瀬ダム本体予備設計業務

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

平成17年8月1日 32,025,000

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2905 日本建設コンサルタント（株）
雄物川上流治水地形分類図
作成業務

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

平成17年12月27日 5,145,000

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2906 東北緑化環境保全（株） 琴丘能代道路環境調査業務

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年5月16日 7,980,000

　当該業務は地域の諸特性に精通し、多数の同種・類似業務経験と
高度な判断が必要とされることから、建設コンサルタント選定委員
会を実施し、総合評価型プロポーザル方式により業者の選定を行っ
たところである。
　上記業者は、同選定委員会において も優れた提案をしたコンサ
ルタントであり、同種及び類似業務に卓越した豊富な経験と高度な
技術力を有した技術者を確保しており、本業務に も適した業者と
認められたところである。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2907
（株）建設企画コンサルタ
ント

米代川水辺の国勢調査（陸
上昆虫類）

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年5月11日 19,950,000

　本業務は地域の諸特性に精通し、多数の類似業務経験と高度な判
断を必要とされることから、建設コンサルタント選定委員会を実施
し、総合評価型プロポーザル方式により業者の選定を行ったところ
である。
  上記業者は、同選定委員会において も優れた提案をしたコンサ
ルタントであり、同種業務に卓越した豊富な経験と高度な技術力を
有した技術者を確保しており、本業務に も適した業者と認められ
たところである。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2908 エヌエス環境（株） 米代川河川環境調査業務

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年4月20日 35,490,000

　本業務は地域の諸特性に精通し、多数の類似業務経験と高度な判
断を必要とされることから、建設コンサルタント選定委員会を実施
し、総合評価型プロポーザル方式により業者の選定を行ったところ
である。
　上記業者は、同選定委員会において も優れた提案をしたコンサ
ルタントであり、  同種業務に卓越した豊富な経験と高度な技術力
を有した技術者を確保しており、本業務に も適した業者と認めら
れたところである。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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2909 （株）日本建設技術社 鷹巣大館道路予備設計業務

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年6月8日 30,450,000

　当該業務は、優れた技術者の保有、及び的確で実現性のある実施
方針作成等、総合的な技術力が必要とされることから、建設コンサ
ルタント選定委員会を実施し、総合評価型プロポーザル方式により
業者の選定を行ったところである。
　上記業者は、同選定委員会において も優れた提案をしたコンサ
ルタントであり、豊富な経験と高度な技術力を有した技術者を確保
しており、業務実施方針及び手法等において優れ、本業務に も適
した業者と認められたところである。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2910 （株）構造技研 引欠川橋詳細設計業務

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

平成17年7月6日 24,885,000

　当該業務は、優れた技術者の保有、及び的確で実現性のある実施
方針作成等、総合的な技術力が必要とされることから、建設コンサ
ルタント選定委員会を実施し、総合評価型プロポーザル方式により
上記業者の選定を行ったところである。
  上記業者は、同選定委員会において も優れた提案をしたコンサ
ルタントであり、豊富な経験と高度な技術力を有した技術者を確保
しており、業務実施方針及び手法等において優れ、本業務に も適
した業者と認められたところである。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2911
（株）復建技術コンサルタ
ント

釈迦内跨線橋予備設計業務

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

平成17年7月6日 15,540,000

　当該業務は、優れた技術者の保有、及び的確で実現性のある実施
方針作成等、総合的な技術力が必要とされることから、建設コンサ
ルタント選定委員会を実施し、総合評価型プロポーザル方式により
上記業者の選定を行ったところである。
  上記業者は、同選定委員会において も優れた提案をしたコンサ
ルタントであり、豊富な経験と高度な技術力を有した技術者を確保
しており、業務実施方針及び手法等において優れ、本業務に も適
した業者と認められたところである。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2912 （株）福山コンサルタント
管内交通基礎データ収集解
析業務

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

平成17年7月11日 24,675,000

  当該業務は地域の諸特性に精通し、多数の同種・類似業務経験と
高度な判断が必要とされることから、建設コンサルタント選定委員
会を実施し、技術者評価型プロポーザル方式により業者の選定を
行ったところである。
  上記業者は、同選定委員会において も優れた提案をしたコンサ
ルタントであり、同種及び類似業務に卓越した豊富な経験と高度な
技術力を有した技術者を確保しており、本業務に も適した業者と
認められたところである。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2913 応用地質（株） 米代川堤防浸透調査

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

平成17年8月29日 49,875,000

　本業務は地域の諸特性に精通し、多数の類似業務経験と高度な判
断を必要とされることから、建設コンサルタント選定委員会を実施
し、総合評価型プロポーザル方式により業者の選定を行ったところ
である。
　上記業者は、同選定委員会において も優れた提案をしたコンサ
ルタントであり、同種業務に卓越した豊富な経験と高度な技術力を
有した技術者を確保しており、本業務に も適した業者と認められ
たところである。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2914 （株）福山コンサルタント
秋田県北地区高速道路有効
活用調査業務

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

平成17年10月12日 11,445,000

　当該業務は、優れた技術者の保有、及び的確で実現性のある実施
方針作成等、総合的な技術力が必要とされることから、建設コンサ
ルタント選定委員会を実施し、総合評価型プロポーザル方式により
業者の選定を行ったところである。
  上記業者は、同選定委員会において も優れた提案をしたコンサ
ルタントであり、豊富な経験と高度な技術力を有した技術者を確保
しており、業務実施方針及び手法等において優れ、本業務に も適
した業者と認められたところである。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2915 （株）ドーコン 環白神地域連携交流調査

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

平成17年10月11日 9,765,000

　 当該業務は地域の諸特性に精通し、多数の同種・類似業務経験と
高度な判断が必要とされることから、建設コンサルタント選定委員
会を実施し、総合評価型プロポーザル方式により業者の選定を行っ
たところである。
  上記業者は、同選定委員会において も優れた提案をしたコンサ
ルタントであり、同種及び類似業務に卓越した豊富な経験と高度な
技術力を有した技術者を確保しており、本業務に も適した業者と
認められたところである。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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2916
（株）建設企画コンサルタ
ント

二ツ井北秋田地区道路概略
設計業務

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

平成17年12月8日 8,116,500

　当該業務は地域の諸特性に精通し、多数の同種・類似業務経験と
高度な判断が必要とされることから、建設コンサルタント選定委員
会を実施し、総合評価型プロポーザル方式により業者の選定を行っ
たところである。
  上記業者は、同選定委員会において も優れた提案をしたコンサ
ルタントであり、同種及び類似業務に豊富な経験と高度な技術力を
有した技術者を保有しており、本業務に も適した業者と認められ
たところである。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2917 アジア航測（株） 米代川洪水流解析検討業務

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

平成18年3月16日 17,850,000

　本業務は地域の諸特性に精通し、多数の類似業務経験と高度な判
断を必要とされることから、建設コンサルタント選定委員会を実施
し、総合評価型プロポーザル方式により業者の選定を行ったところ
である。
  上記業者は、同選定委員会において も優れた提案をしたコンサ
ルタントであり、同種業務に卓越した豊富な経験と高度な技術力を
有した技術者を確保しており、本業務に も適した業者と認められ
たところである。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2918 （株）販促
森吉山ダムホームページ運用
業務

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

平成17年10月20日 8,431,500

当事務所の事業内容、地域の情報等の幅広い知識を必要とする他イン
ターネットホームページの企画・作成・運営及び管理にあたり高度な技術
と経験を要することから、標準ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式を準用し業者の選定を行っ
たところ、更新の頻度向上と連続性、地域性を出したコンテンツづくり、利
用者が参加できるページづくり、一般住民の目線に立ったページづくりの
提案でホームページ閲覧者を継続的に増加させる方法において も優れ
た提案をした業者であると評価されたため（会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2919 電設コンサルタンツ（株）
ダム管理用電気通信設備設
計業務

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

平成17年11月17日 41,265,000

ダム管理に必要な電気通信設備の機能・役割に熟知し、森吉山ダム建設
予定地の地形・気象条件等を考慮した検討が必要であり、ダム機能に要
求される信頼性の確保及び管理の効率化を踏まえた全体構想や全体シ
ステム構築等に関する経験及び能力を有する業者による設計が不可欠で
あることから、技術者評価型プロポーザル方式により業務請負者の選定
を行ったところ、専門技術力及び取り組み姿勢等の点で も優れた技術
者を有する業者として評価されたため（会計法第29条の3第4項及び予算
決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2920 東北緑化環境保全（株） 鳥海ダム猛禽類調査

柳町俊章
東北地方整備局鳥海ダム調査事
務所
秋田県由利本荘市桜小路32-1

平成17年5月11日 26,565,000

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2921 （株）建設環境研究所
鳥海ダム自然環境（動物）調
査

柳町俊章
東北地方整備局鳥海ダム調査事
務所
秋田県由利本荘市桜小路32-1

平成17年5月11日 35,070,000

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2922 （株）福山コンサルタント
新庄金山地区道路計画検討
業務

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

平成17年6月6日 19,425,000

道路予備設計及び概略設計、またＰＩによる資料整理や意見の取り
まとめにあたり、高度な知識と豊かな経験を必要とするため、選考
委員会を実施しプロポーザル方式により業者を選定。（会計法第29
条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2923
パシフィックコンサルタン
ツ（株）

大淀地区分水施設概略設計
業務

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

平成17年9月21日 29,925,000
標準プロポーザルにより、業務実績や実施方針等、業務提案書を審
査した結果、 も適した業者とみとめられたため（会計法29条の3第
4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2924 （株）建設技術研究所
上川上流河川整備計画実

施状況等整理検討業務

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

平成17年10月4日 11,865,000
標準プロポーザルにより、業務実績や実施方針等、業務提案書を審
査した結果、 も適した業者とみとめられたため（会計法29条の3第
4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2925 住鉱コンサルタント（株）
上川上流堤防詳細調査業

務

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

平成17年10月31日 67,410,000
標準プロポーザルにより、業務実績や実施方針等、業務提案書を審
査した結果、 も適した業者とみとめられたため（会計法29条の3第
4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2926 （株）長大 歩行者誘導標示検討業務

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

平成17年11月28日 14,385,000
プロポーザルにより も優れた提案をし、 適な業者として認めた
ため（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3
号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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2927 （株）建設環境研究所
赤湯地区道路空間再生計画
検討業務

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

平成17年12月1日 7,245,000
プロポーザルにより も優れた提案をし、 適な業者として認めた
ため（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3
号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2928 （株）ハイスタッフ 河川事業広報活動業務委託

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

平成17年4月11日 15,015,000
標準プロポーザルに準じた手法により、業務実績や実施方針等、業
務提案書を審査した結果、 も適した業者とみとめられたため（会
計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2929 （株）ウェザーニューズ
雨量等防災支援情報提供業
務委託

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

平成17年7月1日 1,785,000
標準プロポーザルに準じた手法により、業務実績や実施方針等、業
務提案書を審査した結果、 も適した業者とみとめられたため（会
計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2930 （株）ケー・シー・エス
管内道路事業執行計画検討
業務

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年4月26日 18,375,000

当該業務は、「アウトカム指標に基づく事業執行計画」に関する高
度な知識と豊かな経験を必要とすることから、プロポーザル方式に
よる業者選定委員会において、 も優れた提案を行っており、本業
務に も適した業者と認められるため。（会計法第29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2931
日本建設コンサルタント
（株）

赤川河川整備基本方針等検
討業務

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年9月29日 20,475,000

当該業務は、基本高水流量及び河道計画等の検討について高度な知
識と豊かな経験を必要とすることから、プロポーザル方式による業
者選定委員会において、 も優れた提案を行っており、本業務に
も適した業者と認められるため。（会計法第29条の3第4項及び予算
決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2932 （株）ドーコン
観光と道路整備のあり方検
討業務

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年11月15日 17,115,000

当該業務は、地域計画について高度な知識と豊かな経験を必要とす
ることから、プロポーザル方式による業者選定委員会において、
も優れた提案を行っており、本業務に も適した業者と認められる
ため。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4
第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2933 （株）ウェザーニューズ
酒田河川国道事務所管内雪
氷予測業務

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年11月21日 16,978,500

当該業務は、気象予測を実施する高度な予測技術が要求されること
から、プロポーザル方式による業者選定委員会において、 も優れ
た提案を行っており、本業務に も適した業者と認められるため。
（会計法第29の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2934
セントラルコンサルタント
（株）

温海鶴岡地区道路予備設計
業務

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年11月24日 22,365,000

当該業務は、道路基本（予備・概略）設計について高度な知識と豊
かな経験を必要とすることから、プロポーザル方式による業者選定
委員会において、 も優れた提案を行っており、本業務に も適し
た業者と認められるため。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及
び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2935 （株）福山コンサルタント
庄内地域高規格幹線道路網
活用調査

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年11月22日 15,120,000

当該業務は、道路調査・計画について高度な知識と豊かな経験を必
要とすることから、プロポーザル方式による業者選定委員会におい
て、 も優れた提案を行っており、本業務に も適した業者と認め
られるため。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2936 （株）福山コンサルタント
管内道路行政マネジメント
検討業務

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年12月15日 9,607,500

当該業務は、道路に関する整備効果分析について高度な知識と豊か
な経験を必要とすることから、プロポーザル方式による業者選定委
員会において、 も優れた提案を行っており、本業務に も適した
業者と認められるため。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び
会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2937
（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

管内交通安全対策検討業務

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年12月22日 38,325,000

当該業務は、「交通安全事業マネジメント」に関する高度な知識と
豊かな経験を必要とすることから、プロポーザル方式による業者選
定委員会において、 も優れた提案を行っており、本業務に も適
した業者と認められるため。（会計法第29条の3第4項及び予算決算
及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2938 （株）ドーコン
庄内地域における生活圏域
づくり支援検討業務

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成18年1月13日 8,925,000

当該業務は、「地方における地域計画」に関する高度な知識と豊か
な経験を必要とすることから、プロポーザル方式による業者選定委
員会において、 も優れた提案を行っており、本業務に も適した
業者と認められるため。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び
会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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2939
エヌ・ティ・ティ・インフ
ラネット（株）

光ファイバー収容空間等
データベース整備業務

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成18年2月3日 11,445,000

当該業務は、情報ボックス等がＩＴ社会構築のための重要な社会資
本のひとつとして、常に良好な状態を維持し適切な運用が要求され
ることから、プロポーザル方式による業者選定委員会において、
も優れた提案を行っており、本業務に も適した業者と認められる
ため。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4
第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2940
（株）千代田コンサルタン
ト

戸沢庄内間地域高規格道路
概略設計業務

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成18年2月17日 6,930,000

当該業務は、「景観検討を含めた道路概略設計」及び「道路整備効
果による地域活性化策」に関する高度な知識と豊かな経験を必要と
することから、プロポーザル方式による業者選定委員会において、
も優れた提案を行っており、本業務に も適した業者と認められ

るため。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の
4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2941 日本建設コンサルタント（株） 横山地区消流雪設計業務
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町5-55

平成17年9月20日 43,575,000

業務遂行に際しては、施設設計等について高度な知識と豊富な経験
を必要とすることから、横山地区消流雪設計業務建設コンサルタン
ト選定委員会を実施し、プロポーザル方式により設計者の選定を
行ったところである。本業者は、同選定委員会においての総合評価
により も優れた設計者であると評価され、本業務に も適した業
者と認められる。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2942 日本建設コンサルタント（株）
清水地区消流雪詳細設計業
務

西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町5-55

平成17年10月13日 32,109,000

当該業務は、導水路施設等について高度な知識と豊かな経験を必要
とすることから、清水地区消流雪詳細設計業務建設コンサルタント
選定委員会を実施し、プロポーザル方式により設計者の選定を行っ
たところである。本業者は、同選定委員会において も優れた提案
をした設計者であると評価され、本業務に も適した業者と認めら
れる。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3
号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2943 住鉱コンサルタント（株）
豊牧地区外砂防事業評価手
法検討業務

西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町5-55

平成18年2月7日 11,865,000

当該業務は、その事業効果について、河床変動計算や氾濫シミュ
レーションを行うだけでなく、より効果的な便益算出手法について
検討を行う必要があり、高度な知識と豊かな経験を必要とすること
から、プロポ－ザル方式により技術的に 適な者を特定したところ
である。本業者は、同選定委員会において も優れた提案をした者
であると評価され、本業務に も適した業者と認められる。（会計
法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2944 アジア航測（株）
土砂災害警戒避難にかかる警
戒基準検討業務

西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町5-55

平成18年2月7日 10,080,000

当該業務は、当事務所が整備した「土砂災害情報システム」と山形
県が整備した「砂防情報システム」の整合を図った上で、効果的で
汎用性の高い土砂災害警戒避難システム（既存システムの改善）に
ついて検討を行う必要があり、高度な知識と豊かな経験を必要とす
ることから、プロポ－ザル方式により技術的に 適な者を特定した
ところである。本業者は、同選定委員会において も優れた提案を
した者であると評価され、本業務に も適した業者と認められる。
（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2945 （株）ウヌマ地域総研 文書整理検討業務
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島5-55

平成17年12月2日 15,225,000

文書整理検討にあたり、文書の有効活用及び情報公開法に基づく開
示請求に対応するため、既存文書のデータベース化を図り、文書管
理システムを構築することにより、必要な文書を誰もが迅速に活用
できる環境の整備及び保管・廃棄するとともに、文書の発生から廃
棄までの管理・運用の仕組みを構築し、運用方針について検討を行
う必要があり、高度な知識と豊かな経験を必要とすることから、プ
ロポ－ザル方式により技術的に 適な者を特定したところである。
本業者は、同選定委員会において も優れた提案をした者であると
評価され、本業務に も適した業者と認められる。（会計法第29条
の3第4項、予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2946 応用地質（株）
長井ダム原石山法面対策検
討業務

谷田広樹
東北地方整備局長井ダム工事事
務所
山形県長井市館町北6-6

平成17年11月18日 58,275,000

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2947 国土環境（株）
長井ダム建設に伴う大気環
境調査解析業務

谷田広樹
東北地方整備局長井ダム工事事
務所
山形県長井市館町北6-6

平成18年2月17日 5,775,000

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2948
三井共同建設コンサルタン
ト（株）

阿武隈川総合流出モデル検
討業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年8月9日 16,957,500

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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2949
（株）プランニングネット
ワーク

荒川遊砂地周辺整備計画検
討業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年12月12日 5,880,000

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2950
パシフィックコンサルタン
ツ（株）

河川流況変化に伴う河道の
物理環境変化検討業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年1月13日 5,775,000

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2951 （株）建設環境研究所
阿武隈川外来魚生息実態調
査

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年5月31日 7,969,500

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2952 （株）長大
阿武隈東道路胴切橋予備設
計業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年3月15日 10,605,000

　当該業務は地域の諸特性に精通し、多数の同種・類似業務経験と
高度な判断が必要とされることから、建設コンサルタント選定委員
会を実施し、総合評価型プロポーザル方式により業者の選定を行っ
たところである。
　上記業者は、同選定委員会において も優れた提案をしたコンサ
ルタントであり、同種及び類似業務に卓越した豊富な経験と高度な
技術力を有した技術者を確保しており、本業務に も適した業者と
認められたところである。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2953 （株）復建技術コンサルタント
阿武隈東道路楢這橋予備設
計業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年3月15日 13,125,000

　当該業務は地域の諸特性に精通し、多数の同種・類似業務経験と
高度な判断が必要とされることから、建設コンサルタント選定委員
会を実施し、総合評価型プロポーザル方式により業者の選定を行っ
たところである。
　上記業者は、同選定委員会において も優れた提案をしたコンサ
ルタントであり、同種及び類似業務に卓越した豊富な経験と高度な
技術力を有した技術者を確保しており、本業務に も適した業者と
認められたところである。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2954 （株）復建技術コンサルタント
阿武隈東道路荻ノ久保橋予備
設計業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年3月15日 17,325,000

　当該業務は地域の諸特性に精通し、多数の同種・類似業務経験と
高度な判断が必要とされることから、建設コンサルタント選定委員
会を実施し、総合評価型プロポーザル方式により業者の選定を行っ
たところである。
　上記業者は、同選定委員会において も優れた提案をしたコンサ
ルタントであり、同種及び類似業務に卓越した豊富な経験と高度な
技術力を有した技術者を確保しており、本業務に も適した業者と
認められたところである。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2955 （株）日本建設技術社 荻平地区ﾄﾝﾈﾙ詳細設計業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年3月8日 47,775,000

　当該業務は地域の諸特性に精通し、多数の同種・類似業務経験と
高度な判断が必要とされることから、建設コンサルタント選定委員
会を実施し、総合評価型プロポーザル方式により業者の選定を行っ
たところである。
　上記業者は、同選定委員会において も優れた提案をしたコンサ
ルタントであり、同種及び類似業務に卓越した豊富な経験と高度な
技術力を有した技術者を確保しており、本業務に も適した業者と
認められたところである。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2956 （株）日本建設技術社
山上・東玉野地区ﾄﾝﾈﾙ詳細設
計業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成18年3月9日 48,825,000

　当該業務は地域の諸特性に精通し、多数の同種・類似業務経験と
高度な判断が必要とされることから、建設コンサルタント選定委員
会を実施し、総合評価型プロポーザル方式により業者の選定を行っ
たところである。
　上記業者は、同選定委員会において も優れた提案をしたコンサ
ルタントであり、同種及び類似業務に卓越した豊富な経験と高度な
技術力を有した技術者を確保しており、本業務に も適した業者と
認められたところである。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2957
（株）復建技術コンサルタ
ント

管内橋梁補修設計業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年10月14日 47,250,000

本業者は、標準プロポーザル方式による技術提案書の提出結果、コ
スト縮減・工期短縮の工法提案及び栗子道路の交通規制方法におい
て も優れていると評価されたものであることから、本業者と随意
契約を行うものである。
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

2958 （株）ウェザーニューズ
福島河川国道事務所雪氷予
測業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年12月13日 13,860,000

本業者は、標準型プロポーザル方式による技術提案書の提出結果、
気象予測の精度向上方法、情報提供方法及び予測結果の活用方法に
ついての提案において も優れていると評価されたものであること
から、本業者と随意契約を行うものである。（会計法29条の3第4項
及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2959 （株）ドーコン
郡山管内道路整備効果検討
業務

杉崎光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈夫
内28-1

平成17年8月24日 13,125,000

　事業整備効果の検討について、高度な知識と豊かな経験を必要よ
うとすることから、 も優れた技術提案をした業者であると評価さ
れたため、(会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条
の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2960 （株）福山コンサルタント
会津縦貫北道路整備効果検
討業務

杉崎光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈夫
内28-1

平成17年11月10日 4,830,000

　事業整備効果の検討について、高度な知識と豊かな経験を必要よ
うとすることから、 も優れた技術提案をした業者であると評価さ
れたため、、(会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2961 （株）長大 管内事故分析評価検討業務

杉崎光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈夫
内28-1

平成17年11月17日 15,120,000

　交通事故データ分析、現行の事故分析手法の評価、効果・効率的
対応策の立案、対応策の事後評価手法の検討等、高度な知識と豊か
な経験を必要とすることから、 も優れた技術提案を行った業者で
あると評価されたため、(会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会
計令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2962 電設コンサルタント（株）
多重無線通信回線詳細設計
業務

杉崎光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈夫
内28-1

平成17年12月19日 9,345,000

　回線設計及び機器を構成する各種設備について、高度な知識と豊
かな経験を必要とされることから、 も優れた技術提案を行った業
者であると評価されたため、(会計法第29条の3第4項及び予算決算及
び会計令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2963
パシフィックコンサルタン
ツ（株）

会津地区道路空間利用検討
業務

杉崎光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈夫
内28-1

平成18年1月18日 16,275,000

　道路利用者に対する道路情報提供やシーニックバイウェイの一環
として、必要な情報及び道路周辺の景色の良い候補地選定等の検討
を行ううえで、高度な知識と豊かな経験を求めることから、 も優
れた技術提案を行った業者であると評価されたため、(会計法第29条
の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2964 （株）建設環境研究所 喜多方湯川地区環境調査

杉崎光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈夫
内28-1

平成18年2月1日 4,200,000

　一般国道１２１号会津縦貫北道路改築事業の一環として、橋梁設
置による環境に与える影響調査及び日橋川において現地調査を行
い、地域特性状況を踏まえて、予測・評価・対策検討が必要とされ
ることから、豊かな経験と高度な技術力が求められ、 も優れた技
術提案を行った業者であると評価されるため、(会計法第29条の3第4
項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2965 （株）建設技術センター 管内トンネル補修検討業務

杉崎光義
東北地方整備局郡山国道事務所
福島県郡山市安積町荒井字丈夫
内28-1

平成18年3月3日 4,725,000

　管内の既設トンネルにおいて現況把握を行い、効果的な補修計画
を立案し、併せてトンネル現況評価検討及びマネジメント方針検
討、補修計画検討等を実施することから、豊かな経験と高度な技術
力が求められ、 も優れた技術提案を行った業者であると評価され
るため、(会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4
第3号)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2966 （株）建設技術センター 三和トンネル詳細設計業務
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町8－1

平成18年3月2日 5,700,000

本業務は、高度な知識と豊かな経験を必要とするため、プロポーザ
ル方式を実施した結果、当該業者が も優れた提案をした設計者で
あるため特定としたものである。（会計法第29条の3第4項及び予算
決算及び会計令102条の4）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2967 （株）ケー・シー・エス 磐城管内広報資料作成業務
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町8－1

平成17年6月9日 20,370,000

本業務は、高度な知識と豊かな経験を必要とするため、プロポーザ
ル方式を実施した結果、当該業者が も優れた提案をした設計者で
あるため特定としたものである。（会計法第29条の3第4項及び予算
決算及び会計令102条の4）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2968
セントラルコンサルタント
（株）

勿来地区道路設計業務
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町8－1

平成17年9月22日 5,985,000

本業務は、高度な知識と豊かな経験を必要とするため、プロポーザ
ル方式を実施した結果、当該業者が も優れた提案をした設計者で
あるため特定としたものである。（会計法第29条の3第4項及び予算
決算及び会計令102条の4）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2969
パシフィックコンサルタン
ト（株）

プローブデータ解析外業務
田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町8－1

平成17年10月18日 10,983,000

本業務は、高度な知識と豊かな経験を必要とするため、プロポーザ
ル方式を実施した結果、当該業者が も優れた提案をした設計者で
あるため特定としたものである。（会計法第29条の3第4項及び予算
決算及び会計令102条の4）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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2970
三井共同建設コンサルタント
（株）

四十四田ダム水源地域ビジョ
ン策定支援業務

石黒正
東北地方整備局北上川ダム統合
管理事務所
盛岡市下厨川字四十四田1

平成17年7月19日 9,030,000

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2971 (株)アイ・エヌ・エー
釜房ダム事前放流等検討業
務

坂本良三
東北地方整備局釜房ダム管理所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字
大平山10-6

平成17年7月29日 18,165,000

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2972
三井共同建設コンサルタン
ト(株)

釜房ダム洪水時操作規則検
討業務

坂本良三
東北地方整備局釜房ダム管理所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字
大平山10-6

平成17年8月8日 23,520,000

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2973 (株)クレド 釜房ダム広報資料作成業務

坂本良三
東北地方整備局釜房ダム管理所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字
大平山10-6

平成17年11月9日 3,360,000

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2974 (株)パナックス・ジャパン 釜房ダム広報活動業務

坂本良三
東北地方整備局釜房ダム管理所
宮城県柴田郡川崎町大字小野字
大平山10-6

平成17年7月1日 26,245,800

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2975 応用地質（株）
七ヶ宿ダム堆砂対策検討業
務

白浜浩
東北地方整備局七ヶ宿ダム管理
所
宮城県刈田郡七ヶ宿町切通52-
40

平成17年9月5日 5,775,000

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2976 （株）ニュージェック
七ヶ宿ダム事前放流検討業
務

白浜浩
東北地方整備局七ヶ宿ダム管理
所
宮城県刈田郡七ヶ宿町切通52-
40

平成17年10月27日 7,875,000

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2977 （株）ユーメディア
七ヶ宿ダム広報活動検討業
務

白浜浩
東北地方整備局七ヶ宿ダム管理
所
宮城県刈田郡七ヶ宿町切通52-
40

平成18年1月10日 5,670,000

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2978 （株）建設技術研究所
玉川ダム及び田沢湖連携運
用検討業務

鈴木幹夫
東北地方整備局玉川ダム管理所
秋田県仙北市田沢湖玉川字下水
無92

平成17年10月5日 9,030,000

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2979 日本工営（株）
玉川ダム男神地区地すべり
調査解析業務

鈴木幹夫
東北地方整備局玉川ダム管理所
秋田県仙北市田沢湖玉川字下水
無92

平成17年11月22日 10,290,000

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2980 （株）ニュ－ジェック 玉川ダム事前放流検討業務

鈴木幹夫
東北地方整備局玉川ダム管理所
秋田県仙北市田沢湖玉川字下水
無92

平成17年12月21日 8,820,000

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2981 応用地質(株)
平成１７年度玉川ダム右岸
地山観測業務

鈴木幹夫
東北地方整備局玉川ダム管理所
秋田県仙北市田沢湖玉川字下水
無92

平成17年5月18日 13,335,000

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2982 （株）販促
平成１７年度玉川ダム交流
会企画運営業務

鈴木幹夫
東北地方整備局玉川ダム管理所
秋田県仙北市田沢湖玉川字下水
無92

平成17年6月20日 5,911,500

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び企画提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）
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契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

2983
パシフィックコンサルタンツ
（株）

摺上川ダム水源地域ビジョン
策定支援業務

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

平成17年8月5日 9,765,000

プロポ－ザル方式により選定された当該業者は本業務の実施に必要
な経験や知識及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、本業
務の履行に も適した業者である。(会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2984 （株）ニュージェック 簡易油回収機改良検討業務
森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
宮城県多賀城市桜木3-6-1

平成17年8月9日 17,430,000

水質事故等の実態に精通し、油回収及び機械改良に関する知識と経
験及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、業務の履行に適
した業者のため(会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2985 （株）日水コン
水質自動監視装置の維持管
理に関する検討業務

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
宮城県多賀城市桜木3-6-1

平成17年8月11日 6,877,500

水質自動監視装置に精通し、水質管理全般に関する知識と経験及び
技術提案等に関し も高い評価を得ており、業務の履行に適した業
者のため(会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第
3号)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2986
（株）ＮＩＰＰＯコーポ
レーション

管内舗装調査検討業務
森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
宮城県多賀城市桜木3-6-1

平成17年9月28日 11,865,000

アスファルト舗装工の路面調査や維持修繕技術の専門的な知識と経
験及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、業務の履行に適
した業者のため(会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2987 新構造技術（株）
簡単な予防保全による橋梁
延命化の検討業務

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
宮城県多賀城市桜木3-6-1

平成17年10月25日 15,015,000
鋼橋の腐食対策等について高度な知識と経験及び技術提案等に関し
も高い評価を得ており、業務の履行に適した業者のため(会計法29

条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号)
その他

随意契約によらざるを得
ないもの

2988
（株）復建技術コンサルタ
ント

東北技術事務所ＥＭＳ検討
業務

森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
宮城県多賀城市桜木3-6-1

平成17年12月5日 4,200,000

環境マネジメントシステムＩＳＯ１４００１について高度な知識と
経験及び技術提案等に関し も高い評価を得ており、業務の履行に
適した業者のため(会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第
102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2989
（株）東北開発コンサルタ
ント

消融雪システム検討業務
森田義則
東北地方整備局東北技術事務所
宮城県多賀城市桜木3-6-1

平成18年2月14日 3,885,000
消融雪技術について高度な知識と経験及び技術提案等に関し も高
い評価を得ており、業務の履行に適した業者のため(会計法29条の3
第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2990 （有）無明舎出版
歴史的観光素材を活用した
道の駅等利用促進広報業務

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年5月19日 8,704,500

本業務は、秋田県をはじめ、北海道・東北などに数多く存在する
「菅江真澄の足跡」や各地の魅力ある観光資源を「道の駅」や「高
速道路のＳＡ・ＰＡ」などを有効に活用して情報発信し、知的好奇
心を満足させる観光振興を支援することによって、道の駅や高速道
路などの利用促進等を図ることを目的に、平成17年2月に出された
「菅江真澄の足跡を活かした観光振興に向けて」の提言書も踏ま
え、以下の業務を行うものとする。・「菅江真澄の足跡」に関する
資料収集と分類・整理・情報提供・共有の方法の検討・ホームペー
ジの検討・道の駅を起終点としたモデルコースの検討・ボランティ
アガイドの取組方法の検討・東北地方における広報活動とアンケー
トの実施・道の駅でのアンケート調査・関係者との連携調整等に関
する会議等の資料作成など、本業務は、上記業務の実施・運営等に
あたり、各社で保有する広告・宣伝等に関するノウハウや具体的方
法、方針等について、企画競争した結果、 も優れた業者であると
評価されたため。（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2991 東日本旅客鉄道（株）

一般国道７号琴丘能代道路改
築工事に伴う、奥羽本線南能
代（信）東能代間鰄渕こ線橋上
部工新設工事

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年4月1日 10,965,000 道路と鉄道との交差に関する協議等に係る要綱による その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2992 東日本旅客鉄道（株）

一般国道１３号神宮寺バイパ
ス改築事業に伴う奥羽本線大
曲・神宮寺間、間倉こ線橋（下
部工）新設工事

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年4月1日 85,685,000 道路と鉄道との交差に関する協議等に係る要綱による その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2993 東日本旅客鉄道（株）

一般国道２８３号仙人峠道路
改築事業に伴う釜石線洞泉・
松倉間８０ｋ２７０ｍ付近甲子こ
線橋新設工事

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年4月1日 178,164,464 道路と鉄道との交差に関する協議等に係る要綱による その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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2994 東日本旅客鉄道（株）
一般国道７号青森西バイパス
改築工事の施行に伴う青森運
転所構内西滝こ線橋拡幅工事

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年4月1日 779,293,000 道路と鉄道との交差に関する協議等に係る要綱による その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2995 東日本旅客鉄道（株）
一般国道４５号桃生登米道路
に伴う気仙沼線御岳堂・柳津
間鴇波橋新設工事

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年5月12日 17,454,028 道路と鉄道との交差に関する協議等に係る要綱による その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2996 東日本旅客鉄道（株）
一般国道１１３号赤湯バイパス
改築こ線橋上部工新設工事

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年5月30日 20,980,768 道路と鉄道との交差に関する協議等に係る要綱による その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2997 東日本旅客鉄道（株）
一般国道７号宮海拡幅４車線
化工事に伴う羽越本線酒田・
本楯間酒田こ線橋新設工事

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年8月23日 62,735,000 道路と鉄道との交差に関する協議等に係る要綱による その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2998 神明通り商店街振興組合
神明通りオープンカフェ社会実
験調査

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年8月31日 3,000,000

実験実施にあたっては、地方自治体、ＮＰＯ等からなる組織が、そ
の年度の施策テーマに基づいて地域の課題に対応した実験を検討
し、実験後、その効果、影響等を調査検証することとされ、今年度
も平成１７年４月１日から公募が開始されたものである。
神明通り商店街振興組合では、今年度の施策テーマである「オープ
ンカフェ等地域主体の道活用に関する社会実験」に基づき、中心商
店街通りにおいてオープンカフェを実施し街の魅力を高め賑わいを
創出する新たな道活用に関する実験を申請したもので、有識者によ
る「社会実験の推進に関する懇談会」の審議を経て、目的及び内容
について上記施策の趣旨に合致したことから、社会実験の実施地区
に選定されたものである。
よって、本調査は社会実験の実施主体である神明通り商店街振興組
合に委託するものである。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

2999
リアス式商店街実現化社会実
験実行委員会

リアス式商店街実現化のため
の社会実験調査

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年9月5日 5,500,000

実験実施にあたっては、地方自治体、ＮＰＯ等からなる組織が、そ
の年度の施策テーマに基づいて地域の課題に対応した実験を検討
し、実験後、その効果、影響等を調査検証することとされ、今年度
も平成１７年４月１日から公募が開始されたものである。
リアス式商店街実現化社会実験実行委員会では、今年度の施策テー
マである「オープンカフェ等地域主体の道活用に関する社会実験」
に基づき、中心商店街通りにおいてオープンカフェを実施し街の魅
力を高め賑わいを創出する新たな道活用に関する実験を申請したも
ので、有識者による「社会実験の推進に関する懇談会」の審議を経
て、目的及び内容について上記施策の趣旨に合致したことから、社
会実験の実施地区に選定されたものである。
よって、本調査は社会実験の実施主体であるリアス式商店街実現化
社会実験実行委員会に委託するものである。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3000
水沢市大町街づくり推進協議
会

「みずさわハートフル空間づく
り」地域主体の道活用社会実
験調査

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年9月5日 5,000,000

実験実施にあたっては、地方自治体、ＮＰＯ等からなる組織が、そ
の年度の施策テーマに基づいて地域の課題に対応した実験を検討
し、実験後、その効果、影響等を調査検証することとされ、今年度
も平成１７年４月１日から公募が開始されたものである。
水沢市大町街づくり推進協議会では、今年度の施策テーマである
「オープンカフェ等地域主体の道活用に関する社会実験」に基づ
き、中心商店街通りにおいてオープンカフェを実施し街の魅力を高
め賑わいを創出する新たな道活用に関する実験を申請したもので、
有識者による「社会実験の推進に関する懇談会」の審議を経て、目
的及び内容について上記施策の趣旨に合致したことから、社会実験
の実施地区に選定されたものである。
よって、本調査は社会実験の実施主体である水沢市大町街づくり推
進協議会に委託するものである。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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3001 郡山商工会議所
郡山にぎわい・夢カフェ社会実
験２００５調査

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年9月9日 7,000,000

実験実施にあたっては、地方自治体、ＮＰＯ等からなる組織が、そ
の年度の施策テーマに基づいて地域の課題に対応した実験を検討
し、実験後、その効果、影響等を調査検証することとされ、今年度
も平成１７年４月１日から公募が開始されたものである。
郡山商工会議所では、今年度の施策テーマである「オープンカフェ
等地域主体の道活用に関する社会実験」に基づき、中心商店街通り
においてオープンカフェを実施し街の魅力を高め賑わいを創出する
新たな道活用に関する実験を申請したもので、有識者による「社会
実験の推進に関する懇談会」の審議を経て、目的及び内容について
上記施策の趣旨に合致したことから、社会実験の実施地区に選定さ
れたものである。
よって、本調査は社会実験の実施主体である郡山商工会議所に委託
するものである。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3002 八戸市長
八戸市都心再生にぎわいトラ
ンジットモール社会実験調査

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年9月9日 8,000,000

実験実施にあたっては、地方自治体、ＮＰＯ等からなる組織が、そ
の年度の施策テーマに基づいて地域の課題に対応した実験を検討
し、実験後、その効果、影響等を調査検証することとされ、今年度
も平成１７年４月１日から公募が開始されたものである。
八戸市では、今年度の施策テーマである「くらしのみちゾーン・ト
ランジットモールの社会実験」に基づき、三日町十三日町で安全で
快適な歩行空間の確保に向けた実験を申請したもので、有識者によ
る「社会実験の推進に関する懇談会」の審議を経て、目的及び内容
について上記施策の趣旨に合致したことから、社会実験の実施地区
に選定されたものである。
よって、本調査は社会実験の実施主体である八戸市に委託するもの
である。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3003 桑折町長
奥州・羽州街道桑折茶屋社会
実験調査

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年9月13日 5,000,000

実験実施にあたっては、地方自治体、ＮＰＯ等からなる組織が、そ
の年度の施策テーマに基づいて地域の課題に対応した実験を検討
し、実験後、その効果、影響等を調査検証することとされ、今年度
も平成１７年４月１日から公募が開始されたものである。
桑折町では、今年度の施策テーマである「オープンカフェ等地域主
体の道活用に関する社会実験」に基づき、中心商店街通りにおいて
街道茶屋を実施し、街の魅力を高め賑わいを創出する新たな道活用
に関する実験を申請したもので、有識者による「社会実験の推進に
関する懇談会」の審議を経て、目的及び内容について上記施策の趣
旨に合致したことから、社会実験の実施地区に選定されたものであ
る。
よって、本調査は社会実験の実施主体である桑折町に委託するもの
である。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3004 東日本旅客鉄道（株）

一般国道１３号神宮寺バイパ
ス改築事業に伴う奥羽本線大
曲・神宮寺間、間倉こ線橋（上
部工）新設工事

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年9月21日 74,337,000 道路と鉄道との交差に関する協議等に係る要綱による その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3005 東鳴子ゆめ会議
観光都市における脱自動車移
動・健康増進両立プログラム
調査

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年10月18日 6,400,000

東鳴子ゆめ会議は、これまで様々な地域興しイベントの開催に取り
組んでいるおり、地域活性化施策を実施しているところである。
今般、道路の持つ多面的な役割や可能性に着目し、地域の道路施設
を核とした有効活用やまちづくりを目的とした調査について申請
し、学識経験者等によりその目的及び内容等について前述の施策の
趣旨に合致したことからモデル調査対象として選定されたものであ
る。
よって、本調査はモデル調査の実施主体である東鳴子ゆめ会議に委
託するものである。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3006 東日本旅客鉄道（株）
一般国道４号花巻東バイパス
事業に伴う、東北本線村崎野・
花巻間花巻南こ線橋新設工事

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成18年1月27日 715,000 道路と鉄道との交差に関する協議等に係る要綱による その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3007 東日本旅客鉄道（株）

一般国道２８３号仙人峠道路
改築事業に伴う釜石線洞泉・
松倉間８１ｋ０４５ｍ付近関沢
踏切道除却こ道橋新設工事

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成18年1月27日 4,297,500 道路と鉄道との交差に関する協議等に係る要綱による その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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3008 庄内交通（株）
高速バスロケーションシステム
情報提供業務

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成18年2月10日 65,100,000

本業務の実施にあたっては、国土交通省道路局企画課と同省自動車
交通局において締結した「高速バスの走行履歴情報収集と高速バス
の位置情報提供システムの導入に関する進め方について」の取り決
めに基づき行うものであるが、この中の情報収集提供システムの契
約条件については、複数の会社が運営する高速バスの走行履歴情報
と位置情報を提供でき、地方運輸局を通じて自動車交通局に申し出
のあったものと契約を締結することとなっている。
東北においては、庄内交通株式会社を代表とする仙台山形本荘グ
ループバス事業者（庄内交通㈱、山交バス㈱、宮城交通㈱、羽後交
通㈱）が、東北運輸局を通じて自動車交通局あてに申し出た唯一の
機関である。
よって、本業務は、庄内交通株式会社に委託契約するものである。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3009 東日本旅客鉄道（株）
東北本線品井沼・鹿島台間
二線堤盛土新設工事

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年7月11日 339,892,500 協議委託等によるため。 その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3010 福島県知事
阿武隈川改修附帯安達橋架
替工事

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年8月5日 45,066,965 協議委託等によるため。 その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3011 岩手県知事
北上川上流改修附帯主要地
方道一関大東線道路改良工
事

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年5月23日 19,265,400 協議委託等によるため。 その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3012 山形県知事
一般県道鶴岡村上線付替工
事

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年10月7日 98,700,000 協議委託等によるため。 その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3013 東日本旅客鉄道（株）
一級河川須川改修事業に伴
う左沢線東金井・羽前山辺
間須川橋りょう改築工事

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年6月16日 81,999,869 協議委託等によるため。 その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3014 秋田県仙北市長
自然ふれあい温泉館、火山
防災ステーション及び駒ヶ
岳情報センター建設工事

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年9月1日 103,908,000 協議委託等によるため。 その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3015 岩手県知事
北上川上流改修附帯北上川
（大源川）河川埋立て工事

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年12月12日 68,670,000 協議委託等によるため。 その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3016 秋田県知事
雄物川上流改修附帯柳田橋
架替工事

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年12月1日 31,107,000 協議委託等によるため。 その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3017 東日本旅客鉄道（株）

北上川上流改修事業（一
関・平泉地区）に伴う東北
本線平泉・前沢間衣川橋
りょう改築工事

森永教夫
東北地方整備局
宮城県仙台市青葉区二日町9-15

平成17年6月1日 681,400,000 協議委託等によるため。 その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3018 津軽鉄道（株）
一般国道１０１号浪岡五所川
原道路改築工事の施工に伴う
津軽鉄道

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3－20－38

平成17年5月13日 11,377,800 道路と鉄道との交差に関する協議等に係る要綱による その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3019 東日本旅客鉄道（株）
一般国道７号維持修繕事業に
伴う奥羽本線弘前～撫牛子間
撫牛子高

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3－20－38

平成17年6月27日 2,159,000 道路と鉄道との交差に関する協議等に係る要綱による その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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3020 東日本旅客鉄道（株）
一般国道７号維持修繕事業に
伴う奥羽本線弘前～撫牛子間
撫牛子高

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3－20－38

平成17年7月29日 20,240,000 道路と鉄道との交差に関する協議等に係る要綱による その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3021 東日本旅客鉄道（株）
一般国道７号維持修繕事業に
伴う奥羽本線鶴ヶ坂～津軽新
城間新城

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3－20－38

平成17年6月27日 3,620,000 道路と鉄道との交差に関する協議等に係る要綱による その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3022 東日本旅客鉄道（株）
一般国道７号維持修繕事業に
伴う奥羽本線鶴ヶ坂～津軽新
城間新城

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3－20－38

平成17年7月29日 40,367,000 道路と鉄道との交差に関する協議等に係る要綱による その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3023 東日本旅客鉄道（株）
一般国道７号維持修繕事業に
伴う奥羽本線北常盤・浪岡間
浪岡跨線

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3－20－38

平成17年4月1日 1,693,000 道路と鉄道との交差に関する協議等に係る要綱による その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3024 東日本旅客鉄道（株）
一般国道４号及び１０４号維持
修繕事業に伴う東北本線野辺
地・狩

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3－20－38

平成17年8月18日 52,559,726 道路と鉄道との交差に関する協議等に係る要綱による その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3025 青森県知事
潟野遺跡等発掘調査等業務
委託

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3－20－38

平成17年4月1日 174,302,000 文化財保護法による委託契約 その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3026 青森県知事
倉越（２）遺跡等報告書作成業
務委託

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3－20－38

平成17年4月1日 69,410,000 文化財保護法による委託契約 その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3027 五所川原市長
岩木川下流（五所川原地区）
堤防除草

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3－20－38

平成17年5月9日 13,041,000
沿川住民の河川に対する美化意識の向上を図り、以て堤防の機能を
維持するため（会計法第29条の3第4項並びに予算決算及び会計令第
102条の4第3号）

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3028 中泊町長
岩木川下流（中泊地区）堤防
除草

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3－20－38

平成17年5月6日 12,043,500
沿川住民の河川に対する美化意識の向上を図り、以て堤防の機能を
維持するため（会計法第29条の3第4項並びに予算決算及び会計令第
102条の4第3号）

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3029 鶴田町長
岩木川下流（鶴田地区）堤防
除草

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3－20－38

平成17年4月26日 6,709,500
沿川住民の河川に対する美化意識の向上を図り、以て堤防の機能を
維持するため（会計法第29条の3第4項並びに予算決算及び会計令第
102条の4第3号）

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3030 つがる市長
岩木川下流（つがる地区）堤防
除草

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3－20－38

平成17年5月18日 22,795,500
沿川住民の河川に対する美化意識の向上を図り、以て堤防の機能を
維持するため（会計法第29条の3第4項並びに予算決算及び会計令第
102条の4第3号）

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3031 十三湖土地改良区 芦野堰操作業務

富岡誠司
東北地方整備局青森河川国道事
務所
青森市中央3－20－38

平成17年5月17日 997,500

芦野堰の操作は、農林水産省が設置した芦野頭首工と同時に行う必
要があるため、昭和61年1月24日付け、東北農政局と東北地方整備局
との「覚書」により、岩木川芦野頭首工土地改良区連合へ委託する
こととされているものである。なお、岩木川芦野頭首工土地改良区
連合は、平成9年に青森県知事より解散認可され、芦野頭首工の操作
管理については十三湖土地改良区に継承されたｍぽのである。（会
計法第29条の3第4項並びに予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3032 青森県知事
津軽ダム埋蔵文化財「水上遺
跡」発掘調査等業務

阿部幸雄
東北地方整備局津軽ダム工事事
務所
青森県西津軽郡西目屋村大字田
代字神田57

平成17年4月1日 19,958,000
埋蔵文化財発掘調査業務の委託契約について、青森県教育委員会と
協議済（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4
第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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3033
（財）岩手県文化振興事業
団

北上川水系衣川左岸埋蔵文
化財発掘調査（六日市遺
跡）

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 25,636,800 文化財保護法による委託契約 その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3034
（財）岩手県文化振興事業
団

北上川水系衣川左岸埋蔵文
化財発掘調査（衣の関道遺
跡）

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 78,048,600 文化財保護法による委託契約 その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3035
（財）岩手県文化振興事業
団

北上川水系衣川左岸埋蔵文
化財発掘調査（細田遺跡）

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 27,783,000 文化財保護法による委託契約 その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3036
（財）岩手県文化振興事業
団

小鳥谷バイパス（野里上
Ⅱ・中屋敷上）埋蔵文化財
発掘調査

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 35,751,450 文化財保護法による委託契約 その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3037
（財）岩手県文化振興事業
団

小鳥谷バイパス（野里上・
野中）埋蔵文化財発掘調査

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 63,907,200 文化財保護法による委託契約 その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3038 奥州市長
北上川水系衣川左岸埋蔵文
化財発掘調査（淵端遺跡）

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月15日 2,618,000 文化財保護法による委託契約 その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3039
（財）岩手県文化振興事業
団

盛岡西バイパス（本宮熊堂
Ａ・Ｂ）埋蔵文化財発掘調
査

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月27日 3,644,550 文化財保護法による委託契約 その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3040
（財）岩手県文化振興事業
団

北上川水系衣川左岸埋蔵文
化財発掘調査（接待館遺
跡）

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年5月31日 58,472,400 文化財保護法による委託契約 その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3041 盛岡市長
渋民バイパス（昼久保Ｖ）
埋蔵文化財発掘調査

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年8月1日 14,100,000 文化財保護法による委託契約 その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3042
（財）岩手県文化振興事業
団

盛岡西バイパス（飯岡才
川）埋蔵文化財発掘調査

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年8月18日 40,778,850 文化財保護法による委託契約 その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3043
（財）岩手県文化振興事業
団

盛岡西バイパス（本宮熊堂
Ａ・Ｂ）埋蔵文化財発掘調
査報告書作成

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年10月31日 2,031,750 文化財保護法による委託契約 その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3044
（財）岩手県文化振興事業
団

水沢東バイパス（杉の堂・
跡呂井）埋蔵文化財発掘調
査報告書作成

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年10月31日 658,350 文化財保護法による委託契約 その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3045
（財）岩手県文化振興事業
団

花巻東バイパス（高木中
館・下通）埋蔵文化財発掘
調査報告書作成

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年10月31日 2,735,775 文化財保護法による委託契約 その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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3046
（財）岩手県文化振興事業
団

花巻東バイパス（長根Ⅰ・
高木古館）埋蔵文化財発掘
調査報告書作成

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年10月31日 1,644,300 文化財保護法による委託契約 その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3047 紫波町長
北上川上流（紫波地区）堤
防除草委託

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年6月8日 6,258,000
地区住民が自ら作業を行うことにより、行政と地域の連携に寄与
し、河川についての理解と関心を深め河川愛護精神の涵養に努める
ことができるため

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3048 前沢町長
北上川上流（前沢地区）堤
防除草委託

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年6月8日 12,894,000
地区住民が自ら作業を行うことにより、行政と地域の連携に寄与
し、河川についての理解と関心を深め河川愛護精神の涵養に努める
ことができるため

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3049 藤沢町長
北上川上流（藤沢地区）堤
防除草委託

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年6月8日 3,874,500
地区住民が自ら作業を行うことにより、行政と地域の連携に寄与
し、河川についての理解と関心を深め河川愛護精神の涵養に努める
ことができるため

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3050 江刺市代表者江刺市長
北上川上流（江刺地区）堤
防除草委託

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年6月8日 6,531,000
地区住民が自ら作業を行うことにより、行政と地域の連携に寄与
し、河川についての理解と関心を深め河川愛護精神の涵養に努める
ことができるため

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3051 平泉町長
北上川上流（平泉地区）堤
防除草委託

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年6月8日 2,268,000
地区住民が自ら作業を行うことにより、行政と地域の連携に寄与
し、河川についての理解と関心を深め河川愛護精神の涵養に努める
ことができるため

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3052 東和町長
北上川上流（東和地区）堤
防除草委託

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年6月8日 1,911,000
地区住民が自ら作業を行うことにより、行政と地域の連携に寄与
し、河川についての理解と関心を深め河川愛護精神の涵養に努める
ことができるため

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3053 滝村町内会長
北上川上流（滝村地区）堤
防除草作業等委託

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年6月8日 462,000
地域住民の河川に対する理解（管理の重要性、必要性、美化、愛護
思想等）がさらに期待できる。

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3054 手代森下通町内会長
北上川上流（手代森地区）
堤防除草作業等委託

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年6月8日 1,123,500
地域住民の河川に対する理解（管理の重要性、必要性、美化、愛護
思想等）がさらに期待できる。

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3055
特定非営利活動法人北上川
中流エコニュージアム推進
会議

北上川上流（姉体地区）堤
防除草作業等委託

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年6月8日 766,500
地域住民の河川に対する理解（管理の重要性、必要性、美化、愛護
思想等）がさらに期待できる。

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3056 北上市更木町振興協議会長
北上川上流（更木地区）堤
防除草作業等委託

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年6月8日 2,887,500
地域住民の河川に対する理解（管理の重要性、必要性、美化、愛護
思想等）がさらに期待できる。

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3057
中里地区むらおこし委員会
長

北上川上流（中里地区）堤
防除草作業等委託

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年6月8日 3,570,000
地域住民の河川に対する理解（管理の重要性、必要性、美化、愛護
思想等）がさらに期待できる。

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3058 滝沢堤防環境促進会長
北上川上流（滝沢地区）堤
防除草作業等委託

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年6月8日 1,732,500
地域住民の河川に対する理解（管理の重要性、必要性、美化、愛護
思想等）がさらに期待できる。

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）
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3059 日形地区自主防災会長
北上川上流（日形地区）堤
防除草作業等委託

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年6月8日 2,415,000
地域住民の河川に対する理解（管理の重要性、必要性、美化、愛護
思想等）がさらに期待できる。

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3060 一関市弥栄地区堤防愛護会
北上川上流（弥栄地区）堤
防除草作業等委託

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年6月8日 7,077,000
地域住民の河川に対する理解（管理の重要性、必要性、美化、愛護
思想等）がさらに期待される。

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3061
特定非営利活動法人ムーヴ
メントもりおか

北上川上流（津志田地区）
堤防除草作業等委託

下田五郎
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年8月25日 82,320
地域住民の河川に対する理解（管理の重要性、必要性、美化、愛護
思想等）がさらに期待される。

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3062 松尾村長
岩手山火山防災情報ステー
ション管理経費

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月1日 2,976,218
平成１２年６月１５日締結の「岩手山火山防災情報ステーションの
維持管理に関する協定」継続更新。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3063 非公表 顧問弁護士料

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年4月11日 657,840 覚書による。 その他
随意契約によらざるを得
ないもの

個人情報

3064 東日本旅客鉄道（株）
東北本線平泉・前沢間前沢南
跨線橋外３橋橋梁補修工事委
託費

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年7月25日 18,834,500 道路と鉄道との交差に関する協議等に係る要綱による その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3065 東日本旅客鉄道（株）
熊堂地区電線共同溝に伴う連
系管路・引込管設備工事委託

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年7月28日 7,841,844 道路と鉄道との交差に関する協議等に係る要綱による その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3066 （財）岩手県文化振興事業団
胆沢ダム埋蔵文化財発掘調
査報告書作成業務

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

平成17年9月15日 7,035,000 文化財保護法による委託契約 その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3067 東北森林管理局 林産物（岩石）購入契約

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

平成17年6月10日 49,789,470 ダムの堤体材料を持つ唯一の相手 その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3068 （株）東日本放送 津波防災番組制作業務委託
柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成17年7月4日 2,800,000
平成１７年６月２３日付け「津波防災番組に関する協定」に基づく
委託契約

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3069 （財）岩手県文化振興事業団
八木沢Ⅱ遺跡外埋蔵文化財
発掘調査

柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成17年7月13日 32,290,650 文化財保護法による委託契約 その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3070 東日本旅客鉄道（株）
大船渡線陸前高田・脇ノ沢間
８７ｋ５００ｍ付近沼田跨線橋
耐震

柴田久
東北地方整備局三陸国道事務所
岩手県宮古市藤の川4番1号

平成17年7月25日 52,518,513 道路と鉄道との交差に関する協議等に係る要綱による その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3071 宮城県
埋蔵文化財発掘調査（石巻
市他）

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
宮城県仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月1日 37,807,042
平成17年4月1日付け「埋蔵文化財発掘調査（石巻市他）」による委
託契約。(会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号の規定)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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3072 仙台市
埋蔵文化財発掘資料整理委
託（長町駅東遺跡）

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
宮城県仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月1日 17,637,073
平成17年4月1日付け「埋蔵文化財発掘調査委託（長町東遺跡）」に
よる委託契約。(会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号
の規定)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3073 栗原市
金成チェーン着脱場及び公
衆便所等管理委託

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
宮城県仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月1日 4,500,000
平成18年4月1日付け締結「一般国道4号金成チェーン着脱場及び公衆
便所等の管理に関する協定」に基づく管理委託。(会計法第29条の3
第4項及び予決令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3074 鳴子町
鳴子チェーン着脱場及び公
衆便所等管理委託

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
宮城県仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月1日 2,400,000
平成17年4月1日付け締結「一般国道47号鳴子チェーン着脱場及び公
衆便所等の管理に関する協定」に基づく管理委託。(会計法第29条の
3第4項及び予決令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3075 気仙沼市
花の道・けせんぬまパーキ
ング公衆便所等管理委託

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
宮城県仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月1日 1,449,000
平成16年8月5日付け締結「一般国道45号花の道・けせんぬまパーキ
ング及び公衆便所等の管理費等に関する覚書」に基づく管理委託。
(会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3076 気仙沼市
気仙沼バイパス緑地管理作
業委託

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
宮城県仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年5月25日 3,622,500
平成14年6月13日付け「一般国道45号気仙沼バイパスの緑地維持管理
に関する覚書」に基づく委託。(会計法第29条の3第4項及び予決令第
102条の4第3号の規定)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3077 小牛田町
小牛田バイパス緑地管理作
業委託

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
宮城県仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年6月1日 661,500
平成15年6月13日付け「一般国道108号小牛田バイパスの緑地維持管
理に関する覚書」に基づく管理委託。(会計法第29条の3第4項及び予
決令第102条の4第3号の規定)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3078 （株）東日本放送 津波防災番組制作業務委託

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
宮城県仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年7月4日 2,800,000
平成17年6月23日付け「津波防災番組制作に関する協定」に基づく委
託契約。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3079 岩沼市
押分水門及び押分排水機場
操作点検業務

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
宮城県仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月1日 3,662,878
平成17年4月1日付け「押分水門及び押分排水機場操作点検業務」に
よる委託契約。(会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号
の規定)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3080
エヌ・ティ・ティ・インフ
ラネット（株）

大通り線電線共同溝工事に
伴う連系管路工事

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
宮城県仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年7月27日 20,786,073
平成17年4月28日付け「電線共同溝方式による設備工事の委託及び補
償に関する覚書」に基づく委託。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3081 東日本旅客鉄道（株）
一般国道１０８号石巻線涌
谷・前谷地間鳥谷坂こ線橋
架替工事

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
宮城県仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月20日 208,230,000
平成17年4月20日付け「一般国道１０８号石巻線涌谷・前谷地間鳥谷
坂こ線橋架替工事協定書」に基づく協定工事。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3082 東日本旅客鉄道（株）
常磐線亘理・逢隈間亘理こ
線橋補修工事

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
宮城県仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年4月20日 158,196,000
平成17年4月20日付け「常磐線亘理・逢隈間亘理こ線橋補修工事協定
書」に基づく協定工事。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3083 東日本旅客鉄道（株）
陸羽東線有備館・上野目間
一般国道４７号岩出山こ線
橋補修工事

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
宮城県仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年6月16日 46,610,390
平成17年6月16日付け「陸羽東線有備館・上野目間一般国道４７号岩
出山こ線橋補修工事協定書」に基づく協定工事。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3084 東日本旅客鉄道（株）
東北本線有壁・一関間４３
８Ｋ４１０ｍ付近有壁こ線
橋補修工事

足立徹
東北地方整備局仙台河川国道事
務所
宮城県仙台市太白区郡山5-6-6

平成17年7月27日 54,847,333
平成17年7月27日付け「東北本線有壁・一関間４３８Ｋ４１０ｍ付近
有壁こ線橋補修工事協定書」に基づく協定工事。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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3085 宮城県知事 北上川水系指定区間調査

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

平成17年6月14日 1,000,000

協議：本調査は河川水辺の国勢調査の一環として北上川水系指定区
間において魚介類調査を実施するものである。当該区間の河川管理
者は宮城県知事であり平成12年度においても同様の調査を実施し各
種情報及び資料等に精通しており委託することが適切と考えられる
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3086 古川市長
師山・大江川排水機場操作
点検業務委託

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

平成17年4月1日 8,068,154
本省通達に基づく（Ｓ48.5.17建設省河政発第58号、河治発第21号課
長通達）

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3087 古川市長 江合川堤防除草作業

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

平成17年6月23日 18,790,350 高水敷利用（公園）との一体管理化 その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3088 石巻市長職務執行者
追波川・横川排水機場操作
点検業務委託

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

平成17年4月1日 6,005,639
本省通達に基づく（Ｓ48.5.17建設省河政発第58号、河治発第21号課
長通達）

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3089 石巻市長職務執行者
月浜第一・第二・防潮水門
点検及び操作

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

平成17年4月1日 3,064,934 本省通達に基づく（Ｓ46.3.26建設省河治発第23号課長通達） その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3090 石巻市長職務執行者 北上川流木処理作業委託

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

平成17年4月8日 8,368,500 関係漁協等との高度な調整が必要なため その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3091 石巻市長 和渕地区堤防除草作業委託

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

平成17年7月14日 1,740,450 高水敷利用（公園）との一体管理化 その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3092 東松島市長職務執行者
鞍坪排水機場操作点検業務
委託

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

平成17年4月1日 4,820,018
本省通達に基づく（Ｓ48.5.17建設省河政発第58号、河治発第21号課
長通達）

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3093 東松島市長職務執行者 鳴瀬堰操作点検業務委託

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

平成17年4月1日 4,329,795
利水者・漁協との調整が全て同一の市町村で容易、かつ治水上の操
作を必要としない。

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3094 東松島市長 小野地区堤防除草作業委託

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

平成17年6月24日 2,202,900 高水敷利用（公園）との一体管理化 その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3095 松山町長
鈴根五郎排水機場操作点検
業務委託

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

平成17年4月1日 4,154,784
本省通達に基づく（Ｓ48.5.17建設省河政発第58号、河治発第21号課
長通達）

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3096 松山町長 鳴瀬川堤防除草作業委託

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

平成17年6月22日 3,104,550 高水敷利用（公園）との一体管理化 その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3097 鹿島台町長
船越排水機場操作点検業務
委託

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

平成17年4月1日 4,145,354
本省通達に基づく（Ｓ48.5.17建設省河政発第58号、河治発第21号課
長通達）

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）
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3098 三本木町長
三本木排水機場操作点検業
務委託

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

平成17年4月1日 3,434,795
本省通達に基づく（Ｓ48.5.17建設省河政発第58号、河治発第21号課
長通達）

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3099
（社）宮城県農業公社理事
長

吉田川堤防除草作業委託

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

平成17年6月22日 4,074,000 高水敷利用（採草地）との一体管理化 その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3100 登米市長職務執行者
五畝・新山排水樋管操作点
検業務委託

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

平成17年4月1日 352,800 施設管理協定に基づく その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3101 登米市長職務執行者
並柳排水樋管操作点検業務
委託

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

平成17年4月1日 176,400 施設管理協定に基づく その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3102
鶴田川沿岸土地改良区理事
長

前蒲排水樋管外4件操作点検
業務委託

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

平成17年4月1日 882,000 施設管理協定に基づく その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3103
志田郡三本木町荒川堰土地
改良区理事長

坂本排水樋管操作点検業務
委託

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

平成17年4月1日 176,400 施設管理協定に基づく その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3104
登米郡豊里町土地改良区理
事長

巳喜蔵脇排水樋管操作点検
業務委託

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

平成17年4月1日 176,400 施設管理協定に基づく その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3105 涌谷土地改良区理事長
久助山排水樋管操作点検業
務委託

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

平成17年4月1日 176,400 施設管理協定に基づく その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3106 鳴瀬土地改良区理事長
若針排水樋管操作点検業務
委託

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

平成17年4月1日 176,400 施設管理協定に基づく その他
随意契約によらざるを得
ないもの

　

3107 加美町長
田川ダム建設に係る水没移
転者等に対し、生活再建対
策の諸業務委託

田仲光美
東北地方整備局鳴瀬川総合開発
調査事務所
宮城県大崎市古川旭三丁目8-18

平成17年6月7日 1,434,300
水没地の状況・事情に精通し、さらに公平・中立な立場での対応、
秘密の保持が可能な唯一の機関（会計法29条の3第4項及び予算決算
及び会計令第102条の4第3号）

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3108 秋田県知事
仁賀保本荘道路埋蔵文化財
発掘調査

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年4月1日 61,314,000 協議委託等によるため その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3109 羽後交通（株）
バスプローブ機器保守管理
単価契約（羽後交通）（4月
～3月分）

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年4月3日 850,500

本契約は、秋田河川国道事務所が沖電気工業（株）より借り受けて
いるバスプローブ機器を、羽後交通（株）の所有するバスに設置し
稼働させており、その保守管理を目的とし、３者で覚え書きを交わ
し、協議により契約しているものである。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3110 秋田中央交通（株）
バスプローブ機器保守管理
単価契約（秋田中央交通）
（4月～3月分）

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年4月3日 787,500

本契約は、秋田河川国道事務所が沖電気工業（株）より借り受けて
いるバスプローブ機器を、秋田中央交通（株）の所有するバスに設
置し稼働させており、その保守管理を目的とし、３者で覚え書きを
交わし、協議により契約しているものである。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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3111
（社）由利本荘市シルバー
人材センター

子吉川久保田地区堤防除草
作業

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年7月1日 399,000
地域住民の河川に対する理解（管理の重要性、必要性、美化、愛護
思想等）がさらに期待できる。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3112 秋田県知事
河川水辺の国勢調査（指定
区間調査）

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年6月9日 1,000,000
指定区間における環境調査に要する費用について、管理者である秋
田県知事に契約するものである。

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3113 由利本荘市長職務執行者
大沢川排水機場学習室管理
運営業務委託

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年4月1日 1,722,840
地元自治体に委託（会計法第29条の3第4項、予決令102条の4第3
項）。

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3114 由利本荘市長職務執行者
大沢川排水機場点検業務委
託

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年4月1日 525,758
排水機場の操作及び点検整備であり、公共的地域防災として河川法
99条に基づき地元自治体に委託(会計法第29条の3第4項,予決令102条
の4第3号)

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3115 東日本旅客鉄道（株）
奥羽本線大張野・和田間
国道13号河辺こ線橋橋梁補
修工事

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年6月8日 224,881 道路と鉄道との交差に関する協議等に係る要綱による その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3116 国立大学法人秋田大学
秋田県沿岸域の想定津波に
関する調査研究

川原俊太郎
東北地方整備局秋田河川国道事
務所
秋田市山王一丁目10-29

平成17年11月28日 2,184,000 協議による。 その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3117 秋田県知事
湯沢横手道路埋蔵文化財発
掘調査

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

平成17年4月1日 25,163,000 協議委託等によるため その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3118 東日本旅客鉄道（株）
奥羽本線下湯沢・十文字間岩
崎こ線橋側道橋上部工架設工
事

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

平成17年6月6日 42,081,000 道路と鉄道との交差に関する協議等に係る要綱による その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3119 東日本旅客鉄道（株）
奥羽本線大曲・神宮寺間、花
館高架橋新設工事に伴う鉄道
施設支障

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

平成17年8月1日 5,449,000 道路と鉄道との交差に関する協議等に係る要綱による その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3120 東日本旅客鉄道（株）
奥羽本線大曲・神宮寺間２４９
ｋ０９３ｍ花館北高架橋下部工
施工

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

平成18年1月20日 2,768,108 道路と鉄道との交差に関する協議等に係る要綱による その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3121 秋田県知事
河川水辺の国勢調査（指定区
間調査）

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

平成17年6月7日 1,000,000
指定区間における環境調査に要する費用について、管理者である秋
田県知事に契約するものである。

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3122 秋田県知事
琴丘能代道路埋蔵文化財発
掘調査（鴨巣Ⅰ・Ⅱ遺跡
他）

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年4月1日 50,116,000 協議委託等によるため その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3123 秋田県知事
大館西道路埋蔵文化財発掘
調査（釈迦内中台Ⅰ遺跡）

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年4月1日 65,182,000 協議委託等によるため その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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3124 能代市長
桧山川運河浄化施設管理委
託

佐藤力
東北地方整備局能代河川国道事
務所
秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1

平成17年4月1日 2,751,000 能代市との覚書による その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3125 東日本旅客鉄道（株）
奥羽本線早口～下川沿間
（下川沿間（下川沿跨線
橋）補修工事

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

平成17年7月14日 58,213,000 道路と鉄道との交差に関する協議等に係る要綱による その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3126 北秋田市長
森吉山ダム埋蔵文化財発掘
調査（橋場岱Ａ遺跡他）

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

平成17年4月1日 113,091,000 文化財保護法による委託契約 その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3127 秋田県知事
森吉山ダム埋蔵文化財発掘
調査（地蔵岱遺跡他）

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

平成17年4月1日 245,160,000 文化財保護法による委託契約 その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3128 由利本荘市長
平成１７年度鳥海ダム生活再
建対策業務

菅原信雄
東北地方整備局鳥海ダム調査事
務所
秋田県由利本荘市桜小路32-1

平成17年8月1日 1,612,115 協議による。 その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3129 東日本旅客鉄道（株）
一般国道１１３号赤湯バイ
パスこ線橋新設に伴う支障
改修

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

平成17年4月1日 12,694,955 道路と鉄道との交差に関する協議等に係る要綱による その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3130 寒河江市長
沼川排水機場操作点検整備
業務

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

平成17年4月1日 3,861,982
排水機場の操作及び点検整備であり、公共的地域防災として河川法
99条に基づき地元自治体に委託(会計法第29条の3第4項,予決令102条
の4第3号)

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3131 中山町長
石子沢川排水機場等操作点
検整備管理業務

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

平成17年4月1日 4,083,000
排水機場の操作及び点検整備であり、公共的地域防災として河川法
99条に基づき地元自治体に委託(会計法第29条の3第4項,予決令102条
の4第3号)

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3132 村山市長
大旦川排水機場操作点検整
備業務

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

平成17年4月1日 4,196,080
排水機場の操作及び点検整備であり、公共的地域防災として河川法
99条に基づき地元自治体に委託(会計法第29条の3第4項,予決令102条
の4第3号)

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3133 河北町長
新田川及び渋川排水機場操
作点検整備業務

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

平成17年4月1日 7,767,234
排水機場の操作及び点検整備であり、公共的地域防災として河川法
99条に基づき地元自治体に委託(会計法第29条の3第4項,予決令102条
の4第3号)

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3134 諏訪堰土地改良区理事長
貝生川排水樋管操作点検業
務委託

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

平成17年4月28日 84,524
樋管の操作及び点検整備であり、接続する排水機場と一連の操作と
なるために委託(会計法第29条の3第4項,予決令102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3135 南陽市長
淞郷堰管理情報連絡業務委
託

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

平成17年5月9日 4,746,000
堰の操作及び点検整備であり、公共的地域防災として河川法99条に
基づき地元自治体に委託(会計法第29条の3第4項,予決令102条の4第3
号)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3136 米沢市長
上川上流（窪田地区）堤

防除草委託

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

平成17年6月2日 798,000
公園として河川占用している施設と一体として除草を行うため河川
法99条に基づき地元自治体に委託(会計法第29条の3第4項,予決令102
条の4第3号)

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）
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3137 長井市長
上川上流（長井地区）堤

防除草委託

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

平成17年6月2日 1,669,500
公園として河川占用している施設と一体として除草を行うため河川
法99条に基づき地元自治体に委託(会計法第29条の3第4項,予決令102
条の4第3号)

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3138 中山町長
上川上流（長崎地区）堤

防除草委託

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

平成17年6月2日 2,089,500
公園として河川占用している施設と一体として除草を行うため河川
法99条に基づき地元自治体に委託(会計法第29条の3第4項,予決令102
条の4第3号)

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3139 河北町長
上川上流（下釜・山王地

区）堤防除草委託

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

平成17年6月2日 2,257,500
公園として河川占用している施設と一体として除草を行うため河川
法99条に基づき地元自治体に委託(会計法第29条の3第4項,予決令102
条の4第3号)

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3140 東日本旅客鉄道（株）
奥羽本線芦沢・舟形間芦沢
こ線橋補修工事

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

平成17年7月6日 79,479,274 道路と鉄道との交差に関する協議等に係る要綱による その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3141 東日本旅客鉄道（株）
仙山線楯山・羽前千歳間楯
山こ線橋補修工事

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

平成17年7月6日 32,088,455 道路と鉄道との交差に関する協議等に係る要綱による その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3142 庄内総合支庁港湾事務所長 占用料（米子漁港）

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年4月21日 216,000 山形県港湾施設管理条例による。 その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3143 庄内総合支庁港湾事務所長 占用料（加茂港）

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年8月1日 324,000 山形県港湾施設管理条例による。 その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3144 庄内総合支庁港湾事務所長
占用料（鼠ヶ関）消波ブロック
施工ヤード

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年8月11日 156,000 山形県港湾施設管理条例による。 その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3145 庄内総合支庁港湾事務所長 占用料（米子漁港）

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年12月5日 318,000 山形県港湾施設管理条例による。 その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3146 庄内総合支庁港湾事務所長 占用料（加茂漁港）

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成18年1月20日 611,974 山形県港湾施設管理条例による。 その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3147 庄内総合支庁港湾事務所長 占用料（鼠ヶ関港）

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年4月21日 1,156,800 山形県港湾施設管理条例による。 その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3148 庄内総合支庁港湾事務所長
占用料（鼠ヶ関港）工事用資材
仮置き外

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年8月11日 1,009,032 山形県港湾施設管理条例による。 その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3149 庄内総合支庁港湾事務所長 占用料（鼠ヶ関港）

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年12月5日 949,161 山形県港湾施設管理条例による。 その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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3150 酒田市長 小牧川野鳥観測館管理委託

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年4月1日 777,000

酒田市は、堤防除草委託の実施及び河川公園の維持管理を通じて河
川区域内の管理における経験と知識を有し現場状況に精通している
ため。（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3
号）

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3151 酒田市長
京田川水門点検整備業務委
託

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年4月1日 105,630

本業務は、直轄管理する水門と排水機場を一体として管理している
ものについて、通知により原則として公共団体等に委託処理するこ
ととなったため。（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第
102条の4第3号）

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3152 酒田市長
竹田、鈴川排水機場操作点検
整備業務委託

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年4月1日 2,135,322

本業務は、直轄管理する水門と排水機場を一体として管理している
ものについて、通知により原則として公共団体等に委託処理するこ
ととなったため。（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第
102条の4第3号）

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3153 三川町長
成田排水機場、歌枕樋門操作
点検整備業務委託

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年4月1日 1,159,620

本業務は、直轄管理する水門と排水機場を一体として管理している
ものについて、通知により原則として公共団体等に委託処理するこ
ととなったため。（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第
102条の4第3号）

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3154 酒田市長
上川下流（酒田地区）堤防

除草業務委託

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年5月20日 4,620,000
沿川住民の河川に対する美化意識の向上を図り、以て堤防の機能を
維持するため（会計法第29条の3第4項並びに予算決算及び会計令第
102条の4第3号）

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3155 酒田市長
上川下流（平田地区）堤防

除草業務委託

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年5月23日 4,294,500
沿川住民の河川に対する美化意識の向上を図り、以て堤防の機能を
維持するため（会計法第29条の3第4項並びに予算決算及び会計令第
102条の4第3号）

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3156 酒田市長
上川下流（松山地区）堤防

除草業務委託

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年5月25日 11,991,000
沿川住民の河川に対する美化意識の向上を図り、以て堤防の機能を
維持するため（会計法第29条の3第4項並びに予算決算及び会計令第
102条の4第3号）

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3157 庄内町長
上川下流（余目地区）堤防

除草業務委託

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年5月25日 9,324,000
沿川住民の河川に対する美化意識の向上を図り、以て堤防の機能を
維持するため（会計法第29条の3第4項並びに予算決算及び会計令第
102条の4第3号）

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3158 鶴岡市長
赤川（櫛引地区）堤防除草業
務委託

冨樫篤英
東北地方整備局酒田河川国道事
務所
山形県酒田市上安町1-2-1

平成17年5月25日 2,047,500
沿川住民の河川に対する美化意識の向上を図り、以て堤防の機能を
維持するため（会計法第29条の3第4項並びに予算決算及び会計令第
102条の4第3号）

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3159 鮭川村長 庭月地区堤防除草委託
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町5-55

平成17年4月21日 318,450

本委託における作業箇所の河川敷は、「清流さけまる広場」が整備
され、環境教育や各種イベントで利用されており、地域住民との協
働作業による河川管理の観点からも、当該行政区域である鮭川村に
堤防除草を委託することにより、住民の河川に対する美化、愛護思
想の高揚が期待される。
（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3160 舟形町長 富田地区堤防除草委託
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町5-55

平成17年4月21日 179,550

本委託の作業箇所である富田地区は、近接して桜づつみが概成し、
高水敷も整備され、地域住民をはじめとする多くの人々の利用が期
待されている。
桜づつみは舟形町で維持管理を行うこととしており、地域住民との
協働作業による河川管理の観点からも、当該行政区域である舟形町
に堤防除草を委託することにより、住民の河川に対する美化、愛護
思想の高揚が期待される。
（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3161 戸沢村長 上川環境保全作業委託
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町5-55

平成17年4月21日 983,926

本委託の遂行にあたっては、清掃船運行のため、作業区間の状況(河
川部の深浅状況、航路、気象状況等)に熟知していることが必要であ
る。
戸沢村は、本作業区間である 上峡を有し、作業区間の状況に熟知
しているほか、毎年住民による大規模な河川清掃活動を実施するな
ど、住民の河川に対する関心も高いことから、戸沢村に委託するこ
とにより、河川愛護の普及に大いに寄与することが期待できる。
（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）
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3162 戸沢村長 津谷地区外堤防除草委託
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町5-55

平成17年4月21日 1,438,367

本委託の作業箇所である津谷、真柄地区は、１５年以上堤防除草を
委託しており、長年にわたって地域住民との協働作業による河川管
理に協力いただいている。
また蔵岡地区は、国道４７号線との兼用堤となっていることから道
路清掃活動も行われ、河川敷は地元住民の活動の場として利用され
ている。
以上のことから、地域住民との協働作業による河川管理の観点から
も、当該行政区域である戸沢村に堤防除草を委託することにより、
住民の河川に対する美化、愛護思想のさらなる高揚が期待される。
（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3163 大石田町長 横山地区外堤防除草委託
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町5-55

平成17年4月21日 1,168,845

本委託における作業箇所である横山地区の河川敷は、公園として多
くの住民から利用され、大浦地区は町道との兼用堤となっているこ
とから道路清掃作業も行われている。
以上のことから、地域住民との協働作業による河川管理の観点から
も、当該行政区域である大石田町に堤防除草を委託することによ
り、住民の河川に対する美化、愛護思想の高揚が期待される。
（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3164 真室川町長 安久土地区外堤防除草委託
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町5-55

平成17年4月21日 1,411,060

本委託における作業箇所である安久土地区は、高水敷が整備され、
地域のイベントで幅広く活用されている。
また新町地区は、桜づつみと河川防災ステーションが整備され、地
域住民をはじめとする多くの人々の利用が期待されている。
桜づつみと河川防災ステーションの一部は真室川町で維持管理を行
うこととしており、地域住民との協働作業による河川管理の観点か
らも、当該行政区域である真室川町に堤防除草を委託することによ
り、住民の河川に対する美化、愛護思想の高揚が期待される。
（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3165 戸沢村長
古口排水機場等操作点検業
務

西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町5-55

平成17年4月1日 1,572,270

本契約の相手方は、災害の未然防止と被害の軽減に努める等の地域
防災を責務としている地元自治体であり、当該地域の地域特性を熟
知していること、施設の操作や災害時の対応が可能な体制が確立さ
れていることから、本施設が地域と一体となって、適切な判断のも
とに効率的な操作等を遂行できる唯一の機関である。
（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3166 真室川町長
金山川導水樋管操作点検業
務

西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町5-55

平成17年4月1日 135,240

本契約の相手方は、災害の未然防止と被害の軽減に努める等の地域
防災を責務としている地方自治体であり、また、当該地域の地域特
性を熟知していること、施設の操作や災害時の対応が可能な体制が
確立されていることから、本施設が地域と一体となって、適切な判
断のもとに効率的な操作等を遂行できる唯一の機関である。
（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3167 戸沢村長 平根地区排水路除草委託
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町5-55

平成17年6月13日 2,898,000

本委託における作業箇所は、水田等の耕作地に隣接していることか
ら、地域住民との協働作業による地すべり防止施設の管理の観点か
らも、当該行政区域である戸沢村に排水路除草を委託することによ
り、住民の地すべりに対する防災意識の高揚が期待される。
（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3168 大蔵村長 豊牧地区排水路除草委託
西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島町5-55

平成17年6月13日 3,920,000

本委託における作業箇所は、水田等の耕作地に隣接していることか
ら、地域住民との協働作業による地すべり防止施設の管理の観点か
らも、当該行政区域である大蔵村に排水路除草を委託することによ
り、住民の地すべりに対する防災意識の高揚が期待される。
（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3169 須賀川市長 須賀川地区堤防除草委託

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年5月30日 4,641,000

本堤防除草区間は、阿武隈川と支川釈迦堂川との合流付近であり、
平成10年の洪水で甚大な被害を受け、「阿武隈川平成の大改修」に
より新たに整備された堤防で地元住民から維持的管理である堤防除
草を行いたいとの提案があった区間である。
当該区間の堤防除草等の維持作業を地元自治体で管理することは、
親しみある河川環境を促進させるものであり、当該区間について地
域形成に精通している須賀川市に委託することにより、地元住民の
阿武隈川への愛着の高まりと愛護活動等の高まりが期待される。
また、自治体に委託することにより諸経費等のコスト節減にもつな
がる。これらを踏まえ、須賀川市に委託し施設管理の適正を図るも
のである。
(会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号)

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

点検の結果 備　　考
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
＊根拠条文を（　）書きで根拠条文を記載

講ずる措置契約を締結した日
契約金額
（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

3170 郡山市長 徳定川浄化施設管理委託

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年6月1日 1,806,000

当施設の目的から準用河川徳定川の環境改善を図るための浄化施設
の管理について、地元の状況を熟知している郡山市が管理すること
は、迅速性・合理性等多くの利便性がある。
よって、郡山市に管理を委託することにより、地元住民の河川環境
への関心と愛護活動などの取り組みが期待される。これらを踏まえ
て、郡山市に委託し施設管理の適正を図るものとする。
(会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3171 福島市長
慣行水利権（荒井堰）実態
調査

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年9月29日 2,000,000

当該用水の用排系統、かんがい面積、各期毎の取水量等の実態調査
の主要部分は、地元水利組合や区長及び土地改良区からの聞き取り
等によって受益地域を確定することであり、経済的かつ短期間に当
該調査を完遂するため、福島市に委託するものである。
(会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号)

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3172 本宮町長 高木樋管点検操作業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年4月1日 165,900

高木樋管につては、本宮町が許可を受けて設置した内水排除を目的
とした排水機場と一体として管理する必要がある。
したがって、洪水等による地域の損失を未然に防ぐため、高木樋管
が十分に機能するよう、排水機場の管理者に高木樋管の点検及び操
作を委託するものである。
(会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3173 本宮町長 百目木樋管点検操作業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年4月1日 165,900

百目木樋管については、本宮町が許可を受けて設置した内水排除を
目的とした排水機場と一体として管理する必要がある。
したがって、洪水等による地域の損失を未然に防ぎ、百目木樋管が
十分に機能するために、排水機場の管理者に百目木樋管の点検及び
操作を委託するものである。
(会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3174 国見町長 滝川樋管点検操作業務

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年4月1日 165,900

滝川樋管については、国見町が許可を受けて設置した内水排除を目
的とした排水機場と一体として管理する必要がある。
したがって、洪水等による地域の損失を未然に防ぎ、滝川樋管が十
分に機能するために、排水機場の管理者に滝川樋管の点検及び操作
を委託するものである。
(会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3175 梁川町長
広瀬川上流地区堤防除草委
託

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年5月30日 875,700

当該区間では、河川管理施設は国土交通省、占用区域は梁川町に
て、それぞれ維持管理することとしており、堤防除草等の維持作業
を占用区域を含めて地元自治体で一体管理することは、親しみある
河川環境を促進させるものであり、当該区間について地域形成に精
通している梁川町に委託することにより、地元住民の広瀬川への愛
着の高まりと、愛護活動等の高まりが期待される。
また、自治体に委託することにより諸経費等のコスト節減にもつな
がる。
これらを踏まえ、梁川町に委託し施設管理の適正を図るものであ
る。
(会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号)

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3176 福島交通（株）
一般国道１３号平野踏切道施
設管理費用

渋谷元
東北地方整備局福島河川国道事
務所
福島県福島市黒岩字榎平36

平成17年4月1日 1,789,559
国道13号における踏切施設管理に関する協定による
(会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3177 福島県教育委員会
一般国道６号相馬バイパス
埋蔵文化財発掘調査業務

田澤次雄
東北地方整備局磐城国道事務所
福島県いわき市平字五色町8－1

平成17年4月1日 26,070,000 協議委託等によるため その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3178 岩手県企業局 特定電力料

石黒正
東北地方整備局北上川ダム統合
管理事務所
盛岡市下厨川字四十四田1

平成17年4月1日 8,894,612
協定を締結しているため（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び
会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3179 黒石市長
平成１７年度浅瀬石川ダム
資料館管理費負担金

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

平成17年4月5日 687,255 協定による。 その他
随意契約によらざるを得
ないもの



公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地
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（円）

件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

3180 秋田県公営企業管理者 電気料

鈴木幹夫
東北地方整備局玉川ダム管理所
秋田県仙北市田沢湖玉川字下水
無92

平成17年4月1日 4,540,617 協定による。 その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3181 鶴岡市長 くわ台地区法面除草委託

佐藤努
東北地方整備局月山ダム管理所
山形県鶴岡市上名川字東山８－
112

平成17年6月22日 2,940,000

当該箇所に隣接して鶴岡市管理の公園があり、これと一体として除
草作業を行うことで効率的な管理ができるため。また、地元行政機
関に委託することにより経費の節減を図ることができるため。
（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号及び
4号）

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3182 三春町長 石畑周辺除草等委託

山下洋太郎
東北地方整備局三春ダム管理所
福島県田村郡三春町大字西方字
中ノ内403-4

平成17年6月15日 2,719,500
自治体に委託することにより地区住民が施工し、河川及びダム湖に
対する愛護精神の育成に努めることができ、地域に開かれたダムの
一層の推進を図ることができるため

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3183 東北電力（株） 工事費負担金その２

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

平成18年2月27日 20,116,215
契約の性質又は目的が競争を許さない場合（会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3184
（財）七ヶ宿ダム自然休養
公園管理財団

七ヶ宿公園管理業務

白浜浩
東北地方整備局七ヶ宿ダム管理
所
宮城県刈田郡七ヶ宿町切通52-
40

平成17年4月13日 5,008,500
公園運営、河川管理、河川環境等の知識を有する職員がいるため
（会計法29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3185
（財）山形県埋蔵文化財セ
ンター

庚壇遺跡外３遺跡発掘調査
業務

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

平成17年4月1日 205,584,000 文化財保護法による委託契約 その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3186
（財）山形県埋蔵文化財セ
ンター

上ノ山館跡外１遺跡発掘調
査業務

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

平成17年4月1日 172,112,000 文化財保護法による委託契約 その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3187
（財）山形県埋蔵文化財セ
ンター

上敷免遺跡・川前２遺跡発
掘調査業務

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

平成17年4月1日 86,700,000 文化財保護法による委託契約 その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3188
津花川・流川排水機場管理組
合

津花川・流川排水機場管理業
務委託

西川和雄
東北地方整備局高瀬川河川事務
所
青森県八戸市石堂3丁目7-10

平成17年4月1日 1,874,250
代替性のない特定の知識、経験、能力を有するため（会計法第29条
の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）

3189
特定非営利活動法人北上川
中流域エコミュージアム推
進会議

北上川中流域広報・体験学
習運営業務

関博之
東北地方整備局岩手河川国道事
務所
岩手県盛岡市上田4－49－1

平成17年5月13日 2,814,000
北上川中流域を中心に地域づくり活動を実践し、利益追求を目的と
しない団体であり、管理協定を締結しているため、会計法第29条の3
第4項及び予決令第102条の4第3号、同第4号ロ

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

3190 国立大学法人山形大学
砂防施設による環境影響のモ
ニタリング評価手法に関する
委託研究

西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島5-55

平成17年9月2日 4,500,000

本研究は、新庄河川事務所管内の立谷沢川流域及び赤川流域におい
て実施し、魚類に配慮した水理設計法の確立や砂防施設による渓畔
林成立の変遷予測や生態系メカニズムの解析といった、河川、砂防
さらに環境についての専門的かつ極めて高度な知識と経験を有して
いることが必要となる。本機関は、砂防学、水工学、河川環境学を
専攻若しくは専門分野としている学識経験者がおり、加えて現地の
状況についても詳細に熟知している。また、過年度に本機関に委託
した研究の継続であり、本機関と契約締結しなければ研究の目的を
達成することが不可能である。（会計法第29条の3第4項、予決令第
102条の4第3号）

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）
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3191 国立大学法人岩手大学
多雪寒冷地の流域保全のあり
方に関する研究

西真佐人
東北地方整備局新庄河川事務所
山形県新庄市小田島5-55

平成17年10月26日 4,000,000

本件は、新庄河川事務所管内の立谷沢川流域を研究箇所とし、多雪
寒冷地の環境特性を考慮した砂防植生工の手法、さらには流域保全
の理念について調査検討する研究であり、砂防などの防災、森林及
び水文等の分野の極めて特殊かつ高度な専門的知識と経験が必要と
なる。本機関は、砂防学、森林水文学、雪氷防災学を専攻若しくは
専門分野としている学識経験者がおり、当該分野の研究実績と経験
を有している。また、過年度に本機関に委託した研究の継続であ
り、本機関と契約締結しなければ研究の目的を達成することは不可
能であるため、本研究を遂行できる唯一の機関であると判断され
る。（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

その他

随意契約によらざるを得
ないもの
（平成１９年度以降協議
委託等を導入予定）



件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所
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3192 （株）クボタ 平成１７年度遠隔監視装置改良工事

笛田俊治
関東地方整備局湯西川ダム工事事務
所
栃木県塩谷郡栗山村西川164

平成17年12月26日 7,969,500
既設システムの一部プログラム変更は、既設施工者がシステム全体を
掌握しており詳細な設定を熟知している。また、システムの著作人格権
を有しており競争に付すことができない。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり 公募を実施

3193 三国屋建設（株） 巡視船係留設備修繕工事
佐藤  謙二
関東地方整備局常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年12月7日 2,614,500
当工事の当初積算額が2.5百万円を越えなかったため、業者４社による
見積合わせとした。（会計法第29条の3第5項、予決令第99条第二項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3194 三菱マテリアルテクノ（株） Ｈ１７脱水設備修繕工事
武部勝行
関東地方整備局品木ダム水質管理所
群馬県吾妻郡草津町大字草津604-1

平成17年7月7日 4,725,000

脱水処理設備は、フィルタープレス設備、ポンプ設備、系統機器設備、
操作制御設備等が相互のインターフェイスやインターロック連携制御な
どトータルシステムとして機能しているものであり、一体不可分である。
今回修繕はフィルタープレス設備油圧弁、作動油交換及び濾布洗浄機
走行系統の改修を行うものであり、当該設備の製作据付を行った施工
業者以外のものに施工させた場合、既存施設の運用に著しい支障をき
たす恐れがあり、当該工事を行うに当たっては脱水設備全体の機能、性
能に熟知した技術が必要である。(会計法第２９条の３第４項 予決令第１
０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

3195 東亜鉄工（株） Ｈ１７浚渫設備修繕工事
武部勝行
関東地方整備局品木ダム水質管理所
群馬県吾妻郡草津町大字草津604-1

平成17年7月4日 5,302,500

本設備は、浚渫船からの水上送泥管、陸上送泥管、ブースターポンプ脱
水処理場受泥槽までをプラントとして一貫した設計、製作、据付が行わ
れており、随所に官と上記業者とで共同特許を取得した装置（浚渫船及
びブースター設備に搭載のゴミ取り装置）が設置されトータルシステムと
して機能している。今回修繕は、浚渫船主要箇所補修、油圧ショベル分
解整備及び受電盤、接続盤交換など当該設備の製作据付を行った施工
業者以外のものに施工させた場合、既存施設の運用に著しい支障をき
たす恐れがあり、当該工事を行うにあたっては浚渫設備全体の機能、性
能に熟知した技術が必要である。(会計法第２９条の３第４項 予決令第１
０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

3196 （株）日立製作所
Ｈ１７新芝川排水機場ポンプ設備修
繕工事

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年12月26日 69,825,000
既設設備の施工業者以外での施工では設備の使用に著しく支障が生じ
るため（会計法第２９条の３第４項予決令１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3197 （株）日立製作所
Ｈ１７綾瀬排水機場ポンプ設備修繕
工事

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成18年2月8日 9,975,000
既設設備の施工業者以外での施工では設備の使用に著しく支障が生じ
るため（会計法第２９条の３第４項予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（競争入札に移行することで検討）

3198 飯田鉄工（株） 倉松川流入施設ゲート設備改良工事
髙栁淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年11月17日 10,500,000

ゲート設備を構成する各機器の構造や特性を熟知しており、細部にわた
る統一した設計思想と製作・据付時の品質及び独自の管理基準や施工
管理ノウハウを有しているため。（会計法第29条の3第4項、予算決算会
計令第102条の4第3号）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3199 （株）荏原製作所
Ｈ１７三郷排水機場ポンプ設備修繕
工事

髙栁淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年11月28日 234,885,000

システム全般及び各設備・機器の性能特性並びに構造等を十分熟知し
ており、細部にわたる統一した設計思想と製作・据付時の品質及び独自
の管理基準や施工管理ノウハウを有しているため。（会計法第29条の3
第4項、予算決算会計令第102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3200 （株）荏原製作所
庄和排水機場中央操作制御設備改良
工事

髙栁淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成18年3月3日 283,500,000

ポンプ設備を構成する各機器の構造や特性を熟知しており、細部にわ
たる統一した設計思想と製作・据付時の品質及び独自の管理基準や施
工管理ノウハウを有しているため。（会計法第29条の3第4項、予算決算
会計令第102条の4第3号）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3201 （株）クボタ
外郭放水路第３立坑外１箇所ポンプ
設備改良及び修繕工事

髙栁淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年12月7日 134,400,000

残水ポンプ設備を構成する各機器の構造や特性を熟知しており、細部
にわたる統一した設計思想と製作・据付時の品質及び独自の管理基準
や施工管理ノウハウを有しているため。（会計法第29条の3第4項、予算
決算会計令第102条の4第3号）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3202 （株）鶴見製作所 越谷浄化施設送水設備改良工事
髙栁淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成18年2月24日 66,150,000

換気設備を構成する各機器の構造や特性を熟知しており、細部にわた
る統一した設計思想と製作・据付時の品質及び独自の管理基準や施工
管理ノウハウを有しているため。（会計法第29条の3第4項、予算決算会
計令第102条の4第3号）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの
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3203 （株）電業社機械製作所
外郭放水路第２立坑換気設備他改良
工事

髙栁淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年10月27日 10,500,000

換気設備を構成する各機器の構造や特性を熟知しており、細部にわた
る統一した設計思想と製作・据付時の品質及び独自の管理基準や施工
管理ノウハウを有しているため。（会計法第29条の3第4項、予算決算会
計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（競争入札に移行することで検討）

3204 （株）日立製作所
Ｈ１７松戸・八潮排水機場ポンプ設
備修繕工事

髙栁淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年11月25日 154,350,000

システム全般及び各設備・機器の性能特性並びに構造等を十分熟知し
ており、細部にわたる統一した設計思想と製作・据付時の品質及び独自
の管理基準や施工管理ノウハウを有しているため。（会計法第29条の3
第4項、予算決算会計令第102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3205 豊国工業（株）
Ｈ１７江戸川閘門ゲート設備修繕工
事

髙栁淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年11月28日 111,247,500

構成部品の程度に応じた技術的判断に熟知しており、細部にわたる統
一した設計思想と製作・据付時の品質及び独自の管理基準や施工管理
ノウハウを有しているため。（会計法第29条の3第4項、予算決算会計令
第102条の4第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（競争入札に移行することで検討）

3206 （株）荏原製作所
Ｈ１７蓮台寺浄化施設遠隔監視設備
工事

竹内清文
関東地方整備局渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町661-3

平成18年3月10日 4,830,000

本設備は、蓮台寺浄化施設内に設置された遠隔操作監視設備の入出
力盤内の制御部と遠隔操作監視端末とが相互に信号を電送する事によ
り、遠隔にて浄化施設の操作及び監視が可能なものである。上記のとお
り、操作及び監視が同一のシステムで制御されており、制御部の改造に
伴い既存の操作システムも含めた設備全体の動作確認、調整及び再設
定が必要となるため、本修繕については既存設備を施工した下記業者
以外では施工を行う事は不可能であり、また、他の業者が施工を行ない
不具合が生じた場合にはその責任範囲が不明確となるため、既設の設
備を施工した当該業者と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の
３第４号予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施（平成１８年度より実施）

3207 （株）酉島製作所
Ｈ１７三杉川排水機場ポンプ設備修
繕工事

竹内清文
関東地方整備局渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町661-3

平成18年2月7日 31,500,000

排水機場は一体のシステムとして設計され、主原動機及び系統機器か
らの運転信号が中央の監視制御制御部に伝えられる事により排水運転
が開始されるものである。上記のとおり、各機器は一連で制御されてお
り、構成機器の分解整備及び修繕に伴い、関連機器の動作確認、調整
及び再設定が必要となるため、本修繕については、既設設備を施工した
下記業者以外では施工を行うことは不可能であり、また、他の業者が施
工を行い不具合が発生した場合にはその責任範囲が不明確となるた
め、既設の設備を施工した下記業者と随意契約を行うものである。（会
計法第２９条の４第３号予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施（平成１８年度より実施）

3208 日本ケーブル（株） Ｈ１７昇降設備修繕工事

仲川博雄
関東地方整備局利根川ダム統合管理
事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成17年10月31日 22,281,000

本設備の構造・機能について熟知し精通した知識とノウハウ等総合的技
術が要求される。よって本設備の据付業者によってのみ確実かつ所要
の機能が確保できることから、本設備の製作据付業者に限られ競争が
存在しない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（競争入札に移行することで検討）

3209 豊国工業（株）
Ｈ１７藤原ダムクレストゲート機側
操作盤修繕工事

仲川博雄
関東地方整備局利根川ダム統合管理
事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成17年11月14日 19,950,000
本設備の構造・機能について熟知し精通した知識とノウハウ等総合的な
技術が要求されることから、本設備の製作据付業者に限られ競争が存
在しない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3210 西田鉄工（株） 川俣ダム維持放流設備改造工事

石井正夫
関東地方整備局鬼怒川ダム統合管理
事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地14-3

平成17年12月27日 36,750,000

一体のシステムとして設備が成り立っていることから、設計・施工を行い
設備を熟知している者でなければ、改造によりシステム構成要素の相互
バランスが崩れ、所定の性能が確保できないため（会計法第２９条の３
第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3211 日立造船（株） 五十里クレストゲート修繕工事

石井正夫
関東地方整備局鬼怒川ダム統合管理
事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地14-3

平成18年3月27日 42,000,000

構造部の変更及び操作制御システムの改造を行うことこら、機械的性
質、操作制御プログラム等の設計思想を熟知している、設備の設計施
工者でなけれな信頼性を確保した修繕はできないため（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（競争入札に移行することで検討）

3212 （株）荏原製作所
根木名川排水機場ポンプ設備改修工
事

小林　正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県佐原市佐原イ4149

平成17年12月2日 82,320,000
既設設備と密接不可分の関係にあり、同一施行業者以外の者に施工さ
せた場合、既設の設備に著しい障害が発生するおそれがある。（会計法
第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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3213 （株）荏原製作所 牛久沼排水機場ポンプ設備修繕工事

小林　正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県佐原市佐原イ4149

平成17年12月12日 17,535,000
既設設備と密接不可分の関係にあり、同一施行業者以外の者に施工さ
せた場合、既設の設備に著しい障害が発生するおそれがある。（会計法
第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3214 （株）荏原製作所 北千葉第一機場ポンプ設備修繕工事

小林　正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県佐原市佐原イ4149

平成17年12月2日 199,500,000
既設設備と密接不可分の関係にあり、同一施行業者以外の者に施工さ
せた場合、既設の設備に著しい障害が発生するおそれがある。（会計法
第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3215 アイム電機工業（株）
平成１７年度　手賀川浄化施設ポン
プ設備修繕工事

小林　正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県佐原市佐原イ4149

平成18年1月19日 8,820,000
既設設備と密接不可分の関係にあり、同一施行業者以外の者に施工さ
せた場合、既設の設備に著しい障害が発生するおそれがある。（会計法
第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（競争入札に移行することで検討）

3216 （株）日立製作所
戸田井排水機場操作制御設備修繕工
事

小林　正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県佐原市佐原イ4149

平成18年2月7日 15,750,000
既設設備と密接不可分の関係にあり、同一施行業者以外の者に施工さ
せた場合、既設の設備に著しい障害が発生するおそれがある。（会計法
第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3217 （株）荏原製作所 南畑排水機場ポンプ設備改良工事
今村　能之
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3丁目12番地

平成18年3月20日 294,000,000

ポンプ設備の持つ特性として、各種機器の組合せで一つのシステムを
構成しており、各種機器が相互に連携してはじめて全体の機能を発揮
するものである。当該ポンプ設備の修繕に当たっては、当該ポンプ設備
の施工業者が当該システム設計全体を掌握しているほか、ポンプにつ
いての詳細な技術ベースを保有しており、他者がこれを行うのは著しく
困難で、当該設備の施工業者でなければ設備の性能及び機能を発揮さ
せること、さらには機器の取り外し、取り付け等、安全・確実に施工する
ことは不可能である。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3218 （株）荏原製作所 管内遠隔操作制御設備改良工事
今村　能之
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3丁目12番地

平成18年3月20日 147,000,000

当該システムは、当該システムの施工業者において設計・製作されたも
ので、システム全体を掌握しているほか、システムについての詳細な内
容や設定を熟知している。また、システムの著作財産権は国に帰属して
いるが、著作人格権は上記業者が有しており、本工事を円滑に効率的
に施工出来るのは上記業者以外になく、競争に付すことが出来ない。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3219 （株）荏原製作所
河川管理施設遠隔操作制御設備改良
工事

今村　能之
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3丁目12番地

平成17年12月13日 124,950,000

当該システムは、当該システムの施工業者において設計・製作されたも
ので、システム全体を掌握しているほか、システムについての詳細な内
容や設定を熟知している。また、システムの著作財産権は国に帰属して
いるが、著作人格権は上記業者が有しており、本工事を円滑に効率的
に施工出来るのは上記業者以外になく、競争に付すことが出来ない。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3220 （株）荏原製作所 南畑排水機場ポンプ設備修繕工事
今村　能之
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3丁目12番地

平成17年11月10日 122,850,000

ポンプ設備の持つ特性として、各種機器の組合せで一つのシステムを
構成しており、各種機器が相互に連携してはじめて全体の機能を発揮
するものである。当該ポンプ設備の修繕に当たっては、当該ポンプ設備
の施工業者が当該システム設計全体を掌握しているほか、ポンプにつ
いての詳細な技術ベースを保有しており、他者がこれを行うのは著しく
困難で、当該設備の施工業者でなければ設備の性能及び機能を発揮さ
せること、さらには機器の取り外し、取り付け等、安全・確実に施工する
ことは不可能である。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（競争入札に移行することで検討）

3221 佐藤鉄工（株） 朝霞水門ゲート設備修繕工事
今村　能之
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3丁目12番地

平成18年3月15日 149,100,000

ゲート設備の持つ特性として、各種機器の組合せで一つのシステムを構
成しており、各種機器が相互に連携してはじめて全体の機能を発揮する
ものである。当該ゲート設備の修繕に当たっては、当該ゲート設備の施
工業者が当該システム設計全体を掌握しているほか、ゲートについての
詳細な技術ベースを保有しており、他者がこれを行うのは著しく困難で、
当該設備の施工業者でなければ設備の性能及び機能を発揮させるこ
と、さらには機器の取り外し、取り付け等、安全・確実に施工することは
不可能である。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（競争入札に移行することで検討）
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3222 （株）電業社機械製作所 通殿川排水機場ポンプ設備修繕工事
今村　能之
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3丁目12番地

平成17年11月10日 121,800,000

ポンプ設備の持つ特性として、各種機器の組合せで一つのシステムを
構成しており、各種機器が相互に連携してはじめて全体の機能を発揮
するものである。当該ポンプ設備の修繕に当たっては、当該ポンプ設備
の施工業者が当該システム設計全体を掌握しているほか、ポンプにつ
いての詳細な技術ベースを保有しており、他者がこれを行うのは著しく
困難で、当該設備の施工業者でなければ設備の性能及び機能を発揮さ
せること、さらには機器の取り外し、取り付け等、安全・確実に施工する
ことは不可能である。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3223 （株）由倉 朝霞排水ポンプ設備修繕工事
今村　能之
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3丁目12番地

平成17年12月13日 33,915,000

ポンプ設備の持つ特性として、各種機器の組合せで一つのシステムを
構成しており、各種機器が相互に連携してはじめて全体の機能を発揮
するものである。当該ポンプ設備の修繕に当たっては、当該ポンプ設備
の施工業者が当該システム設計全体を掌握しているほか、ポンプにつ
いての詳細な技術ベースを保有しており、他者がこれを行うのは著しく
困難で、当該設備の施工業者でなければ設備の性能及び機能を発揮さ
せること、さらには機器の取り外し、取り付け等、安全・確実に施工する
ことは不可能である。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3224 （株）由倉 貯水池機場ポンプ設備修繕工事
今村　能之
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3丁目12番地

平成17年10月11日 66,360,000

ポンプ設備の持つ特性として、各種機器の組合せで一つのシステムを
構成しており、各種機器が相互に連携してはじめて全体の機能を発揮
するものである。当該ポンプ設備の修繕に当たっては、当該ポンプ設備
の施工業者が当該システム設計全体を掌握しているほか、ポンプにつ
いての詳細な技術ベースを保有しており、他者がこれを行うのは著しく
困難で、当該設備の施工業者でなければ設備の性能及び機能を発揮さ
せること、さらには機器の取り外し、取り付け等、安全・確実に施工する
ことは不可能である。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3225 飯田鉄工（株）
Ｈ１７甲府管内ゲート遠隔制御設備
修繕工事

廣瀬　昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年10月19日 3,570,000

本工事を実施するには、当該ソフトウェアのシステム構成、プログラムに
関する知識を保有し、当該設備の設計、構成、機能・特性に熟知し、不
具合の特定、再設定、調整、動作確認が可能であることが求められる
が、当該業者は当該設備を設計施工しているほか、当該ソフトウェアに
他者が知り得ないノウハウを所持していることから、本工事を完遂可能
な唯一の業者である（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第
102条の4第3号）

見直しの余地があり 競争入札に移行したもの

3226 （株）クボタ
Ｈ１７横川排水機場ポンプ設備修繕
工事

廣瀬　昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成18年2月21日 21,000,000

本工事を実施するには、当該主ポンプに熟知し、プラント設備としての現
ポンプ設備全体の設計思想や技術的特徴に精通していなければならな
いほか、工事後のかし責任が不明瞭とならないことが必要である。当該
業者は当該主ポンプの製造元であるほか、現ポンプ設備全体の設計施
工を担当し、他の業者では知り得ない設計思想や技術的特徴に精通し
ており、かし責任も明確に継続可能であることから、本工事を完遂できる
唯一の業者である。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第
102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3227 （株）鶴見製作所
Ｈ１７渡良瀬貯水池機場監視制御設
備修繕工事

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町北2-19-1

平成18年3月24日 39,375,000

監視制御設備は、渡良瀬貯水池から渡良瀬川に放流する際にポンプ流
量制御を行うため、修繕にあたっては、本機場運転用に設計されたプロ
グラムを熟知してなければならない。また、ポンプ設備流量制御用に設
計されたソースプログラムは、施工業者独自の著作物であるため、当該
設備の修繕にあたっては著作物を有する者の他が施工することができ
ない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3228 （株）鶴見製作所
渡良瀬貯水池機場操作制御設備修繕
工事

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町北2-19-1

平成17年10月14日 135,450,000

操作制御設備は、ポンプ全体を運転制御するための各機器を、条件に
応じて制御するプログラム及びそれに付随する電気回路から構成される
もので、修繕にあたっては本機場運転用に設計されたプログラムを熟知
したものでなければならない。また、本機場運転用に設計されたソースプ
ログラムは、施工業者独自の著作物であるため、当該設備の修繕にあ
たっては著作物を有する者の他に施工することができない。（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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3229 （株）酉島製作所 谷田川排水機場ポンプ設備修繕工事

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町北2-19-1

平成17年10月17日 297,675,000

本工事は、ﾎﾟﾝﾌﾟ本体の軸受部の温度異常による不具合のため緊急性
が要求される工事であり、今後故障点数低減のための無水化改良工事
を行う必要があった。さらに、ﾎﾟﾝﾌﾟ設備は、ﾎﾟﾝﾌﾟ本体の施工図を基に製
作されており、改良や修繕もその施工図を基に行っている。これらの施
工図は施工業者独自の著作物であるため、それ以外の業者では施工す
ることが出来ないため。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3230 （株）由倉 蓮花川排水機場制御設備修繕工事

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町北2-19-1

平成17年12月9日 30,240,000

本工事は、設置後２５年を経過したコントロールセンタ及び電気配線等
の絶縁抵抗値の低下に伴い更新を行うものであるが、このコントロール
センタの電気回路は当該排水機場運転用に設計された運転制御機器
と、一連で動作するよう設計された施工業者独自の著作物であるため、
それ以外の業者では更新することが出来ないため。（会計法第２９条の
３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3231 東京索道（株） Ｈ１７堤体外点検設備改良工事

坂本和雄
関東地方整備局相模川水系広域ダム
管理事務所
神奈川県相模原市津久井町青山字南
山2145-50

平成18年1月12日 35,700,000

本設備は他に施工実績がない独自のシステムである。本工事では制御
部分などシステム上重要な部分の改良を行うが、既存の機能を損なわ
ず信頼性を向上させるためには本設備を設計製作したノウハウが不可
欠であり、設計製作者である契約相手と随意契約を行うものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3232 西田鉄工（株）
Ｈ１７道志導水路取水口ゲート設備
修繕工事

坂本和雄
関東地方整備局相模川水系広域ダム
管理事務所
神奈川県相模原市津久井町青山字南
山2145-50

平成18年1月16日 3,990,000

本設備は当初設計条件に基づき、構成機器等が一体のシステムとして
機能することが不可欠である。本工事では扉体の水密性回復というシス
テム上重要な部分の修繕を行うため、当初設計製作者である契約相手
と随意契約を行うものである。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（競争入札に移行することで検討）

3233 （株）日立ビルシステム
Ｈ１７作業用エレベータ設備修繕工
事

坂本和雄
関東地方整備局相模川水系広域ダム
管理事務所
神奈川県相模原市津久井町青山字南
山2145-50

平成18年1月16日 2,730,000

本設備は当初設計条件に基づき、構成機器等が一体のシステムとして
機能することが不可欠である。構成機器には外部との通信装置をはじめ
独自の装置や機器を使用している。本工事では制御部分などシステム
上重要な部分の改良を行うが、既存の機能を損なわず信頼性を向上さ
せるためには本設備を設計製作したノウハウが不可欠であり、設計製
作者である契約相手と随意契約を行うものである。（会計法第29条の3
第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3234 日本自動機工（株）
常陸川閘門上流水門ゲート設備修繕
工事

唐澤仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所
茨城県潮来市潮来3510

平成18年1月26日 13,954,500
ゲート開閉装置用のワイヤロープ摩耗の原因調査をし対策を行うために
は、本設備の設計・製作を実施し設備全体を熟知している必要がある。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（競争入札に移行することで検討）

3235 柴田科学（株）
日本バイオアッセイ研究センター平
成１７年度実験設備改修工事

桜田由香里
関東地方整備局横浜営繕事務所
横浜市中区山下町37-9

平成17年8月12日 114,660,000

本設備システムは、特殊ガスを小動物に吸入させ生態に与える影響を
見極める特殊な設備システムであり、本設備システムには高い試験精
度の確保、動物の飼育管理、保守管理の確実性が求められ、試験内容
や過去の改造履歴の知見も必要である。当該業者は本施設の吸入実
験設備システムの開発、設計、製作、保守管理、修繕工事等を行ってお
り、本設備システムと密接不可分の関係にあることから、工事を適切に
行うためには、本設備に精通している当該業者に特定される。（会計法
第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3236 第一工業（株）
日本バイオアッセイ研究センター平
成１７年度空気調和設備改修その他
工事

桜田由香里
関東地方整備局横浜営繕事務所
横浜市中区山下町37-9

平成17年7月11日 43,291,500

本工事は、動物経口実験室を使用しながら同実験室系統の空気調和設
備の改修を行う工事である。動物経口実験を止めることなく、実験データ
に影響を与えないよう各実験室の温度、湿度、気流等の厳密な維持管
理・調整が求められる。このため、既存システムと一体となって総合的に
風量、温湿度、流量等の調整を行い、工事を円滑に進めるためには、既
存設備を完成させ、既存システムに精通している当該業者に特定され
る。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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3237 東芝エレベータ（株）
産業医学総合研究所生物化学実験棟
エレベーター設備改修工事

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年6月15日 17,325,000

当該実験棟は動物実験を行う施設で、実験動物等の搬入にエレベー
ターが使用されるため２日以上停止ができない制約がある。このため工
事中は施工・仮復旧・停止の繰り返しを行い、仮復旧状態でエレベー
ターを使用することとなる。この条件下で、再利用する部分及び既設制
御盤を含めたエレベーター全体のシステム調整、管理を行い、著しい支
障を及ぼすことなく工事を安全、円滑かつ適切に行うためには、当該エ
レベーターを設置し既設制御盤等に精通している当該業者に特定され
る。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3238 住友電設（株）
国立保健医療科学院電気設備改修そ
の他工事

内野井宗哉
関東地方整備局東京第一営繕事務所
東京都新宿区百人町3-28-8

平成17年11月8日 31,080,000

本工事は、太陽光発電設備の増設、受変電設備の改造、幹線の接続及
び中央監視設備の改造を行う工事であり、既設の監視システムと増設
する設備を一体の設備システムとして機能させなければならない。また、
当施設では保健医療研究が長期的に継続しているため停電が許され
ず、既設の受変電設備の改造を行うため、施設全体の停電等著しい支
障を及ぼさないよう工事を行う必要がある。よって、工事を安全かつ円
滑に行うためには、既存の受変電、中央監視システムを設置し、定期点
検等を行い、現場の状況に精通している当該業者に特定される。（会計
法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3239 フジテック（株）
農筑事本館（０５）エレベーター設
備改修工事

新宅浩明
関東地方整備局筑波研究学園都市施
設管理官
茨城県つくば市吾妻1-12-1

平成17年10月3日 17,640,000

　本工事は、農林水産技術会議事務局筑波事務所本館のエレベーター
設備のかご、三方枠及びレール等を再利用し、地震時管制運転、火災
時管制運転、自家発時管制運転、停電時救出運転、身体障害者用付加
仕様の増設、及び機器類の更新・改修を行うものである。本工事は、既
存部分と改修部分間の調整・連携を必要とし、既存工事と密接不可分
の関係にあるため、施工業者が既存設備に精通していることが工事遂
行に必要不可欠である。上記要件を満たし、改修された設備の機能性、
安全性及び品質・性能を確保できるのは、既存設備を製造し施工した上
記施工業者以外には存在しない。よって本工事を随意契約をするもので
ある。(会計法　第２９条の３　第４項 予算決算及び会計令　第１０２条の
４　第３号)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3240 （株）冨士工 小台１丁目地先舗装排水工事
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成18年3月23日 39,270,000

堤防天端道路を整備する工事で、当該業者により交差点部の片側車線
の工事が行われ、反対車線を継続して行うものである。当該交差点は交
通量も多く、交差点機能を確保しつつ安全で円滑な施工並びに早期の
機能回復が求められている。以上のことから、本工事の施工にあたって
は、前工事の施工条件を十分熟知した現施工業者と契約することが
も適切であるため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3241 （株）大林組
Ｈ１７外郭放水路第１工区トンネル
土砂搬出工事

髙栁淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年12月8日 98,700,000
大深度トンネル内における極めて特殊な条件下での作業であり、本工事
の施工にあたっては、当該構造物の特徴を十分熟知していることが必要
であるため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3242 大成建設㈱関東支店
外郭放水路第３立坑バルクヘッド撤
去工事

髙栁淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年11月30日 74,025,000
大深度における極めて特殊な条件下での大型構造物撤去であり、本工
事の施工にあたっては、当該構造物の特徴を十分熟知している事が必
要であるため（会計法第２９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3243
外郭放水路大落古利根川連絡トンネ
ル新設奥村・フジタ特定ＪＶ

外郭放水路大落古利根川連絡トンネ
ル新設（その２）工事

髙栁淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年4月1日 205,747,500

施工中の外郭放水路大落古利根川トンネル(工期：～平成１７年３月３１
日)の大深度地下接合部に当たるため、上記工事との一連施工により、
工期の短縮、仮設物再利用による工事費の縮減、安全性の確保等をは
かることができるため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

（株）奥村組
123,448,500、
（株）フジタ
82,299,000

3244
外郭放水路大落古利根川連絡トンネ
ル新設奥村・フジタ特定ＪＶ

外郭放水路第４立坑上部施設設置工
事

髙栁淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年12月8日 204,645,000

施工中の外郭放水路連絡トンネル新設(その2）工事と本工事が、上下
作業となることから上記工事との一連施工により、工期の短縮、工事費
の縮減、安全性の確保等をはかることができるため。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

（株）奥村組
122,787,000、
（株）フジタ
81,858,000

3245 （株）INAX
Ｈ17水とエネルギー館浄化槽膜ユ
ニット交換

坂本和雄
関東地方整備局相模川水系広域ダム
管理事務所
神奈川県相模原市津久井町青山字南
山2145-50

平成17年10月4日 3,360,000

当該浄化槽は、契約相手が、建築基準法に基づき、建築基準法施行令
の規定に適合し建設省告示第1292号第8の認定を受けた構造方法によ
り施工したものである。本業務により交換する材料も当該認定の範囲内
であり、他施工業者が実施した場合、建築基準法違反となるため随意契
約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり 競争入札に移行したもの
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3246
島津システムソリューションズ
（株）

国営アルプスあづみの公園通信設備
改修工事

片山壮二
関東地方整備局国営アルプスあづみ
の公園事務所
長野県安曇野市穂高牧149-12

平成18年2月27日 53,025,000

本設備は、現状システムの導入時において製造者独自の技術により開
発・製作されているものであり、製造者以外の者が改修を行った場合、
システム有する本来の性能・機能の保持が保証されないため。（会計法
第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（競争入札に移行することで検討）

3247 日本無線（株）
鹿嶋国道出張所多重無線設備移設工
事

佐藤  謙二
関東地方整備局常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年10月4日 3,675,000
対象設備が独自技術であり、短期間で確実に施工する必要があるた
め。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地があり 競争入札に移行したもの

3248 岩崎電気（株）
荒川下流管内河川情報表示板改修工
事

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年11月24日 36,172,500

改修する表示制御装置及び河川情報表示板は当該業者で製作、施工
され、高い信頼性を確保しつつ確実に行うためには機能並びに設備の
電気的特性を熟知している必要があり設備の製作業者以外での施工は
不可能のため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり 公募を実施

3249 日本無線（株） 河川情報処理装置改造工事
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成18年3月10日 3,885,000
設備の製作業者以外での施工は不可能のため（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があり 公募を実施

3250 日本無線（株） 河川情報処理設備改造工事
髙栁淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成18年1月16日 22,911,000
防災業務に重要な情報収集処理設備の設計・製作・据付調整を行って
おり、他社にはない本設備に精通した技術と経験を有しているため。（会
計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があり 公募を実施

3251 （株）日立製作所 第３機場受変電設備改修工事
髙栁淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年9月30日 6,027,000
防災業務に重要な受変電設備の設計・製作・据付調整を行っており、本
設備に精通した技術と経験を有しているため。（会計法第29条の3第4
項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があり 公募を実施

3252 富士通（株） 江戸川映像集配信設備改造工事
髙栁淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年10月11日 41,475,000
防災業務に重要なネットワーク設備の設計・製作・据付調整を行ってお
り、他社にはない本設備に精通した技術と経験を有しているため。（会計
法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があり 公募を実施

3253 （株）明電舎 事務所受変電設備改造工事
髙栁淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年11月21日 35,175,000
防災業務に重要な受変電設備設備の設計・製作・据付調整を行ってお
り、本設備に精通した技術と経験を有しているため。（会計法第29条の3
第4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があり 公募を実施

3254 宇都宮電子（株）
綾瀬川浄化施設映像情報設備設置工
事

髙栁淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年6月22日 2,614,500
当初予定価格が少額であるため。（会計法第29条の3第5項、予決令第
99条第2号）

見直しの余地があり 公募を実施

3255 岩崎電気（株） Ｈ１７河川情報板設備改修工事

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-10

平成18年2月13日 18,900,000

本工事の実施にあたり、改造に必要な当該設備の機能の製作、調査作
業を行うためには、既設設備の開発・施工者である上記業者が管理保
有している設計図、機能開発技術、技術管理マニュアル、性能管理など
企業秘密情報に係る情報の取得が不可欠である。このため、他社で改
造を行った場合、システム全体として機能性能の保持に関し、既設装置
の性能管理を行っている上記業者との責任の所在が不明確となり故障
等への対応に著しい支障が生じるほか、通信制御機能、ソフトウェア等
の重複した整備が必要となり、システム全体の安定性を損なうことにな
る。(会計法第２９条の３第４項予算決算及び会計令１０２条の４第３号)

見直しの余地があり 公募を実施

3256 日本電気（株） Ｈ１７情報収集提供設備改修工事

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-10

平成18年3月9日 19,950,000

本工事の実施にあたり、改造に必要な当該設備の機能の製作、調査作
業を行うためには、既設設備の開発・施工者である上記業者が管理保
有している設計図、機能開発技術、技術管理マニュアル、性能管理など
企業秘密情報に係る情報の取得が不可欠である。このため、他社で改
造を行った場合、システム全体として機能性能の保持に関し、既設装置
の性能管理を行っている上記業者との責任の所在が不明確となり故障
等への対応に著しい支障が生じるほか、通信制御機能、ソフトウェア等
の重複した整備が必要となり、システム全体の安定性を損なうことにな
る。(会計法第２９条の３第４項予算決算及び会計令１０２条の４第３号)

見直しの余地があり 公募を実施
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3257 日本無線（株） Ｈ１７河川情報設備改修工事

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-10

平成18年3月15日 56,700,000

本工事の実施にあたり、改造に必要な当該設備の機能の製作、調査作
業を行うためには、既設設備の開発・施工者である上記業者が管理保
有している設計図、機能開発技術、技術管理マニュアル、性能管理など
企業秘密情報に係る情報の取得が不可欠である。このため、他社で改
造を行った場合、システム全体として機能性能の保持に関し、既設装置
の性能管理を行っている上記業者との責任の所在が不明確となり故障
等への対応に著しい支障が生じるほか、通信制御機能、ソフトウェア等
の重複した整備が必要となり、システム全体の安定性を損なうことにな
る。(会計法第２９条の３第４項予算決算及び会計令１０２条の４第３号)

見直しの余地があり 公募を実施

3258 （株）日立製作所 Ｈ１７総合映像設備改修工事

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-10

平成18年3月6日 63,105,000

本工事の実施にあたり、改造に必要な当該設備の機能の製作、調査作
業を行うためには、既設設備の開発・施工者である上記業者が管理保
有している設計図、機能開発技術、技術管理マニュアル、性能管理など
企業秘密情報に係る情報の取得が不可欠である。このため、他社で改
造を行った場合、システム全体として機能性能の保持に関し、既設装置
の性能管理を行っている上記業者との責任の所在が不明確となり故障
等への対応に著しい支障が生じるほか、通信制御機能、ソフトウェア等
の重複した整備が必要となり、システム全体の安定性を損なうことにな
る。(会計法第２９条の３第４項予算決算及び会計令１０２条の４第３号)

見直しの余地があり 公募を実施

3259 富士通（株） Ｈ１７画像蓄積設備改修工事

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-10

平成18年3月10日 19,425,000

本工事の実施にあたり、改造に必要な当該設備の機能の製作、調査作
業を行うためには、既設設備の開発・施工者である上記業者が管理保
有している設計図、機能開発技術、技術管理マニュアル、性能管理など
企業秘密情報に係る情報の取得が不可欠である。このため、他社で改
造を行った場合、システム全体として機能性能の保持に関し、既設装置
の性能管理を行っている上記業者との責任の所在が不明確となり故障
等への対応に著しい支障が生じるほか、通信制御機能、ソフトウェア等
の重複した整備が必要となり、システム全体の安定性を損なうことにな
る。(会計法第２９条の３第４項予算決算及び会計令１０２条の４第３号)

見直しの余地があり 公募を実施

3260 松下電器産業（株） Ｈ１７鶴見川ＣＣＴＶ設備改修工事

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-10

平成18年2月28日 59,535,000

本工事の実施にあたり、改造に必要な当該設備の機能の製作、調査作
業を行うためには、既設設備の開発・施工者である上記業者が管理保
有している設計図、機能開発技術、技術管理マニュアル、性能管理など
企業秘密情報に係る情報の取得が不可欠である。このため、他社で改
造を行った場合、システム全体として機能性能の保持に関し、既設装置
の性能管理を行っている上記業者との責任の所在が不明確となり故障
等への対応に著しい支障が生じるほか、通信制御機能、ソフトウェア等
の重複した整備が必要となり、システム全体の安定性を損なうことにな
る。(会計法第２９条の３第４項予算決算及び会計令１０２条の４第３号)

見直しの余地があり 公募を実施

3261 日本無線（株）
Ｈ１７利根川下流河川情報設備改造
工事

小林　正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県佐原市佐原イ4149

平成18年1月25日 16,275,000
既存ソフトウェアの改良・改造を行うものであり、ソフトウェアの著作者人
格権の同一性保持権を有している唯一の業者である（会計法第29条の3
第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり 公募を実施

3262 松下電器産業（株）
Ｈ１７利根川下流ＣＣＴＶ制御設備
改造工事

小林　正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県佐原市佐原イ4149

平成17年12月2日 51,765,000
既設設備と密接不可分の関係にあり、同一施行業者以外の者に施工さ
せた場合、既設の設備に著しい障害が発生するおそれがある。（会計法
第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり 公募を実施

3263 日本無線（株） 荒川上流河川情報処理設備改造工事
今村能之
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-12

平成18年3月3日 11,025,000

 本工事で改造する既設装置類は、高度な電子応用技術により製作され
た情報処理機器類と、専用のソフトウェアから成るもので、一体動作して
いる。これらの装置類を改良するためには、既にインストールされている
数多くのソフトウェア及びハードウェアについても熟知していなければな
らず、既設の河川情報集中局装置（通信制御装置）と一体となって動作
させなければならないため、既設設備と密接不可分の関係に有り、他施
工業者に施工させた場合、既設の使用に著しい支障が生ずる恐れがあ
る。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計法令第１０２条の４第
３項）

見直しの余地があり 公募を実施

3264 （株）拓和 山下橋水位観測所修繕工事

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町北2-19-1

平成18年2月1日 8,610,000
既設の機器に精通した知識と経験のある唯一の当該機器の製造者（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり 公募を実施
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3265 住友電気工業（株） Ｈ１７映像集配信設備改修工事

剣持貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰145

平成18年3月13日 72,188,000
既設設備の改修工事であり、既設設備の納入業者以外に適切な施工
能力を有する業者が存在しない。
（予決令第102条の4 第3項）

見直しの余地があり 公募を実施

3266 日本無線（株） Ｈ１７統合監視設備改修工事

剣持貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰145

平成17年12月14日 44,625,000
既設設備の改修工事であり、既設設備の納入業者以外に適切な施工
能力を有する業者が存在しない。
（予決令第102条の4 第3項）

見直しの余地があり 公募を実施

3267 富士通（株）
Ｈ１７ダム管理用制御処理設備改良
工事

坂本和雄
関東地方整備局相模川水系広域ダム
管理事務所
神奈川県相模原市津久井町青山字南
山2145-50

平成18年3月13日 18,900,000

本工事は、既設設備改良のため、ハードウェアの全体構成からソフト
ウェア仕様の細部まで内容を詳細に把握している必要がある。既設と改
良部分の機能分離が困難であることから障害発生時等の原因及び責任
の所在を明確にするため、また機能停止、誤作動等による社会的影響
が非常に大きいため、既設設備設計製作者である契約相手と随意契約
を行うものである。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり 公募を実施

3268 東建設（株） 金沢道路附属物損傷復旧工事

大寺伸行
関東地方整備局横浜国道事務所長
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年6月15日 8,318,960

本工事は、防護柵等の道路付属物が交通事故等により第三者から損傷
を受けた場合早急に復旧するものであり、維持工事では日々のパトロー
ル等による損傷状況の把握と応急処置を行っているため、損傷等があっ
た場合には速やかに復旧し、安全で円滑な交通確保できるため維持工
事と密接不可分の関係であり、維持工事の契約者以外の者に履行させ
ることは、工期、経費の観点から不利になるため。（会計法第29条の3第
4項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

単価契約

3269 （株）ガイアートＴ・Ｋ 保土ヶ谷道路附属物損傷復旧工事

大寺伸行
関東地方整備局横浜国道事務所長
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年6月15日 12,980,366

本工事は、防護柵等の道路付属物が交通事故等により第三者から損傷
を受けた場合早急に復旧するものであり、維持工事では日々のパトロー
ル等による損傷状況の把握と応急処置を行っているため、損傷等があっ
た場合には速やかに復旧し、安全で円滑な交通確保できるため維持工
事と密接不可分の関係であり、維持工事の契約者以外の者に履行させ
ることは、工期、経費の観点から不利になるため。（会計法第29条の3第
4項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

単価契約

3270 （株）エス・ケイ・ディ 小田原道路附属物損傷復旧工事

大寺伸行
関東地方整備局横浜国道事務所長
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年6月15日 6,544,169

本工事は、防護柵等の道路付属物が交通事故等により第三者から損傷
を受けた場合早急に復旧するものであり、維持工事では日々のパトロー
ル等による損傷状況の把握と応急処置を行っているため、損傷等があっ
た場合には速やかに復旧し、安全で円滑な交通確保できるため維持工
事と密接不可分の関係であり、維持工事の契約者以外の者に履行させ
ることは、工期、経費の観点から不利になるため。（会計法第29条の3第
4項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

単価契約

3271 東京鋪装工業（株） 厚木道路附属物損傷復旧工事

大寺伸行
関東地方整備局横浜国道事務所長
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年6月15日 12,948,169

本工事は、防護柵等の道路付属物が交通事故等により第三者から損傷
を受けた場合早急に復旧するものであり、維持工事では日々のパトロー
ル等による損傷状況の把握と応急処置を行っているため、損傷等があっ
た場合には速やかに復旧し、安全で円滑な交通確保できるため維持工
事と密接不可分の関係であり、維持工事の契約者以外の者に履行させ
ることは、工期、経費の観点から不利になるため。（会計法第29条の3第
4項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

単価契約

3272 （株）日工 神奈川道路附属物損傷復旧工事

大寺伸行
関東地方整備局横浜国道事務所長
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年6月15日 10,640,840

本工事は、防護柵等の道路付属物が交通事故等により第三者から損傷
を受けた場合早急に復旧するものであり、維持工事では日々のパトロー
ル等による損傷状況の把握と応急処置を行っているため、損傷等があっ
た場合には速やかに復旧し、安全で円滑な交通確保できるため維持工
事と密接不可分の関係であり、維持工事の契約者以外の者に履行させ
ることは、工期、経費の観点から不利になるため。（会計法第29条の3第
4項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

単価契約

3273
日本ユーティリティサブウェイ
（株）

平成１７年度横浜管内共同溝維持工
事

大寺伸行
関東地方整備局横浜国道事務所長
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年4月1日 118,125,000
当該工事は、既存監視システムと密接不可分の関係にあり、セキュリ
ティの確保等から共同溝の監視と同一業者に実施させる必要がある。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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3274 昭和建設（株） ５１号　涸沼川橋門柱補修工事

佐藤  謙二
関東地方整備局常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年5月27日 5,722,500

今回、違法車両による門柱の損傷事故が発生し、二次災害を防止する
ために速やかな復旧を行う必要がある。昭和建設㈱は、水戸国道出張
所管内の維持工事及び損傷復旧工事の請負業者であり、道路附属物
に損傷があった場合、二次災害の防止を図るため、速やかに原形復旧
を行っており、本工事においても迅速かつ確実に施工できる。(会計法第
２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3275 飯田鉄工（株） 鵜ノ木歩道橋設置その２工事
後藤　敏行
関東地方整備局大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉野町1-435

平成17年6月30日 64,575,000

本工事施工業者が、既に歩道橋を製作し、かつ業者の所有する工場内
に歩道橋を保管していることから、同業者は、①工事塗装に伴う運搬の
必要がない。②架設時における管理項目に精通できている。③架設現
場状況を既に十分把握し、施工計画が立案されている。以上の理由に
より、当該業者において施工することが、工期の短縮、安全・円滑な施
工を確保できさらに経済的にも も優位である（会計法第２９条の３第４
項、予決令第１０２条の４第４号イ）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3276 常盤工業（株） Ｈ１７保水性舗装試験施設設置工事
渡辺　和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成17年6月8日 130,725,000
本工事は東京都と連携してデータ解析評価を行い、遂行するにあたって
は、一部重複及び錯綜する為、東京都発注の施工業者に施工させた方
が有利と認められるため。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3277 康和建設（株） 酒々井損傷復旧工事
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年8月31日 6,945,431

本工事の施工にあたっては、損傷発生後、復旧作業を迅速かつ的確に
実施しなければならず、管内の交通事情や道路特性及び道路付属物に
ついて詳細かつ継時的に把握していることが必要である。康和建設㈱
は「酒々井維持工事」の請負業者であり、道路維持管理の体制を十分
確保しており損傷復旧についても維持的な作業と一体となって迅速かつ
的確に処理することが可能であり、本工事の目的を達成できる唯一の契
約対象である。（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第
１０２条の４代４号イ）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

単価契約

3278 世紀東急工業（株） 千葉損傷復旧工事
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年8月31日 6,911,001

本工事の施工にあたっては、損傷発生後、復旧作業を迅速かつ的確に
実施しなければならず、管内の交通事情や道路特性及び道路付属物に
ついて詳細かつ継時的に把握していることが必要である。世紀東急工
業㈱は「千葉維持工事」の請負業者であり、道路維持管理の体制を十
分確保しており損傷復旧についても維持的な作業と一体となって迅速か
つ的確に処理することが可能であり、本工事の目的を達成できる唯一の
契約対象である。（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令
第１０２条の４代４号イ）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

単価契約

3279 東亜道路工業（株） 船橋損傷復旧工事
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年8月31日 8,097,888

本工事の施工にあたっては、損傷発生後、復旧作業を迅速かつ的確に
実施しなければならず、管内の交通事情や道路特性及び道路付属物に
ついて詳細かつ継時的に把握していることが必要である。東亜道路工
業㈱は「船橋維持工事」の請負業者であり、道路維持管理の体制を十
分確保しており損傷復旧についても維持的な作業と一体となって迅速か
つ的確に処理することが可能であり、本工事の目的を達成できる唯一の
契約対象である。（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令
第１０２条の４代４号イ）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

単価契約

3280 常盤工業（株） 柏損傷復旧工事
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年8月31日 13,019,730

本工事の施工にあたっては、損傷発生後、復旧作業を迅速かつ的確に
実施しなければならず、管内の交通事情や道路特性及び道路付属物に
ついて詳細かつ継時的に把握していることが必要である。常盤工業㈱
は「柏維持工事」の請負業者であり、道路維持管理の体制を十分確保し
ており損傷復旧についても維持的な作業と一体となって迅速かつ的確に
処理することが可能であり、本工事の目的を達成できる唯一の契約対
象である。（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２
条の４代４号イ）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

単価契約

3281 日本道路（株） 木更津損傷復旧工事
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年8月31日 4,355,865

本工事の施工にあたっては、損傷発生後、復旧作業を迅速かつ的確に
実施しなければならず、管内の交通事情や道路特性及び道路付属物に
ついて詳細かつ継時的に把握していることが必要である。日本道路㈱
は「木更津維持工事」の請負業者であり、道路維持管理の体制を十分
確保しており損傷復旧についても維持的な作業と一体となって迅速かつ
的確に処理することが可能であり、本工事の目的を達成できる唯一の契
約対象である。（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第
１０２条の４代４号イ）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

単価契約
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契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

公共工事の名称、場所、期間、及
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点検の結果 講ずる措置 備考

3282
日本ユーティリティサブウェイ
（株）

Ｈ１７共同溝維持工事
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年4月1日 32,025,000

共同溝施設の保全に関する監視業務・維持管理等を一元的に行ってい
る業者と契約することが、共同溝施設の秘密保持、安全性の確保上必
要不可欠であるため（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４
第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3283
神明～蘇我共同溝シールド（その
１）大成・鹿島・西松特定ＪＶ

神明～蘇我共同溝シールド（その
３）工事

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年12月9日 2,205,000,000

神明～蘇我共同溝シールド（その２）工事にて設置された諸設備・仮設
備を使用する工事のため分離不可欠であり、かつ、当該仮設物の使用
時において温湿度、施工加重等変動などの詳細な仕様を判断すること
が必要不可欠であるため（会計法第２９条の３第４項、国の物品等又は
特定役務の調達手続きの特例を定める政令第１３条第１項）

その他
公募を実施（前後工事全体で競争性
を確保）

3284 （株）竹中土木 蒲田立体（その２）工事
門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成18年3月7日 567,000,000

本工事は蒲田立体（その１）工事の後工事である。仮設物の土圧、水
圧、たわみの監視・計測を行い、仮設物の崩壊を招かないよう、土圧、
水圧等の計測結果を補強の要否、補強方法の判断に適切に反映させる
ためには、当初設計における土圧、水圧、たわみを算出する施工者固
有の解析手法を踏まえるとともに、仮設物の構造を理解する必要がある
ことから、施工の安全性を確保するためには、後工事の施工者は前工
事の施工者に限られることため。（会計法２９条の３第４項、特例政令に
該当）

その他
公募を実施（前後工事全体で競争性
を確保）

3285 坪井工業（株） 町田立体改良（その２）工事
櫛引繁雄
関東地方整備局川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2-3-3

平成18年3月29日 47,355,000

本工事は前工事である町田立体改良（その１）工事に引き続き施工され
る工事で、前工事で施工した仮設構台から施工を行うもので、狭隘な作
業ヤード内での施工となっており、かつ、現道、交差する市道、店舗に近
接しており、歩行者や通行車両に配慮した施工や周辺の地盤や構台の
変状等を観測しながら施工を行う必要があり、当該仮設物の使用時に
おいて、湿度、温度、施工荷重等の変動等の詳細な仕様を判断すること
が安全な構築物を構築し、施工の安全性を確保する上で必要不可欠で
ある。よって、後工事の段階においては前工事の施工者以外は当該仮
設物の使用条件の判断の詳細を事実上知り得ない。
したがって、一貫した判断に基づき安全・円滑な施工ができるのは、前
工事の施工業者に限られている。（会計法２９条の３第４項予決令第１０
２条の４第４号イ）

見直しの余地があり
公募を実施（前後工事全体で競争性
を確保）

3286 鹿島建設（株） 日本橋室町二丁目環境整備工事
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年5月31日 152,250,000

鹿島建設（株）は日本橋室町地下歩道整備において日々路面覆工板を
撤去、設置し、掘削、躯体の構築を行うなどの工事を実施しているところ
であり、路面覆工板をデザイン路面覆工板に取り替えるため工事で安全
かつ効率的に実施するためには地下歩道工事との一体化を図ることが
不可欠である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第４号
イ）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3287 青木あすなろ建設（株） 京浜島共同溝（その２）工事
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年11月4日 135,660,000

当該工事の施工に当たっては、前工事である立坑本体、トンネル、及び
前工事と同一の仮設物を使用して行う工事であり、当該仮設物の使用
時において、湿度、温度、施工荷重等の変動等の詳細な仕様を判断す
ることが、安全な構築物を構築し、施工の安全性を確保する上で必要不
可欠である。後工事の段階においては前工事の施工者以外は当該仮設
物の使用条件の判断の詳細を事実上知り得ない。以上のことから、一
貫した判断に基づき、安全な施工をできるのは、前工事の施工業者に限
られることから随意契約を締結することが も適切である。（会計法　第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第４項のイに該当）

その他
公募を実施（前後工事全体で競争性
を確保）

3288 清水建設（株） 日本橋室町改良工事
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成18年3月23日 299,250,000

隣接する三越本館バリアフリー建築工事で地下掘削する箇所の山留杭
を共用し、また三越本館の地下３階まである既設躯体を山留壁として使
用することで、工事費が縮減され、なおかつ仮設期間及び仮設区域が
縮小される事により、歩道及び地下歩道の利用者への危険度が低減で
きる。また、近接する地下鉄への影響を与えないためには、本工事と三
越本館バリアフリー建築工事を一体的に進め、地下鉄の変位計測管理
を一元的に行うことが、施工管理の効率化や危機管理において、 善
の対応である。清水建設株式会社は、三越本館の建築工事の施工業者
であり、建築側の施工状況も踏まえた地下鉄への影響を考慮しつつ地
下歩道工事を施工することが可能な唯一の業者である。（会計法第２９
条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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3289 昭和建設（株）
Ｈ１７万世橋道路附属物損傷復旧工
事

石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年5月17日 12,423,389

本工事の施工にあたっては、損傷発生後、復旧作業を迅速かつ的確に
実施しなければならず、管内の交通事情や道路特性及び道路附属物に
ついて詳細かつ継時的に把握していることが必要である。昭和建設
（株）は、「Ｈ１８万世橋維持工事」の請負業者であり、道路維持管理の
体制を十分確保しており、損傷復旧についても維持的な作業と一体と
なって迅速かつ的確に処理することが可能であり、本工事の目的を達成
できる唯一の契約対象である。（会計法第29条の３第４項、予算決算及
び会計令第102条の４第４号イ）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

単価契約

3290 新光建設（株）
Ｈ１７金杉橋道路附属物損傷復旧工
事

石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年5月17日 11,310,178

本工事の施工にあたっては、損傷発生後、復旧作業を迅速かつ的確に
実施しなければならず、管内の交通事情や道路特性及び道路附属物に
ついて詳細かつ継時的に把握していることが必要である。新光建設
（株）は、「Ｈ１８金杉橋維持工事」の請負業者であり、道路維持管理の
体制を十分確保しており、損傷復旧についても維持的な作業と一体と
なって迅速かつ的確に処理することが可能であり、本工事の目的を達成
できる唯一の契約対象である。（会計法第29条の３第４項、予算決算及
び会計令第102条の４第４号イ）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

単価契約

3291 戸田建設（株） 東日本橋共同溝（その２）工事
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成18年2月28日 150,150,000

本工事の施工に当たっては、前工事で使用した軌道設備、坑内安全通
路、坑内電気設備、換気設備等、施工に必要な大半の仮設備を使用
し、かつ、当該仮設物の使用時において、湿度、温度、施工荷重等の変
動等の詳細な仕様を判断することが、安全な構築物を構築し、施工の安
全性を確保する上で必要不可欠である。後工事の段階においては前工
事の施工者以外は当該仮設物の使用条件の判断の詳細を事実上知り
得ない。以上のことから、一貫した判断に基づき、安全なトンネルを施工
できるのは、前工事の施工業者に限られることから随意契約を締結する
ことが も適切である。（会計法　第２９条の３第４項、国の物品等又は
特定役務の調達手続きの特例を定める政令　第１３条第１項に該当）

その他
公募を実施（前後工事全体で競争性
を確保）

3292 日工建設（株）
Ｈ１７代々木道路附属物損傷復旧工
事

石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年5月17日 6,383,421

本工事の施工にあたっては、損傷発生後、復旧作業を迅速かつ的確に
実施しなければならず、管内の交通事情や道路特性及び道路附属物に
ついて詳細かつ継時的に把握していることが必要である。日工建設
（株）は、「Ｈ１８代々木維持工事」の請負業者であり、道路維持管理の
体制を十分確保しており、損傷復旧についても維持的な作業と一体と
なって迅速かつ的確に処理することが可能であり、本工事の目的を達成
できる唯一の契約対象である。（会計法第29条の３第４項、予算決算及
び会計令第102条の４第４号イ）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

単価契約

3293 日本道路（株） 東池袋（３）電線共同溝工事
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年4月11日 274,995,000

当該工事の施工にあたっては、前工事で既存埋設物件の状況が設計と
異なることが判明し、占用企業者及び地元等と調整し、電線共同溝の構
造および線形を変更するための本工事区間を含めて修正設計を行って
おり、工事を早期に完成させるべく電線共同溝本体の製作を行ってい
る。また本工事の区間を一部施工（特殊部の設置）しており、前工事と本
工事とが一体とした構造物（特殊部、管路部）となり連続した施工ができ
る。さらに本工事に関連する埋設企業の支障移設工事においても現施
工業者が施工していることからも電線共同溝設置のための仮設材等の
転用ができ、構造物の安全性・円滑かつ適切な施工ができ、工期の短
縮、経費の節減など経済的に有利である。したがって、本工事の施工に
あたっては前工事の施工者以外に当該施工の施工条件の詳細を事実
上知り得ないため、一貫した判断に基づき、安全で円滑な電線共同溝を
早期に整備するために、現施工業者と随意契約を締結することが も適
切である。（会計法　第２９条の３第４項、国の物品等又は特定役務の調
達手続きの特例を定める政令　第１３条第１項に該当）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

3294 （株）ＮＩＰＰＯコーポレーション Ｈ１７亀有道路附属物損傷復旧工事
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年5月17日 11,559,941

本工事の施工にあたっては、損傷発生後、復旧作業を迅速かつ的確に
実施しなければならず、管内の交通事情や道路特性及び道路附属物に
ついて詳細かつ継時的に把握していることが必要である。（株）NIPPO
コーポレーションは、「Ｈ１８亀有維持工事」の請負業者であり、道路維持
管理の体制を十分確保しており、損傷復旧についても維持的な作業と
一体となって迅速かつ的確に処理することが可能であり、本工事の目的
を達成できる唯一の契約対象である。（会計法第29条の３第４項、予算
決算及び会計令第102条の４第４号イ）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

単価契約
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3295
日本ユーティリティサブウェイ
（株）

平成１７年度共同溝維持工事
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年4月1日 327,600,000

関東地方整備局との協定に基づき共同溝の監視運営を行い、セキュリ
ティー上の極めて高い守秘義務を課せられた、責任ある業務を遂行でき
る唯一の契約対象機関である。（会計法第２９条の３第４項、予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3296 日比谷共同溝前田・熊谷特定ＪＶ 日比谷共同溝（その２）工事
門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年8月31日 1,055,250,000

本工事の施工に当たっては、前工事で使用した坑内レール設備、換気
設備等、施工に必要な大半の仮設備を使用し、かつ、当該仮設物の使
用時において、湿温度、施工荷重等の変動等の詳細な仕様を判断する
ことが、安全な構築物を構築し、施工の安全性を確保する上で必要不可
欠である。後工事の段階においては前工事の施工者以外は当該仮設物
の使用条件の判断の詳細を事実上知り得ない。以上のことから、一貫し
た判断に基づき、安全なトンネルを施工できるのは、前工事の施工業者
に限られることから随意契約を締結することが も適切である。（会計法
第２９条の３第４項、国の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定
める政令　第１３条第１項に該当）

その他
公募を実施（前後工事全体で競争性
を確保）

前田建設工業
（株）
633,150,000
（株）熊谷組
422,100,000

3297
八潮共同溝Ⅱ期大林・鴻池特定建設
工事共同企業体

八潮共同溝Ⅱ期（その２）工事
門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年9月26日 915,600,000

本工事の施工に当たっては、前工事で使用したシールドマシン、土砂搬
送装置、坑内レール設備、換気設備等、施工に必要な大半の仮設備を
使用し、かつ、当該仮設備の使用時において、土質、地下水状況、湿
度、温度、施工荷重等の変動等の詳細な仕様を判断することが、安全な
構築物を構築し、施工の安全性を確保する上で必要不可欠である。後
工事の段階においては前工事の施工者以外は当該仮設物の使用条件
の判断の詳細を事実上知り得ない。以上のことから、一貫した判断に基
づき、安全なトンネルを施工できるのは、前工事の施工業者に限られる
ことから随意契約を締結することが も適切である。（会計法　第２９条
の３第４項、国の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政
令　第１３条第１項に該当）

その他
公募を実施（前後工事全体で競争性
を確保）

（株）大林組
595,140,000
（株）鴻池組
320,460,000

3298
三田共同溝大成・アイサワ特定建設
工事共同企業体

三田共同溝（その２）工事
門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成18年3月10日 367,500,000

本工事の施工に当たっては、前工事で使用した坑内レール設備、換気
設備等、施工に必要な大半の仮設備を使用し、かつ、当該仮設物の使
用時において、湿度、温度、施工荷重等の変動等の詳細な仕様を判断
することが、安全な構築物を構築し、施工の安全性を確保する上で必要
不可欠である。後工事の段階においては前工事の施工者以外は当該仮
設物の使用条件の判断の詳細を事実上知り得ない。以上のことから、
一貫した判断に基づき、安全なトンネルを施工できるのは、前工事の施
工業者に限られることから随意契約を締結することが も適切である。
（会計法　第２９条の３第４項、国の物品等又は特定役務の調達手続き
の特例を定める政令　第１３条第１項に該当）

その他
公募を実施（前後工事全体で競争性
を確保）

大成建設（株）
257,250,000
アイサワ工業
（株）
110,250,000

3299 （株）熊谷組 峡南道路附属物損傷復旧工事
廣瀬　昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年5月10日 2,835,098

道路附属物は安全で円滑な道路環境を確保するうえで早急な復旧が必
要となることから、損傷を発見した場合は道路維持工事で調査し適切な
対応を施した後に本工事で復旧を行うものであることから維持工事と直
接密接不可分な関係にあり他の者に履行させることは工期、経費の観
点から著しく不利である。（会計法第２９条の３第４項　予算決算及び会
計令第１０２条の４第四号イ）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

単価契約

3300 山英建設（株） 大月道路附属物損傷復旧工事
廣瀬　昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年5月10日 2,517,450

道路附属物は安全で円滑な道路環境を確保するうえで早急な復旧が必
要となることから、損傷を発見した場合は道路維持工事で調査し適切な
対応を施した後に本工事で復旧を行うものであることから維持工事と直
接密接不可分な関係にあり他の者に履行させることは工期、経費の観
点から著しく不利である。（会計法第２９条の３第４項　予算決算及び会
計令第１０２条の４第四号イ）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

単価契約

3301 タカムラ建設（株） 富士吉田道路附属物損傷復旧工事
廣瀬　昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年5月10日 1,945,066

道路附属物は安全で円滑な道路環境を確保するうえで早急な復旧が必
要となることから、損傷を発見した場合は道路維持工事で調査し適切な
対応を施した後に本工事で復旧を行うものであることから維持工事と直
接密接不可分な関係にあり他の者に履行させることは工期、経費の観
点から著しく不利である。（会計法第２９条の３第４項　予算決算及び会
計令第１０２条の４第四号イ）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

単価契約
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3302 （株）高山工業所 古屋敷洞門（その４）工事
廣瀬　昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年4月27日 146,475,000

本工事の施工区間は異常気象時の事前通行規制区間に位置し、早期
に対策が必要なことから、古屋敷洞門（その２）工事を鋭意施工していた
が、平成１６年１０月の台風２１号及び秋雨前線豪雨により、基礎工事施
工時に山側法面崩落による被災が発生し、その処置に時間を要した為
工事を打ち切り竣工している。又、片側交互通行規制実施注であるこ
と。さらに古屋敷洞門（その２）工事で施工した山側受台と当該工事の
桁、クッション材が一体の構造部として完成して、初めて機能を発揮する
ので「密接不可分」の関係にあるため、一貫した施工が技術的に必要と
なる工事である。左記業者は、昨年度に於いて、当該区間の山側受台
及び桁製作を行って、当該地区の地理的及び地質的状況、洞門構造等
を適格に把握しており、早期に現場着手ができ、早期完工に対応できる
業者である。以上の理由により、緊急の必要により競争に付すことがで
きないため、随意契約を行うものである。（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3303 日本道路建装（株） 大和道路附属物損傷復旧工事
廣瀬　昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年5月10日 1,838,136

道路附属物は安全で円滑な道路環境を確保するうえで早急な復旧が必
要となることから、損傷を発見した場合は道路維持工事で調査し適切な
対応を施した後に本工事で復旧を行うものであることから維持工事と直
接密接不可分な関係にあり他の者に履行させることは工期、経費の観
点から著しく不利である。（会計法第２９条の３第４項　予算決算及び会
計令第１０２条の４第四号イ）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

単価契約

3304 （株）早野組 甲府道路附属物損傷復旧工事
廣瀬　昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年5月10日 7,357,353

道路附属物は安全で円滑な道路環境を確保するうえで早急な復旧が必
要となることから、損傷を発見した場合は道路維持工事で調査し適切な
対応を施した後に本工事で復旧を行うものであることから維持工事と直
接密接不可分な関係にあり他の者に履行させることは工期、経費の観
点から著しく不利である。（会計法第２９条の３第４項　予算決算及び会
計令第１０２条の４第四号イ）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

単価契約

3305 （株）竹中道路 Ｈ１７　２０号道路附属物損傷復旧

森戸　義貴
関東地方整備局相武国道事務所
東京都八王子市大和田町四丁目3番
13号

平成17年8月24日 6,853,081
損傷復旧作業を維持的な作業と一体となって迅速かつ的確に実施しな
ければならないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

単価契約

3306 世紀東急工業（株） Ｈ１７　１６号道路附属物損傷復旧

森戸　義貴
関東地方整備局相武国道事務所
東京都八王子市大和田町四丁目3番
13号

平成17年8月24日 10,948,772
損傷復旧作業を維持的な作業と一体となって迅速かつ的確に実施しな
ければならないため。（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

単価契約

3307 平林建設（株） Ｈ１７雲根防災工事

剣持貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰145

平成17年6月13日 82,845,000

本工事は、平成１６年１０月に発生した法面崩落災害に伴う防災工事で
ある。今後の梅雨及び台風の到来を控え、道路利用者の安全確保のた
め、緊急に工事を実施する必要がある。現地状況及び地質条件等に精
通しており、緊急性を求められている本工事の目的を理解し、遅滞なく、
かつ安全に工事を円滑に遂行できると判断したため　（会計法第29条の
3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3308 平林建設（株） Ｈ１７雲根防災その２工事

剣持貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰145

平成18年3月17日 26,250,000

本工事は、平成１６年１０月に発生した法面崩落災害に伴う防災工事で
ある。今後の梅雨及び台風の到来を控え、道路利用者の安全確保のた
め、緊急に工事を実施する必要がある。現地状況及び地質条件等に精
通しており、緊急性を求められている本工事の目的を理解し、遅滞なく、
かつ安全に工事を円滑に遂行できると判断したため（会計法第29条の3
第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3309 ㈱建設技術研究所 H17栃木地域道路行政資料作成業務
久保田勉
関東地方整備局宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年12月26日 17,482,500
一昨年標準ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式に基づく特定されていて、その業務計画指針
データの結果を踏まえて業務計画等をとりまとめるため
（会計法第２９条の３第４号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3310 ㈱建設技術研究所 交通渋滞対策検討業務
久保田勉
関東地方整備局宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年6月15日 16,485,000

一昨年標準ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式に基づく特定されていて、その渋滞対策デー
タの結果を踏まえて交通の特性・混雑要因・交差点構造の質・地域特性
をとりまとめるため
（会計法第２９条の３第４号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3311 ㈱地域交流ｾﾝﾀｰ企画 H17北関東地域連携推進業務
久保田勉
関東地方整備局宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町504

平成18年2月2日 15,330,000
北関東交流会の事務局を行っていて北関東の地域連携の活動に精通
しているため
（会計法第２９条の３第４号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

3312 三展ﾐﾈｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ H17技術資料ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化業務委託
久保田勉
関東地方整備局宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年4月1日 28,560,000
一昨年標準ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式に基づく特定されていて、その文書管理ｼｽﾃ
ﾑを踏まえて文書の整理・検索・閲覧等をとりまとめるため
（会計法第２９条の３第４号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）
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3313 ㈱ﾚｰﾓﾝﾄﾞ設計事務所
山梨県警察学校生徒寮平成17年度設
計その2業務

渡辺和足
関東地方整備局営繕部
さいたま市中央区新都心2-1

平成17年5月23日 2,100,000

本件建築物の設計は、プロポーザル方式で特定した同社と随意契約し
ている。
本業務は、当該設計について、設計者以外に知り得ない情報である設
計意図を工事請負者等に伝達するものであるため、同社と随意契約す
るものである。(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3314 ㈱安井建築設計事務所
埼玉県警察学校生徒寮平成17年度設
計その2業務

渡辺和足
関東地方整備局営繕部
さいたま市中央区新都心2-1

平成17年5月19日 945,000

本件建築物の設計は、プロポーザル方式で特定した同社と随意契約し
ている。
本業務は、当該設計について、設計者以外に知り得ない情報である設
計意図を工事請負者等に伝達するものであるため、同社と随意契約す
るものである。(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3315 ㈱安藤忠雄建築研究所 横浜地方気象台実施設計業務
渡辺和足
関東地方整備局営繕部
さいたま市中央区新都心2-1

平成17年5月23日 26,565,000

当初の設計業務は、プロポーザル方式で特定した同社と随意契約して
いる。本業務は、特定した者の知的財産である技術提案を具体化する
ための一連の設計行為の一部であるため、当初の設計業務を遂行した
同社と随意契約するものである。(会計法第２９条の３第４項、予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3316 ㈱浦野設計
福生法務出張所平成17年度設計その
2業務

渡辺和足
関東地方整備局営繕部
さいたま市中央区新都心2-1

平成17年6月2日 2,047,500

本件建築物の設計は、プロポーザル方式で特定した同社と随意契約し
ている。
本業務は、当該設計について、設計者以外に知り得ない情報である設
計意図を工事請負者等に伝達するものであるため、同社と随意契約す
るものである。(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3317 ㈱教育施設研究所
栃木県警察学校本館平成17年度設計
その2業務

渡辺和足
関東地方整備局営繕部
さいたま市中央区新都心2-1

平成17年6月22日 1,365,000

本件建築物の設計は、プロポーザル方式で特定した同社と随意契約し
ている。
本業務は、当該設計について、設計者以外に知り得ない情報である設
計意図を工事請負者等に伝達するものであるため、同社と随意契約す
るものである。(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3318 ㈱昭和設計
茨城労働総合庁舎(仮称)平成17年度
設計その2業務

渡辺和足
関東地方整備局営繕部
さいたま市中央区新都心2-1

平成17年5月25日 1,995,000

本件建築物の設計は、プロポーザル方式で特定した同社と随意契約し
ている。
本業務は、当該設計について、設計者以外に知り得ない情報である設
計意図を工事請負者等に伝達するものであるため、同社と随意契約す
るものである。(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3319 ㈱昭和設計
千葉地方検察庁分庁舎増築棟設計そ
の2業務

門松武
関東地方整備局営繕部
さいたま市中央区新都心2-1

平成18年2月27日 1,680,000

本件建築物の設計は、プロポーザル方式で特定した同社と随意契約し
ている。
本業務は、当該設計について、設計者以外に知り得ない情報である設
計意図を工事請負者等に伝達するものであるため、同社と随意契約す
るものである。(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3320 ㈱松田平田設計
下館地方合同庁舎平成17年度設計そ
の2業務

渡辺和足
関東地方整備局営繕部
さいたま市中央区新都心2-1

平成17年4月26日 2,205,000

本件建築物の設計は、プロポーザル方式で特定した同社と随意契約し
ている。
本業務は、当該設計について、設計者以外に知り得ない情報である設
計意図を工事請負者等に伝達するものであるため、同社と随意契約す
るものである。(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3321 ㈱松田平田設計
警視庁第三機動隊庁舎平成17年度設
計その2業務

渡辺和足
関東地方整備局営繕部
さいたま市中央区新都心2-1

平成17年5月23日 2,415,000

本件建築物の設計は、プロポーザル方式で特定した同社と随意契約し
ている。
本業務は、当該設計について、設計者以外に知り得ない情報である設
計意図を工事請負者等に伝達するものであるため、同社と随意契約す
るものである。(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3322 ㈱松田平田設計
成田空港合同庁舎増築棟平成17年度
設計その2業務

渡辺和足
関東地方整備局営繕部
さいたま市中央区新都心2-1

平成17年5月13日 2,625,000

本件建築物の設計は、プロポーザル方式で特定した同社と随意契約し
ている。
本業務は、当該設計について、設計者以外に知り得ない情報である設
計意図を工事請負者等に伝達するものであるため、同社と随意契約す
るものである。(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）
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3323 ㈱都市環境設計
相模自動車検査事務所検査上家設計
その2業務

門松武
関東地方整備局営繕部
さいたま市中央区新都心2-1

平成17年10月21日 945,000

本件建築物の設計は、プロポーザル方式で特定した同社と随意契約し
ている。
本業務は、当該設計について、設計者以外に知り得ない情報である設
計意図を工事請負者等に伝達するものであるため、同社と随意契約す
るものである。(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3324 ㈱都市環境設計
相模自動車検査事務所検査上家平成
17年度設計業務

渡辺和足
関東地方整備局営繕部
さいたま市中央区新都心2-1

平成17年8月1日 2,310,000

当初の設計業務は、プロポーザル方式で特定した同社と随意契約して
いる。本業務は、特定した者の知的財産である技術提案を具体化する
ための一連の設計行為の一部であるため、当初の設計業務を遂行した
同社と随意契約するものである。(会計法第２９条の３第４項、予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3325 ㈱日建設計
防災拠点有明の丘地区本部施設棟
(仮称)外1件実施設計業務

渡辺和足
関東地方整備局営繕部
さいたま市中央区新都心2-1

平成17年7月8日 152,775,000

当初の設計業務は、プロポーザル方式で特定した同社と随意契約して
いる。本業務は、特定した者の知的財産である技術提案を具体化する
ための一連の設計行為の一部であるため、当初の設計業務を遂行した
同社と随意契約するものである。(会計法第２９条の３第４項、予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3326 ㈱柳澤孝彦ﾀｯｸ建築研究所
高松宮記念ﾊﾝｾﾝ病資料館増築棟その
他平成17年度設計その2業務

門松武
関東地方整備局営繕部
さいたま市中央区新都心2-1

平成17年11月22日 2,100,000

本件建築物の設計は、プロポーザル方式で特定した同社と随意契約し
ている。
本業務は、当該設計について、設計者以外に知り得ない情報である設
計意図を工事請負者等に伝達するものであるため、同社と随意契約す
るものである。(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3327 (財)日本ｼｽﾃﾑ開発研究所
H17神奈川県内における業績計画書
等検討業務

大寺伸行
関東地方整備局横浜国道事務所
横浜市神奈川区三ﾂ沢西町13番2号

平成17年7月1日 34,125,000

我が国の経済・社会が要求する国家的課題や県民ニーズへの対応力、
さらに効率的な道路整備方策の検討や整備効果の把握に関する専門
知識や経験を有し、達成度報告書及び業績計画書策定に必要な情報を
収集できる体制が整備されていることにより総合的な検討を行うことが
可能であため。（会計法第29条の3第4項）（予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１８年度以降
実施予定）

3328 ㈱岩根研究所
平成17年度横浜国道管内道路現況ﾋﾞ
ﾃﾞｵｼｽﾃﾑ改良業務

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
横浜市神奈川区三ﾂ沢西町13番2号

平成17年8月9日 73,605,000

本業務の遂行にあたっては、「道路現況ビデオシステム」を稼働させる
「道路・河川等の現況ビデオ検索装置」の特許（特許第309913号）を有
し、また合理的・効率的に道路現況を把握するのに必要な「360度全周
撮影映像の三次元化映像技術」及び当該技術に関する高度な専門技
術を有している必要があり、「道路・河川等の現況ビデオ検索装置」の特
許及び「360度全周撮影映像の三次元化映像技術（特許申請中）」を有
しているため。（会計法第29条の3第4項）（予決令第102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3329 ㈱二葉補償ﾘｻｰﾁ 照応建物算定業務
大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
横浜市神奈川区三ﾂ沢西町13番2号

平成17年7月4日 630,000
過去調査業務を行った業者のため、関係者と面識があり、信頼を得てい
ることから、速やかな業務の遂行が可能なため。（会計法第29条の3第4
項）（予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より移行）

3330 協立測量㈱
横浜湘南道路用地調査等業務(17の
2)

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
横浜市神奈川区三ﾂ沢西町13番2号

平成18年3月9日 913,500
再調査を行うに当たり守秘義務を理由に関係者から過去の調査した業
者のみ可能としたため。（会計法第29条の3第4項）（予決令第102条の4
第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より移行）

3331 神奈川調査設計㈱ 原宿交差点改良移転工法算定業務
大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
横浜市神奈川区三ﾂ沢西町13番2号

平成17年7月14日 1,627,500
過去調査業務を行った業者のため、関係者と面識があり、信頼を得てい
ることから、速やかな業務の遂行が可能なため。（会計法第29条の3第4
項）（予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より移行）

3332 中央建鉄㈱
伊勢佐木地下駐車場･共同溝用地補
償算定業務

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
横浜市神奈川区三ﾂ沢西町13番2号

平成17年7月4日 1,260,000
三社の競争入札により決定した。（会計法第29条の3第5項）（予決令第
99条第7号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より移行）

3333 平和ﾌｨｰﾙﾄﾞ㈱ 横浜湘南道路物件調査等(17の1)
大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
横浜市神奈川区三ﾂ沢西町13番2号

平成18年3月22日 787,500
再調査を行うに当たり守秘義務を理由に関係者から過去の調査した業
者のみ可能としたため。（会計法第29条の3第4項）（予決令第102条の4
第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より移行）
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3334 中央技術㈱ 平成17年度鬼怒川河道形成検討業務

吉田高樹
関東地方整備局
下館河川事務所
茨城県筑西市二木成1753

平成17年6月21日 22,575,000

鬼怒川における河道形成機構及び河道安定化対策の検討を平成１７年
度まで行うことを条件に、標準プロポーザルの業務発注方式で実施した
ものであり、河道システムの検討、鋭角水衝流の形成過程とその要因に
関する調査検討において業務内容を満足する優れた成果を作成してい
る。本業務は対策検討を実施するものであり、一体不可分のものである
ことから随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項（予算及び
会計令第１０２条の４第３号）の規定に基づき）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3335 (財)理工学振興会
平成17年度霞ヶ浦汚濁負荷流入特性
検討業務

唐澤仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所
茨城県潮来市潮来3510

平成17年8月19日 6,195,000
確立されていない手法を用いることから、現地を熟知し大学と産業界と
連携を有し、解析手法に精通しているため（会計法29条の３第４項に該
当）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（公募型プロポーザル方式に移行す
ることで検討）

3336 ㈱建設環境研究所
平成17年度霞ヶ浦環境情報整理分析
検討業務

唐澤仁士
霞ヶ浦河川事務所
茨城県潮来市潮来3510

平成17年8月2日 57,015,000

本業務は、河川整備計画の検討に必要な霞ヶ浦の環境情報の整備を
目的に、霞ヶ浦の湖沼環境の変遷に関する情報の整理分析を行い、
「霞ヶ浦河川水辺総括資料」及び「河川環境検討シート」の作成を行うも
のである。検討にあたっては、平成１６年度即日プロポーサル方式に
よって上記業者に特定したものである。本業務は、過年度実施業務に直
接関連する業務であり、平成１６年度関連業務においても確実に、円滑
に遂行したことから、平成１７年度業務を実施するにあたり、十分な技術
力を有している唯一の業者と判断する。よって、会計法第２９条の３第４
項（予決令第１０２条の４第３号）に基づき上記業者と随意契約を締結す
るものである。

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（公募型プロポーザル方式に移行す
ることで検討）

　

3337 ㈱建設技術研究所 霞ヶ浦水質改善手法検討業務
唐澤仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所
茨城県潮来市潮来3510

平成17年8月24日 44,520,000
平成16年にプロポーザル方式で特定したが、過年度業務と関連性が大
きいため。（会計法29条の３第４項に該当）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（公募型プロポーザル方式に移行す
ることで検討）

3338 ㈱日水ｺﾝ
湖内湖植生浄化施設事後調査検討業
務

唐澤仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所
茨城県潮来市潮来3510

平成17年8月23日 26,775,000
平成1４年にプロポーザル方式で特定したが、過年度業務と関連性が大
きいため。（会計法29条の３第４項に該当）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（公募型プロポーザル方式に移行す
ることで検討）

3339 国際航業㈱ 霞ヶ浦河川GIS改良業務
唐澤仁士
霞ヶ浦河川事務所
茨城県潮来市潮来3510

平成18年3月8日 7,350,000

本業務は、既存の河川ＧＩＳシステムの改良を行うとともに、各種データ
について世界測地系へ対応するためのデータの変換・作成を行うもので
ある。現在、当事務所内で稼働している河川ＧＩＳシステムは、平成１２年
度にプロポーザルにより上記業者を特定し構築されたものであり、本業
務におけるソフトウェアの改良及び追加開発は、システムを構築した業
者以外には不可能である。また、本業務におけるデータの座標変換に
関しては、既存システムへの組み込み作業及び座標系変更に伴う既存
システムの改修が必要であるが、既存のシステムを改良することができ
るのは、上記業者以外に考えられない。よって、「会計法第２９条の３第
４項」及び「予算決算及び会計令第１０２条の４第３号」に基づき，上記法
人と随意契約を締結するものである。

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（公募型プロポーザル方式に移行す
ることで検討）

　

3340 ｴﾇｴｽ環境㈱
那珂導水路区分地上権検索ｼｽﾃﾑ作成
業務

羽鳥耕一
関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務
所
茨城県土浦市下高津2-1-3

平成18年3月24日 19,740,000

H15年度に本システムを標準プロポにて構築し、今回は、そのシステム
を一部追加改良したい。本システムの内容を熟知・精通していることと、
システムに関する著作者人格権の同一保持権を有することから、これら
を有する者は他にいないから。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び
会計令１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3341 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 那珂樋管修正設計業務

羽鳥耕一
関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務
所
茨城県土浦市下高津2-1-3

平成18年3月22日 14,175,000

本業務は、H15年度に実施した「那珂樋管詳細設計業務」の修正設計を
行うもので、修正に際しては、今年度実施した「那珂樋管迷入防止施設
他設計業務」の検討結果に基づき修正設計を行う必要があり、当該業
者は上記２業務を実施した業者であり、本業務を円滑かつ的確に遂行
できる唯一の業者である。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会
計令１０２条の４第４号（イ））

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3342 ㈱建設技術研究所 H17霞ｹ浦導水事業水質検討業務

羽鳥耕一
関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務
所
茨城県土浦市下高津2-1-3

平成17年9月16日 51,240,000

H16年度に構築した水質シミュレーションモデルに今年度新たに一部改
良して精度向上を図ることから、モデルの考え方に精通しており、データ
ベース及びプログラムは著作権を有していることから、これらを有する者
は他にいないから。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令１０
２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）
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3343 日本ｼﾋﾞｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 水戸覆工計測等業務

羽鳥耕一
関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務
所
茨城県土浦市下高津2-1-3

平成18年3月23日 30,450,000

今年度実施した「水戸トンネル状況等検討業」で策定した計測計画に基
づき、既に設置した計測機器との接続調整及び一体とした計測機器管
理を行う必要がある。当該業者は、「水戸トンネル状況等検討業」を実施
した業者であり、本業務を円滑かつ的確に遂行できる唯一の業者である
ため。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令１０２条の４第４
号（イ））

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3344 ㈱ﾄﾞｰｺﾝ
平成17年度災害対策支援ｼｽﾃﾑ改良業
務

渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成18年1月26日 8,925,000
本システムの開発者で、緊急的に対応が可能な技術者を多数有するこ
とから、唯一の契約対象者であるため。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１９年
度より移行予定）

3345 ㈱建設環境研究所
平成17年度水質事故対策支援ｼｽﾃﾑ改
良業務

渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成17年11月21日 17,115,000
本システムの開発者で、プログラムのソースコードに著作権を有すること
から、唯一の契約対象者であるため。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（公募型プロポーザル方式に移行す
ることで検討）

3346 朝日航洋㈱
平成17年度松戸飛行場外離着陸場申
請業務

渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成18年3月16日 1,890,000
関東地方整備局が発注した航空機「あおぞら号」の運行業務を受託して
いることから、申請できる唯一の契約対象者であるため。（会計法第29
条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3347 (社)全国産業廃棄物連合会 建設混合廃棄物の組成分析調査業務
門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年9月21日 9,712,500

本業務の実施にあたっては、建設混合廃棄物の分別・分析という特殊な
業務であることからその実績と、建設廃棄物の処理に関する十分な知見
を有していることが求められる。また、本業務の内容が新たな建設混合
廃棄物処理に係る施策的課題に関するものであり、このシステムが構築
された際には、新たな業種等が生まれることが予測されるため、システ
ムの検討・調査段階での情報の流出は、利害に影響することから、公
平・中立及び情報管理能力が強く求められ、公的機関による実施が不
可欠である。社団法人全国産業廃棄物連合会は、産業廃棄物処理業者
の経営の近代化、適正処理技術の研究、研鑽等に係る事業を行うこと
により、産業廃棄物の適正処理を推進し、もって国民の生活環境の保全
と公衆衛生の向上を目的として作られた法人であり、公平・中立な立場
をもって産業廃棄物の処理状況に関する調査研究、資料の収集、情報
の提供等を実施していることから、産業廃棄物の処理に関する十分な知
見を有している。また、平成１４年には、社団法人建築業協会と共同で
実施した「建築系混合廃棄物の組成及び原単位調査業務」において、建
築系新築工事を対象とした建設混合廃棄物の分別・分析を実施した実
績を有しており、本業務の目的達成のために 適な調査・分析を実施す
ることが可能である。したがって、上記法人は必要とされる要件を全て満
たし、実績から培ったノウハウを用いることにより本業務をもっとも円滑
に遂行することができる契約の相手方である。（会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3348 (社)日本ﾊﾞﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ協会 平成17年度設計VE手法普及支援業務

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年8月23日 31,048,500

本業務の実施にあたっては設計ＶＥに関して、正しい手法や基本手順な
どの講習実績を有し、豊富な情報収集能力と経験、十分な知識を有して
いることが必要である。
上記法人は、ＶＥ（バリュー・エンジニアリング）に関する調査・研究を行
い、ＶＥに関する理論・技法等の先端的な研究開発の推進、ＶＥ大会やＶ
Ｅセミナーの開催、企業や官公庁へのＶＥに関する理論・技法の普及や
技術支援、世界各国のＶＥ関連団体との情報交流等を実施するなど、そ
の成果の普及並びに実施を推進することにより企業経営等の効率化を
図るとともに、わが国産業の発展に寄与することを目的として設立され
た公益法人であり、国際公認バリュースペシャリストも多数所属してい
る。
また、平成１６年度に関東地方整備局の設計ＶＥ支援業務を受託し、職
員による設計ＶＥの実践をはじめ技術力向上に成果をあげた実績を有し
ている。
以上のことにより、本業務の目的を達成するうえで設計ＶＥについての
専門的知識・経験及び高度な技術力を有する者であり、かつ、中立性、
公平性を備えた唯一の機関である。
（会計法・・・第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１８年度以降
実施予定）

3349 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ防災情報掲示板検討業務

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年8月18日 12,022,500

当該掲示板の設計、稼働検証に携わり、著作者人格権の同一性保持権
（著作権法第２０条第１項）を有していると共に、掲示板システムの改良
にあたっては優れた技術と豊富な知識を駆使して成果を上げた実績が
あり、同システムの内容を熟知し、本検討業務における的確な対応とシ
ステムの安定性が確保できる唯一の履行業者であるため
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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3350 応用技術㈱ 技術情報ﾃﾞｰﾀ検索ｼｽﾃﾑ機能向上業務

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年8月25日 12,810,000

平成１４年度から本業務の基礎となる本システムの開発とその改良に携
わり、著作者人格権の同一性保持権（著作権法第２０条第１項）を有して
いる。共に、それらの業務遂行に当たっては優れた技術と豊富な知識を
駆使して成果を上げた実績があり、本システムの内容を熟知し、様々な
トラブルに対応する事ができる唯一の業者である。
また、本システムは技術系職員の個人情報を一元的に管理する側面を
有するシステムであるため、職員の個人情報保護の観点から、本システ
ム取り扱い経験があり情報の守秘についても実績のある上記業者が本
業務を実施する事が適正である。
（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

3351 ㈱ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ ﾘﾓｰﾄｱｸｾｽ実証検討業務
門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成18年1月17日 7,665,000

本業務はインターネットによる外部アクセスにおけるセキュリティー確保
の方策として、ファイアーウォールが有すべき機能について、実証実験
を通して検討するものである。平成１３年１月６日付国土交通省訓令第７
４号国土交通省行政情報システム管理運営規則の規定に基づき設置し
ているファイアーウォールの認証設定・調整・常時監視及び監視結果の
解析が必要となる。これらファイアーウォールの運用に関しては、本業者
と請負契約を締結して実施しているところであり、実証実験を行うにあ
たっては、既存の侵入検知の認証方法を変更しなければならない。この
認証方法は、その性格上、他社に公開することは出来ないため、本業務
を実施できる業者は、当該業者以外にはない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3352 ㈱東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 関東広域情報ﾈｯﾄ整備運用検討業務

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年10月26日 8,295,000

平成１６年度に簡易公募型プロポーザル方式において、平成１６年度か
ら平成１７年度までの２カ年で検討を行うことを前提として公募し、もっと
も技術的に優れた業者として株式会社東京建設コンサルタンツが選定さ
れ、平成１６年度業務については良好な成果が得られており、平成１７年
度業務を効率的かつ的確に履行し得る唯一の契約対象機関であるため
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

3353 日本工営㈱
平成17年度東京湾流域別下水道整備
総合計画検討業務

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年7月28日 29,190,000

「東京湾流域別下水道整備総合計画」の見直しに当たり、平成１６年度
に簡易公募型プロポーザル方式において、平成１６年度から平成１８年
度までの３ヶ年で検討を行うことを前提として公示し、 も技術的に優れ
た業者として日本工営株式会社が選定され、平成１６年度業務について
は良好な成果が得られたところである。上記業者は、平成１６年度業務
において、関係都県の「東京湾流域別下水道整備総合計画」に関する
計画及び経緯を熟知するとともに、東京湾内の汚濁解析モデルを検討
し、既存のデータで検証を行ったところである。平成１７年度業務では、
前年度に構築した汚濁解析モデルに、計画上の現況データ及び将来予
測データを適用し、許容負荷量の算定を行うこととしている。上記業者
は、当該モデルの詳細に熟知し、効率的かつ的確に本業務を履行し得
る唯一の契約対象機関であるため、当該業者との随意契約を行うもの
である。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3354
ｱｲﾄﾞｰﾙｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ㈱東京都杉並区梅
里1-7-7

H17川俣ﾀﾞﾑ岩盤計測管理ｼｽﾃﾑ解析構
築業務

石井正夫
関東地方整備局鬼怒川ﾀﾞﾑ統合管理
事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地14-3

平成17年8月30日 5,040,000

岩盤PS工の変位等挙動計測しているデータを収集解析し、PS工破断前
の管理・予測システムの構築を図り、今後の管理指針、異状時危機管
理指針の作成を行うため、平成１５年度に「計測計画の立案」、「データ
通信・保存設備の詳細設計」、「データの解析計画の立案」に対する技
術提案が他社より優位であった者をの標準プロポーザル方式に基づく
建設コンサルタント等の選定・特定手続きにより特定されている。（会計
法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3355
ｱｲﾄﾞｰﾙｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ㈱東京都杉並区梅
里1-7-7

五十里ﾀﾞﾑ濁水対策検討設計業務

石井正夫
関東地方整備局鬼怒川ﾀﾞﾑ統合管理
事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地14-3

平成17年12月26日 34,965,000

シミュレーションモデル及び基本的対策案に基づき、施設設計及び事業
費を算定する事を目的であり、平成１６年度の標準プロポーザル方式に
基づく建設コンサルタント等の選定・特定手続きにより特定されている。
（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3356 ㈱ｺﾙﾊﾞｯｸ東京都文京区湯島3-31-3
平成17年度鬼怒川上流ﾀﾞﾑ群洪水予
測ｼｽﾃﾑ改良業務

石井正夫
関東地方整備局鬼怒川ﾀﾞﾑ統合管理
事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地14-3

平成17年8月23日 8,767,500
現行の洪水予測ｼｽﾃﾑの改良を行うものであるが、特定業者独自のｼｽﾃ
ﾑである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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3357
㈱建設環境研究所東京都豊島区東池
袋2-23-2

平成17年度鬼怒川上流ﾀﾞﾑ群容量再
配分検討業務

石井正夫
関東地方整備局鬼怒川ﾀﾞﾑ統合管理
事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地14-3

平成17年6月24日 20,842,500
鬼怒川上流ダム群の有効なダム運用及び鬼怒川上流部の正常流量の
検討を行うものであり、平成16年度の標準ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式に基づき特定
されている。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3358
㈱建設技術研究所東京都中央区日本
橋浜町3-21-1

平成17年度川治ﾀﾞﾑ水質保全対策施
設運用方法検討業務

石井正夫
関東地方整備局鬼怒川ﾀﾞﾑ統合管理
事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地14-3

平成17年6月27日 36,645,000
水質保全対策施設の 適な運用ルールの提案及び操作要領を作成す
るものであり、平成16年度の標準ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式に基づき特定されてい
る。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3359
財)中央温泉研究所東京都豊島区高
田3-42-10

平成17年度川治温泉湧出状況調査業
務

石井正夫
関東地方整備局鬼怒川ﾀﾞﾑ統合管理
事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地14-3

平成17年8月25日 5,302,500

温泉法施行規則に基づく環境省の指定分析機関であり、かつ川治温泉
の特性、温泉源の利用実態を熟知していることから円滑かつ的確に遂
行できる唯一の機関である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２
条の４第３号）

その他
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（公募を実施することで検討）

3360
財)栃木県環境技術協会栃木県河内
郡河内町下岡本2145-13

平成17年度鳥類生態調査検討業務

石井正夫
関東地方整備局鬼怒川ﾀﾞﾑ統合管理
事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地14-3

平成17年4月7日 20,212,500

調査流域の自然環境、猛禽類及び生態系に熟知し、現地観察調査に関
する豊富な経験を自然保護行政面の幅広い知識を有していることが、今
後の猛禽類の保護・保全の基礎データの収集並びに検討に必要であ
る。特定業者は、良好な環境保全のため、調査・研究・技術開発等を目
的に設立され関係行政機関・学識経験者と幅広く専門分野を有機的に
関連させられる唯一のものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（公募を実施することで検討）

3361
三展ﾐﾈｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱茨城県土浦市田中
町3-8-5

平成17年度技術資料等整理業務委託

石井正夫
関東地方整備局鬼怒川ﾀﾞﾑ統合管理
事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地14-3

平成17年7月15日 37,905,000

平成１６年度に特定テーマ「保有資料及び情報の検索システムとデータ
ベース化」及び「保有資料の効果的な保管方法」並びに「新規発生資料
の登録及びデータの管理方法」に対する技術提案が他社より優位で
あった者を特定されている。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２
条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3362 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 相模川水系土砂動態解析検討業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年11月10日 25,935,000

本業務は、相模川の上流からダム、河道及び河口海岸域までを一貫し
た流砂系として捉え、土砂動態を定量的に評価することにより適切な土
砂移動（管理）を踏まえた総合的な河道計画を検討する必要があり、河
道と河口海岸域における土砂動態解析・検討は一体不可分である。当
該業者は、平成17年度相模川水系河道計画等検討業務を標準プロ
ポーザル方式により受注した業者であり、直接関連する河道の土砂動
態の解析に関する業務を遂行中であり、本業務の目的を適切かつ効率
的にできる唯一の業者であることから、特命随意契約により契約したも
のである。（会計法第２９条の３第４項、特例政令に該当）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１８年度以降
実施予定）

3363 ㈱建設技術研究所
平成17年度多摩川水系河川整備計画
実施状況等整理検討業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年5月31日 25,725,000

本業務は、前年度業務で実施した平成15年度実施事業、平成16年度実
施及び予定事業の取りまとめを踏まえ、フォローアップレポートを作成す
るものであること、並びに法定計画である多摩川水系河川整備計画の
フォローアップレポート作成が全国的にも新たな取り組みであり実績が
ないことなどから、適切かつ効率的に業務を執行できる唯一の業者は前
年度プロポーザル方式により特定した業者しかいないことから、特命随
意契約により契約したものである。（会計法第２９条の３第４項、特例政
令に該当）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１８年度以降
実施予定）

3364 財)進化生物学研究所
平成17年度鶴見川希少生物飼育生活
史調査業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年10月17日 3,596,145

本業務を実施するにあたっては、河川生態系に関する高度な知識・経験
を有していることはもとより、ヨコハマナガゴミムシの生活史という未だ解
明されていない内容を把握するにあたり、当貴重種自体を飼育し実験対
象として取り扱うため、昆虫の生態に精通していることが不可欠である。
進化生物研究所は、進化生物学に関する総合的な調査研究を行い、そ
の成果をはかり、もって我国の学術の振興に資することを目的として設
立された公益法人であり、生物の変異、分化および進化に関する基礎
研究や現地調査の実施により、研究に必要な動植物の飼育、栽培およ
びに管理ならびに研究資料の収集、整理及び保存を主として行っている
ほか、「鶴見川希少生物生態・保全対策勉強会」のメンバーであるととも
にヨコハマナガゴミムシの飼育技術の解明に取り組んでいるなど、本業
務を遂行するに必要かつ十分な技術的蓄積を有している唯一の機関で
あるため。（会計法第29条の3第4項）

その他
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（公募を実施することで検討）
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3365 日本建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 多摩川水系河道管理計画検討業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年4月26日 39,270,000

本業務は、多摩川の河道管理について、昨年度実施した多摩川水系河
道管理検討業務において得られた多摩川水系における河道管理方策に
基づいて、今後の河道管理のあり方について検討するものである。多摩
川では、活発な市民活動が行われており、これらを検討するためには的
確に市民等の要望を踏まえるとともに、首都圏における貴重な河川環境
を活かした検討が求められる。当該業者は、これまでも多摩川の河道計
画に関する検討を数多く実施し、多摩川の河道管理に係る内容に精通
していることから、本業務を適切かつ効率的に執行できる唯一の業者で
あるため、特命随意契約により契約したものである。（会計法第２９条の
３第４項、特例政令に該当）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１８年度以降
実施予定）

3366 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 江戸川河川GIS改良検討業務
高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成18年1月19日 14,700,000

過年度実施した同種業務の契約において、複数年での検討を前提とし
た標準プロポーザル方式により、当該業者による「河川ＧＩＳシステム改
良検討」に関する技術提案が特定され、当該業者が選定された。今年度
は検討の 終年にあたり、当該業者との契約以外、所期の成果が期待
できないため。（会計法２９条の３第４項、予算決算及び会計令１０２条の
４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3367 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱
江戸川浸水想定区域内防災対策支援
業務

高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年10月5日 17,220,000

過年度実施した関連業務の契約において、複数年での検討を前提とし
た標準プロポーザル方式により、当該業者による「危機管理計画検討」
に関する技術提案が特定され、さらに「江戸川氾濫解析検討」が当該業
者によってとりまとめられた。今年度は検討の 終年にあたり、本業務
は過年度実施した業務と直接関連することから、当該業者との契約以
外、所期の成果が期待できないため。（会計法２９条の３第４項、予算決
算及び会計令１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3368 応用地質㈱
江戸川堤防強化対策関連調査検討業
務

高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年8月1日 52,237,500

過年度実施した同種業務の契約において、複数年での検討を前提とし
た標準プロポーザル方式により、当該業者による「信頼性の高い河川堤
防の強化対策」に関する技術提案が特定され、当該業者が選定された。
今年度は検討の 終年にあたり、当該業者との契約以外、所期の成果
が期待できないため。（会計法２９条の３第４項、予算決算及び会計令１
０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3369 ㈱建設環境研究所 H17江戸川･中川環境調査検討業務
高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年4月5日 33,862,500

前年度実施した同種業務の契約において、複数年での検討を前提とし
た標準プロポーザル方式により、当該業者による「ヒヌマイトトンボ飼育
舎の保全」と「八潮地区の河道掘削、ミディゲーション等の環境保全対
策」に関する技術提案が特定され、当該業者が選定された。今年度は検
討の 終年にあたり、当該業者との契約以外、所期の成果が期待でき
ないため。（会計法２９条の３第４項、予算決算及び会計令１０２条の４第
３号）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１９年度より実
施予定）

3370 ㈱建設技術研究所 平成17年度江戸川治水計画検討業務
高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年7月7日 16,800,000

過年度実施した同種業務の契約において、複数年での検討を前提とし
た標準プロポーザル方式により、当該業者による「江戸川への適切な流
量配分」に関する技術提案が特定され、当該業者が選定された。今年度
は検討の 終年にあたり、当該業者との契約以外、所期の成果が期待
できないため。（会計法２９条の３第４項、予算決算及び会計令１０２条の
４第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3371 ㈱東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 中川･綾瀬川治水計画検討業務
高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年5月16日 52,605,000

前年度実施した同種業務の契約において、複数年での検討を前提とし
た標準プロポーザル方式により、当該業者による「中川・綾瀬川領域に
おける浸水被害対策の総合的な推進のための諸検討」に関する技術提
案が特定され、当該業者が選定された。今年度は検討の 終年にあた
り、当該業者との契約以外、所期の成果が期待できないため。（会計法
２９条の３第４項、予算決算及び会計令１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3372 ㈱東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
中川･綾瀬川流域総合治水情報基盤
詳細検討業務

高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年11月7日 48,930,000

前年度実施した同種業務の契約において、複数年での検討を前提とし
た標準プロポーザル方式により、当該業者による「適切な情報伝達・提
供の迅速化」に関する技術提案が特定され、当該業者が選定された。今
年度は検討の 終年にあたり、当該業者との契約以外、所期の成果が
期待できないため。（会計法２９条の３第４項、予算決算及び会計令１０２
条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）
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3373 ㈱東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
平成17年度越谷浄化施設維持管理検
討業務

高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年11月1日 9,870,000

過年度実施した同種業務の契約において、複数年での検討を前提とし
た標準プロポーザル方式により、当該業者による「越谷浄化施設維持管
理検討」に関する技術提案が特定され、当該業者が選定された。今年度
は検討の 終年にあたり、当該業者との契約以外、所期の成果が期待
できないため。（会計法２９条の３第４項、予算決算及び会計令１０２条の
４第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3374 ㈱日水ｺﾝ
平成17年度江戸川流水保全水路事業
整理業務

高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年9月6日 16,590,000

過年度実施した関連業務の契約において、複数年での検討を前提とし
た標準プロポーザル方式により、当該業者による「現共用区間の保全水
路検討」に関する技術提案が特定され、さらに「既存水路を利用した全
体計画案」が当該業者によってとりまとめられた。今年度は検討の 終
年にあたり、本業務は過年度実施した業務と直接関連することから、当
該業者との契約以外、所期の成果が期待できないため。（会計法２９条
の３第４項、予算決算及び会計令１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3375 財)国際生態学ｾﾝﾀｰ 庄和排水機場法面緑化検討業務
高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年9月6日 9,870,000

当該財団は、本業務に必要とされる生態学を通じた環境保全・回復に関
する調査及び試験、研究を行っており、また、全国での実践的な活動を
通じて、様々な条件下での自然生態系の回復を目指した緑化や適正な
苗の育成管理についても豊富な経験を有しており、本業務を達成できる
唯一の機関であるため。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3376 財)埼玉県生態系保護協会
平成17年度綾瀬川流域ｴｺﾛｼﾞｶﾙﾈｯﾄﾜｰ
ｸ計画検討業務

高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年7月6日 24,990,000

当該財団は「埼玉県エコロジカル・ネットワーク計画に関する研究」を実
施しており、自然環境の保全・再生のための県内唯一の公益法人とし
て、埼玉県をフィールドに地域の市民や市民団体との密な連携を基盤と
した活動を２０年以上行ってきた実績を持つ。また、綾瀬川流域の現状
や地域団体の活動に精通していることから、当該財団以外に所期の目
的を達成することができないため。（会計法第29条の3第4項、予算決算
及び会計例102条の4第3項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3377 日本建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱
平成17年度江戸川治水整備計画検討
業務

高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年7月11日 24,465,000

過年度実施した同種業務の契約において、複数年での検討を前提とし
た標準プロポーザル方式により、当該業者による「河道の計画形状」に
関する技術提案が特定され、当該業者が選定された。今年度は検討の

終年にあたり、当該業者との契約以外、所期の成果が期待できない
ため。（会計法２９条の３第４項、予算決算及び会計令１０２条の４第３
号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3378 明治ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 中川堤防設計検討業務
高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年8月4日 52,290,000

前年度実施した同種業務の契約において、複数年での検討を前提とし
た標準プロポーザル方式により、当該業者による「堤防強化対策に係る
諸検討」に関する技術提案が特定され、当該業者が選定された。今年度
は検討の 終年にあたり、当該業者との契約以外、所期の成果が期待
できないため。（会計法２９条の３第４項、予算決算及び会計令１０２条の
４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3379 ㈱ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 平成17年度管内渋滞対策検討業務
廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年8月5日 17,010,000

管内渋滞対策マスタープランは、「平成１６年度管内渋滞対策検討業
務：標準プロポーザル」の技術提案に基づき策定されるものであったが、
異常気象（度重なる台風の襲来）により、プローブデータの収集が困難と
なった。本業務は平成１６年度業務の技術提案書に基づき、一貫的な調
査が必要不可欠であり、管内渋滞対策マスタープランの策定を完結する
ものである。㈱オリエンタルコンサルタンツは、管内渋滞対策マスタープ
ランを技術提案し、ヒアリング調査や現地診断を行っており、管内渋滞
対策マスタープランを熟知し、管内の交通状況に精通しており、本業務
を遂行するための用件を備えた唯一の契約対象機関である。
（会計法第２９条の３第４項予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3380 ㈱ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 平成17年度道路環境調査
廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年4月4日 45,202,500

本業務の遂行にあたっては、平成１６年度に標準プロポーザル方式によ
り契約機関を特定し、業務を履行しているところである。株式会社オリエ
ンタルコンサルタンツは、平成１６年度に本業務と同一業務内容に対す
る標準プロポーザル方式により も優れた技術提案を行った業者として
特定され、技術提案に基づき平成１６年度業務を履行しており、一貫的
な継続調査が必要不可欠な本業務を遂行するための用件を備えた唯一
の契約対象機関である。（会計法第２９条の３第４項予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）
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び住所

公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

3381 ㈱岩根研究所 平成17年度道路現況ﾋﾞﾃﾞｵ更新
廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成18年1月18日 39,700,500

本業務の遂行にあったっては、「道路現況ビデオシステム」を稼働させる
「道路・河川等の現況ビデオ検索装置」の特許を有している必要があり、
また、「３６０度全周撮影映像の三次元化映像技術」に関する高度な専
門知識を有している必要がある。本業者は、「道路・河川等の現況ビデ
オ検索装置」の特許を有するほか「３６０度全周撮影映像の三次元化映
像技術を有し本業務を行える唯一の契約対象機関である必要がある。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3382 日本建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 上石田道路予備設計その2
廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年6月2日 19,845,000

本業務の遂行にあたっては、平成１６年度に標準プロポーザル方式によ
り契約機関を特定し、業務を履行しているところである。
日本建設コンサルタント株式会社は、平成１６年度に本業務と同一業務
内容に対する標準プロポーザル方式により も優れた技術提案を行っ
た業者として特定され、技術提案に基づき平成１６年度業務を履行して
おり、一貫的な継続調査が必要不可欠な本業務を遂行するための要件
を備えた唯一の契約対象機関である。（会計法第２９条の３第４項予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3383 ㈱ﾏﾙﾀ設計
警視庁第三機動隊庁舎平成17年度工
事監理業務

徳田京誠
甲武営繕事務所
立川市緑町3567

平成17年6月15日 8,242,500

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

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3384 ㈱梓設計
福生法務出張所平成17年度工事監理
業務

徳田京誠
甲武営繕事務所
立川市緑町3567

平成17年7月12日 7,350,000

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

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3385 ｻﾝｺｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱
H17新砂地区自然再生詳細設計分割
修正業務

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成18年3月22日 315,000

平成１４年度に左記業者が実施した詳細設計について、設計条件等の
変更により分割発注する必要が生じたものであるが、施工場所付近の
干潟調査を実施しており、干潟についてゴカイなどの生態及び適正環境
等に関して十分な知識を有していると共に現場条件等にも精通してい
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3386 ㈱建設環境研究所
平成17年度荒川流域情報ﾈｯﾄﾜｰｸ整備
検討業務

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年12月19日 24,150,000

平成１６年度に実施した業務の成果をもとに、防災・危機管理で活用す
るための情報ネットワークの基盤整備検討を行うものであるが、ＣＧによ
る映像センサーシステムは左記業者が独自に開発したＣＧ手法によるも
のであるため競争に付することができない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１９年度より実
施予定）

3387 ㈱建設技術研究所
荒川下流部河道計画等諸元検討
(H17)業務

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年8月3日 56,175,000

過去に実施した業務の検討結果を踏まえ、荒川及び中川の合流特性の
検討や荒川上流部も含めた内水排水のあり方等の検討を行うため、左
記業者が所有するモデルを使用する必要があるとともに、前業務からの
継続的な視点が不可欠であるため、他との競争に付することはできな
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より公募を実施するこ
とで検討）

3388 ㈱建設技術研究所
平成17年度荒川下流部堤防強化対策
検討業務

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年8月3日 72,660,000

堤防強化対策工法の構造検討を速やかに実施するに当たり、平成１６
年度に標準プロポーザル方式により実施した業務の成果をもとに、解析
モデルの一部を修正し、試験施工に基づく対策断面を考慮した浸透流
解析を行うため、迅速かつ的確に業務を遂行するには前業務を実施し
た左記業者と契約する必要がある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3389 ㈱建設技術研究所
平成17年度荒川下流流量観測精度向
上検討業務

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年8月30日 24,675,000

平成１６年度までに実施した業務の検討結果に平成１７年度の実証実験
によるデータを追加し、流量観測の精度向上の検討を継続して遂行する
必要があり、また、観測精度の観点等において詳細な条件等を従来の
検討と統一を図る必要があることから、的確かつ迅速に実施するには、
平成１４年度に標準プロポーザル方式による業務を受注し、平成１６年
度までのデータを収集・検討している左記業者が適している。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）
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3390 ㈱地域交流ｾﾝﾀｰ企画
災害時の地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰにおける共助
のあり方検討業務

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成18年2月16日 4,830,000

左記業者は平成１５年度に内閣府が発注した防災に関する全国調査を
実施しており、また、防災など地域の安全確保のための活動を行ってい
る全国の地域団体等が参加しているまちづくりワークショップの事務局を
務めていることから、共助体制のあり方について検討するに当たり必要
となる、災害時における住民の周辺住民との関わり方についての意識を
十分に把握することが可能である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１９年度より実
施予定）

3391 ㈱東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
新河岸川流域整備計画等整理検討業
務

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年10月13日 19,509,000

本業務は、浸透能力の高低にばらつきがある新河岸川流域が対象とな
るため、浸透による流出抑制等の特殊性を考慮した面的整備による総
合治水対策について熟知していることと、新河岸川流域整備計画の治
水計画の内容及び策定過程等に精通していることが必要であるが、左
記業者は本業務に関連する検討業務を多く実施し、且つ新河岸川流域
総合治水対策協議会に係る
運営支援を担当していたことから業務を円滑に実施するためには他との
競争に付することができない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より公募を実施するこ
とで検討）

3392 ㈱東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
平成17年度荒川下流広報企画･運営
等業務

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年4月1日 34,734,000

当事務所が実施している個別広報活動の見学者・利用者等の意見等を
的確に把握し、効果的な広報活動・運営について検討するためには、前
年度に左記業者が企画した個別広報活動の見学者・利用者等の意見
等を情報共有化し、適正な広報活動の実施及び活動内容の向上を図る
ことができる仕組みが も合理的且つ効率的であるため、他との競争に
付すことはできない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１９年度より実
施予定）

3393 ㈱東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
平成17年度荒川下流氾濫解析精度向
上検討業務

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年10月21日 50,400,000

本業務の遂行に当たっては、平成１４年度に実施した「浸水想定区域総
合解析業務」等の成果である荒川下流域氾濫シミュレーションシステム
を改良し、荒川下流部の特徴を踏まえながら浸水エリアとその浸水深、
更に氾濫水の到達時間等について精度向上を図る必要があり、平成１
４年度に上記業務を受注した左記業者が円滑且つ的確に実施できる唯
一の業者である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より公募を実施するこ
とで検討）

3394 ㈱日本能率協会総合研究所 新河岸川総合治水展開業務
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年5月13日 23,940,000

新河岸川流域内で活動している市民団体等との連携強化を目的とし、
地域住民との間で「川づくり連絡会」を運営すると共に「新河岸川流域
フォーラム」を開催するものであるが、実施に当たっては平成１６年度実
施の「新河岸川総合治水展開業務」により立案された計画の内容及び
趣旨を的確且つ短期間に反映させることが必要不可欠であるため、平
成１５年度から上記業務に携わり地域住民及び関連市民団体との調整
経緯等も良く把握している左記業者が業務を円滑に実施できる唯一の
業者である。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3395 基礎地盤ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 中堤改築基本計画検討業務
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年12月21日 56,700,000

本業務の遂行に当たり、中堤の計画論、地盤の特殊性、工事施工の困
難性及び首都高速道路の建設に合わせ急速施工したことなどの過去の
経緯等に精通していることが必要不可欠であると共に、平成１６年度発
注の「中堤変動量調査検討業務」において実施した弾塑性圧密解析プ
ログラムを用いて本業務で調査予定の沈下量データを追加し、 新の
圧密沈下予測を実施する必要があることから、上記業務を実施した左記
業者が円滑且つ的確に本業務を実施できる唯一の業者である。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3396 基礎地盤ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱
平成17年度小松川地区高規格堤防修
正設計業務

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年6月3日 37,275,000

高規格堤防設計において、堤体安定解析及び動的変形解析における高
度な技術・手法を用い解析を実施するものであり、実施にあたっては検
討対象地区のモデルを保有し、当該地区の地盤特性や現地状況を熟知
していることが必要となるが、左記業者は「平成１５年度小松川３丁目地
区高規格堤防概略設計業務」を受注しており、地元調整に伴う条件変更
に速やかな解決が図れることから他との競争に付することなく、左記業
者と契約することが有利である。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3397 荒川ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝﾈｯﾄﾜｰｸ㈱
平成17年度CATV放送提供方策検討業
務

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年11月11日 34,159,650

荒川下流域沿川のケーブルテレビを活用し、荒川のライブ映像等を配信
し、当事務所の事業広報や防災情報等を効率的且つ効果的に配信する
ための方策を検討するものであるが、左記業者は当事務所と光ファイ
バーケーブルで接続し、荒川のライブ映像等を沿川の各ケーブルテレビ
局へ統括的に配信を行っており、当事務所の情報についての各ケーブ
ルテレビ局への試験的な発信実証及び効率的且つ統括的に調査を行う
ことのできる唯一の業者である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの
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3398 財)日本生態系協会
平成17年度荒川下流生態系保全調査
検討業務

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年11月15日 16,863,000

本業務の遂行に当たっては、生態系全般の保全・再生及び生物の由来
に関する豊富な知識、経験を有すると共に汽水域を含む干潮域の生態
系を解析できる能力を有することが不可欠であるが、左記法人はこれま
で荒川下流域等で市街地を含めた河川沿川の自然地ネットワークの保
全・再生計画等を立案してきた実績を有しており、また、業務の実施に
必要な豊富な知識、経験を有すると共に高度な中立性・公平性をもって
生態系保全のための啓発活動ができる唯一の機関である。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

3399 電設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 通信鉄塔耐震診断事例検証業務
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成18年1月25日 892,500

「通信鉄塔・局舎耐震診断基準（案）」の改定作業と併せ、基準精度の向
上・基準と設計実態の整合・実施中業務の精度向上等を目的とした事
例検証を行うものであるが、対象となる「赤羽局通信鉄塔耐震診断業
務」は左記業者が実施したものであり、事例検証を確実に行うためには
業務内容を熟知している上記業者以外が実施することは不可能である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3400 東京ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱
平成17年度菖蒲川･笹目川等浄化導
水施設変更詳細設計業務

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年11月11日 11,550,000

本業務の実施に当たり、既往の管路設計で綾瀬川・芝川等浄化導水事
業の運用結果を受けての水撃圧対策を設計に考慮していることから、変
更設計においてもその設計経緯を踏まえた上でポンプ停止時の 大負
圧に対する影響や流末部の圧力変動を検証しながら管路の詳細設計を
行う必要があるが、左記業者は平成１４年度の「菖蒲川・笹目川等浄化
導水事業管路等詳細設計業務」等の関連業務を実施してきており、本
業務内容を的確に実施できる唯一の業者である。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3401 東京ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱
平成17年度新田一期地区( 上流部)
高規格堤防整備検討業務

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年8月8日 16,695,000

高規格堤防設計において、堤体安定解析及び変形解析における高度な
技術・手法を用い解析を実施するものであり、実施にあたっては検討対
象地区のモデルを保有し、当該地区の地盤特性や現地状況を熟知して
いることが必要となるが、左記業者は「平成１６年度新田延伸地区高規
格堤防設計業務」を受注しており、事業調整に伴う条件変更に速やかな
解決が図れることから他との競争に付することなく、左記業者と契約する
ことが有利である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3402 東京ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱
平成17年度新田延伸地区高規格堤防
整備検討業務

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成18年2月16日 11,707,500

高規格堤防設計において、堤体安定解析及び動的変形解析における高
度な技術・手法を用い解析を実施するものであり、実施にあたっては検
討対象地区のモデルを保有し、当該地区の地盤特性や現地状況を熟知
していることが必要となるが、左記業者は「平成１５年度新田地区（Ⅱ
期）高規格堤防修正設計業務」を受注しており、事業調整に伴う条件変
更に速やかな解決が図れることから他との競争に付することなく、左記
業者と契約することが有利である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より公募を実施するこ
とで検討）

3403 日本ｼﾋﾞｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 河川管理施設耐震補強修正設計業務
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成18年2月8日 997,500

本業務の遂行に当たっては、過去に例のない河川管理施設の耐震補強
設計が対象であるため、専門的な知識が必要となり、また、施工計画の
検討についても耐震補強の手法及び現地の状況に精通している必要が
あるが、左記業者は平成１５年度に設計を実施した「河川管理施設耐震
補強詳細設計業務」を受注しており、河川管理施設の設計について豊
富な知識と経験を保有し
ていることと、上記業務の成果品をもとに本業務を実施することから円
滑且つ的確な遂行が可能な上記業者と契約する必要がある。（会計法
第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3404 八千代ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ㈱
平成17年度川口地区近接構造物影響
検討業務

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成18年3月17日 39,900,000

堤防盛土工事に伴う周辺構造物の変位解析においては、高規格堤防詳
細設計同様の高度な技術・手法を用い解析を実施するものであり、実施
にあたっては検討対象地区のモデルを保有し、当該地区の地盤特性や
現地状況を熟知していることが必要となるが、左記業者は「平成１６年度
川口地区近接構造物影響検討業務」を受注しており、事業調整に伴う条
件変更に速やかな解決が図れることから他との競争に付することなく、
左記業者と契約することが有利である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの
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3405 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ H17荒川上流堤防評価検討業務
今村能之
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-12

平成17年11月30日 53,865,000

本業務の履行にあたっては、堤防の浸透・侵食解析という難易度の高い
解析を行うこと、検討範囲が広範囲にわたり検討項目が多岐に及ぶこと
から、同種業務の業務経験、業務実績、効率的な業務実施が必要不可
欠である。過年度において、「荒川上流堤防評価検討業務」にて「荒川
上流部の河川特性を考慮した堤防の安全性評価」「荒川上流部の治水
安全度を考慮した堤防の整備方針立案にあたっての考え方」について２
カ年において技術提案を求めた標準プロポーザル方式により選定手続
きを行い、上記業者と請負契約を締結し、良好な解析結果が得られたと
ころである。本業務は過年度検討した本川堤防結果を踏まえ、引き続き
支川堤防検討を行うものであるから、過年度に特定された受託者が継
続して履行する必要があり、かつ、前業務からの継続的な視点が必要
不可欠である。よって、上記業者と随意契約を締結するものである。（会
計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条第４項３）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3406 ㈱建設技術研究所
荒川水系河川整備基本方針等検討業
務

今村能之
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-12

平成17年6月24日 59,640,000

本業務を遂行するにあたっては、洪水流出解析モデル、一次元不定流
計算モデル、準二次元不等流計算モデル等を使用して水理検討を行う
ため、計算に必要とされる水文資料・流域情報や荒川水系における洪
水流出メカニズムに精通していること、降雨の確率処理による基本高水
の検討に精通していること等、洪水防御計画に関する高度な知識や経
験が必要不可欠である。過年度において、「荒川水系河川整備基本方
針等検討業務」にて「河道計画（現況河道特性）」「洪水調節検討」につ
いて技術提案を求めた標準プロポーザル方式により、選定手続きを行
い、上記業者と請負契約を締結し、良好な成果が得られたところである。
本業務は過年度検討結果を踏まえ、引き続き検討を行うものであるか
ら、過年度に特定された受託者が継続して履行する必要があり、かつ、
前業務からの継続的な視点が必要不可欠である。よって、上記業者と随
意契約を結ぶものである。(会計法第２９条の３第４項,予決令第１０２条
第４項３）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3407 ㈱建設技術研究所
平成17年度明戸地先床止工他詳細設
計業務

今村能之
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-12

平成17年8月10日 13,650,000

本業務を履行するためには、既存の検討資料、前年度発注の「明戸地
先床止工詳細設計業務」及び本業務において実施の水理模型実験
データを基に床止工、袖部取付擁壁、左岸堤防部、仮設備計画等の詳
細設計を実施するとともに、明戸サイフォン地点直上流に位置するコハ
クチョウ飛来地等周辺環境に配慮した施工計画検討のための専門的な
知識や経験が必要である。さらに、床止工の設置により予想される複雑
な水理現象を解析把握するために行う水理模型実験に関する高度な技
術力が必要不可欠である。過年度において、「明戸地先床止工詳細設
計業務」にて「施工計画の検討方針」「水理模型実験実施計画」につい
て技術提案を求めた標準プロポーザル方式により、選定手続きを行い、
上記業者と請負契約を締結し、良好な結果が得られたところである。本
業務は過年度検討結果を踏まえ、引き続き検討を行うものであるから、
過年度に特定された受託者が継続して履行する必要があり、かつ、前
業務からの継続的な視点が必要不可欠である。よって、上記業者と随意
契約を締結するものである。(会計法第２９条の３第４項,予決令第１０２条
第４項３）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3408 ㈱東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
太郎右衛門地区自然再生事業実施計
画検討業務

今村能之
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-12

平成17年4月1日 45,150,000

本業務の履行にあたっては、自然再生推進法及び自然再生基本方針
（平成１５年４月１日閣議決定）に定められた自然再生実施計画の内容
に関する検討を行うとともに、湿地環境を保全・再生するにあたり、当該
地の水収支の把握及び生態系に配慮した施設計画検討等を行い、実施
計画に反映するものであり、生態系に与える影響評価のための専門的
な知識や経験が必要であるとともに、水収支検討に関する高度な技術
力が必要不可欠である。過年度において、「自然再生事業の実施にあた
り、生態系に与える影響について評価するための指標及び評価手法（モ
ニタリング計画含む）」「太郎右衛門自然再生地における水収支検討方
針」について技術提案を求めた標準プロポーザル方式により、選定手続
きを行い、上記業者と請負契約を締結し、良好な成果が得られたところ
である。本業務は過年度検討結果を踏まえ、引き続き検討を行うもので
あるから、過年度に特定された受託者が継続して履行する必要があり、
かつ、前業務からの継続的な視点が必要不可欠である。よって、上記業
者と随意契約を結ぶものである。(会計法第２９条の３第４項、予決令第
１０２条第４項３)

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）



件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

3409 ㈱日水ｺﾝ
平成17年度荒川上流水質改善実施検
討業務

今村能之
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-12

平成17年6月17日 23,730,000

本業務を遂行するにあたっては、荒川水系の水環境に関する水文・水
質資料、流域情報や荒川水系における水質状況にも精通していること
等、水質改善計画に関する高度な知識や経験が必要不可欠である。過
年度において、「秋ヶ瀬取水堰上流における水道原水水質確保に関す
る方策及び検討方針」「太郎右衛門自然再生全体構想における水質を
考慮した水量の確保方策及び検討方針」について技術提案を求めた標
準プロポーザル方式により、選定手続きを行い、上記業者と請負契約を
締結し、良好な成果が得られたところである。本業務は、過年度検討結
果を踏まえ、引き続き検討を行うものであることから、過年度に特定され
た受託者が継続して履行する必要があり、かつ、前業務からの継続的
な視点が必要不可欠である。よって、上記業者と随意契約を結ぶもので
ある。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条第４項３）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

3410 財)埼玉県生態系保護協会 荒川生態系ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査業務
今村能之
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-12

平成17年5月12日 47,985,000

本業務の遂行にあたっては、地域特有の動植物の同定など専門的知識
はもちろんのこと、埼玉県内の生態系に関する幅広くかつ詳細な見識が
必要であるとともに、現地の状況等にも精通しているなど、荒川流域に
おける自然環境に関する豊富な知識や経験が必要不可欠である。上記
法人は、自然環境に関する調査研究を行うことにより、良質な生態系の
保全を図り、もって人間性豊かな社会の発展に寄与することを目的とし
ており、これまでに荒川流域を含む埼玉県内の自然環境の専門的調査
研究として、「埼玉県レッドデータブック2002（動物編）」等の調査・編集、
「埼玉県内における猛禽類（イヌワシ・オオタカ・クマタカ）」の保護指針の
検討を実施している。また、埼玉県が実施した「埼玉県ビオトープマニュ
アル策定業務」、「水と緑のネットワーク計画検討業務」、などの現地調
査を含む実績もあり、埼玉県内の生態系に関する幅広くかつ詳細な見
識も有している。さらには、荒川上流での「荒川ビオトープネットワーク検
討業務」等による荒川沿川の状況にも精通しており、荒川流域の自然環
境に関する豊富な知識や経験を有している。以上のことから、本業務を
円滑にかつ的確に遂行するうえでの必要条件を満足するのは、上記財
団以外にはなく、唯一適当な法人である。よって、上記法人と随意契約
を行うものである。（会計法第２９条の３の４、予決令第１０２条の４の３）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

3411 財)日本生態系協会 ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ型環境保全推進検討業務
今村能之
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-12

平成17年6月3日 26,943,000

業務遂行にあたっては、生態系の保全及び復元に関する専門的知識が
必要なほか、地域、諸団体との連携や支援についての豊富な経験が不
可欠である。また、管理にあたっては三ツ又沼ビオトープの自然環境の
推移に熟知していることが必要である。上記法人は、生態系の保全及び
復元に関し調査研究を行うほか、生態系の保全及び復元に関し、諸団
体との交流、連携並びに支援、ビオトープ等の自然環境の維持管理活
動及びこれらの活動に関わる団体への支援を行っている。なお、これま
でに「市民参加型自然再生活動モデル事業調査(環境省)」、「パートナー
シップによる環境教育・環境学習活動の推進調査(文科省)」等の生態系
の保全及び復元とそのパートナーシップ型保全管理に関する調査検討
業務の実績を多数有しているとともに、平成11年度から「三ツ又沼ビオ
トープ管理運営業務（荒川上流）」において、パートナーシップ型の環境
管理の検討を行ってきており、三ッ又沼の自然生態系についても熟知し
ていることから、本業務を円滑かつ的確に遂行できる唯一の機関であ
る。よって、上記法人と随意契約を結ぶものである。（会計法第２９条の３
の４、予決令第１０２条４の３）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

3412 東武計画㈱
荒川上流管内ﾓｻﾞｲｸ写真A1版作成業
務

今村能之
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-12

平成18年3月24日 15,120,000

本業務の遂行に当たっては、モザイク写真の原版の縮尺編集および複
製作成を行うため、モザイク写真撮影原版の著作権を有している必要が
ある。上記契約相手方は、モザイク写真撮影原版について著作権を有し
ており、円滑かつ経済的に本業務を遂行できる唯一の業者である。よっ
て、上記業者と随意契約を締結するものである。（会計法第２９条の３第
４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3413 日本建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱
H17荒川上流洪水予測ｼｽﾃﾑ改良検討
業務

今村能之
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-12

平成17年11月29日 4,987,500

業務の遂行に当たっては、荒川における洪水管理の現状や問題点並び
に現在の洪水予測システムを熟知・精通している必要がある。上記業者
は、昭和５７年度に「洪水予測プログラム検討業務」を受託し現行システ
ムを構築しており、又、平成１５年度には「荒川上流洪水予測システム改
良検討業務」、平成１６年度には「荒川上流洪水予測システム改良検討
業務」としてシステムの問題点の整理、改良を行うなど、本システムの現
状に熟知・精通している。さらに、既存の洪水予測システムの著作権は
国に帰属しているが、開発者である上記業者は、本システムの著作者
人格権の同一性保持を有している。このことから、本業務を適切かつ効
率的に行えるのは、上記業者以外になく、競争に付すことが出来ないこ
とから、随意契約を締結するものである。（会計法第２９条の３第４項、予
決令第１０２条の４第３号、著作権法第２０条第一項）

見直しの余地があり 公募を実施（平成１８年度より実施） 　
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3414 日本建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱
平成17年度荒川低水管理ｼｽﾃﾑ改良業
務

今村能之
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-12

平成17年12月9日 12,495,000

業務の遂行に当たっては、荒川における低水管理の現状や問題点並び
に現在の荒川低水管理システムを熟知・精通している必要がある。上記
業者は、平成７年度に「荒川統合管理システム検討業務」を受託し現行
システムの前身である「低水時流況監視システム」の検討を行い、平成
９年度に「低水時流況監視システム」を構築しており、又、平成１４年度
には「荒川低水管理検討システム改良検討業務」、平成１５年度には「荒
川ダム統合管理検討業務」内で、システムの問題点の整理、改良を行う
など、本システム（「荒川低水管理システム」）の現状に熟知・精通してい
る。さらに、既存の「荒川低水管理システム」の著作権は国に帰属してい
るが、開発者である上記業者は、本システムの著作者人格権の同一性
保持を有している。このことから、本業務を適切かつ効率的に行えるの
は、上記業者以外になく、競争に付すことが出来ないことから、随意契
約を締結するものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条
の４第３号、著作権法第２０条第一項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

3415 日本工営㈱
荒川上流ﾀﾞﾑ貯水池周辺斜面調査検
討業務

今村能之
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-12

平成17年10月6日 39,690,000

本業務の遂行にあたっては、二瀬ダム貯水池周辺地区の地形地質に精
通し、当該地区の基図・空中写真の判読から、地すべり地形予察図の
作成を行う必要があることに加え、地すべり評価及び対策に関する高度
な知識や経験が必要不可欠である。上記業者は、本業務遂行において
必要な二瀬ダム貯水池周辺地区の基図・空中写真の判読、地すべり地
形予察図の作成を、二瀬ダム管理所が発注している「H17貯水池周辺斜
面評価業務」を受注し実施しているとともに、当該業務遂行において適
正な業者を選定するために技術提案を求めた標準プロポーザル方式に
より、 も技術的に優れた業者として特定されている。よって、上記業者
と随意契約を結ぶものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０
２条第４項３）

見直しの余地があり 公募を実施（平成１８年度より実施） 　

3416 (社)日本造園学会
生物関連情報展示制作･生物生態調
査他業務

大橋謙一
関東地方整備局国営昭和記念公園事
務所
東京都立川市緑町3173

平成17年6月8日 22,113,000

本業務を遂行するにあたっては、国営公園において発信する生物情報
の意義やあり方を十分理解したうえで生物情報の蓄積に関する専門的
知識や公共的・研究的観点を持ちつつ進めることが必要であり、当者は
造園に関する研究の連絡提携及び促進を図り造園学の発展に貢献する
ことを目的とした組織であり、平成14年度より平成16年度まで「生物関
連情報収集・整理券等業務」を受託し、本公園におけるその趣旨や方
針、検討経緯等を詳細に把握しており、本業務を適切に水降雨できる唯
一の者である。会計法第29条の３第4項及び予決令第102条の4第3号

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3417
花みどり文化ｾﾝﾀｰ映像展示制作他業
務NHKｿﾌﾄｳｪｱ･乃村工藝社

花みどり文化ｾﾝﾀｰ映像展示ｻｰﾊﾞ実
装･ﾏﾆｭｱﾙ作成他業務

大橋謙一
関東地方整備局国営昭和記念公園事
務所
東京都立川市緑町3173

平成17年6月9日 20,632,500

平成16年度に簡易公募プロポーザル方式により技術提案書を募り厳正
な審査の結果、当者を特定し業務を実施した。平成17年度においては
昨年度制作した映像をサーバーに実装し機器の総合調整等を行うにあ
たっては、昨年度業務における技術的な検討経緯やシステムを構築す
る機器やプログラムの内容を熟知していることが不可欠であり、当者が
実施することが的確かつ効率的であることから、随意契約を行った。会
計法第29条の３第4項及び予決令第102条の4第3号

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3418 ㈱緑の風景計画
こもれびの里運営及び運営計画等検
討業務

大橋謙一
関東地方整備局国営昭和記念公園事
務所
東京都立川市緑町3173

平成17年4月28日 25,725,000

平成15年度の「こもれびの里運営等検討業務」実施にあたっては、標準
プロポーザル方式により複数の業者から技術提案書を受け、厳正な審
査を行った結果、当社を特定し業務を実施した。本業務は当エリアの目
的や特性、経緯について熟知していることはもとより、こもれびの里クラ
ブに関する検討経緯や対応状況を踏まえ、こもれびの里ボランティアと
の信頼関係を確保・維持しながら進めることが必要不可欠であることか
ら、随意契約を行った。会計法第29条の３第4項及び予決令第102条の4
第3号

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成２０年度より実
施予定）

3419
緑の文化施設ｿﾞｰﾝｾﾝﾀｰ施設設計伊
東･ｸﾜﾊﾗ･金箱･環境ｴﾝｼﾞﾆｱ

花みどり文化ｾﾝﾀｰ屋内照度解析･遮
光施設設計業務

大橋謙一
関東地方整備局国営昭和記念公園事
務所
東京都立川市緑町3173

平成17年9月6日 2,940,000

建築のデザインコンセプト及び建築物の構造的特性への精通が不可欠
であり、当者は平成14年度に実施した簡易公募型プロポーザル方式に
より選定された建築物の設計を行い、また、平成15・16年度には「文化
施設ゾーンセンター施設工事管理業務」を実施しており、条件を満たす
唯一の者である。会計法第29条の３第4項及び予決令第102条の4第3号

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの
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3420 ㈱ﾄﾞｰｺﾝ
H17外かん小塚山地区他環境調査業
務

野田勝
関東地方整備局首都国道事務所
千葉県松戸市竹ヶ花86

平成17年6月7日 63,525,000

本業務の遂行にあたっては、小塚山地区の自然環境に関する高度な知
識と豊富な経験を有しているとともに、過年度に実施した小塚山地区の
自然環境調査の現状や「東京外かく環状道路小塚山地区樹木移植検
討会」で審議されている植生樹林の移植計画について詳細に熟知して
いる必要がある。また、平成17年度に実施する小塚山トンネル工事の進
捗にあわせて遅滞なく業務を進めていく必要があるため、「平成16年度
外かん小塚山地区他環境調査業務」において標準プロポーザル方式に
より特定された業者である。小塚山地区における鳥類の生育状況調査
等に携わっており、小塚山地区における自然環境の現状を十分熟知し
ている。また、「東京外かく環状道路小塚山地区樹木移植検討会」の設
立・運営に携わり、その審議経緯を十分に熟知している。検討会で必要
となった樹木の現地調査を実施し、小塚山地区の植生状況を も把握
している。特に工事に伴う移植作業の課題やその対応策を踏まえた樹
木の移植計画を作成しており、具体的な工事の作業内容についても熟
知している。以上のことから、小塚山地区における自然環境調査、移植
計画について十分把握しており、今後工事の進捗にあわせて遅滞なく本
業務を遂行することができる唯一の契約対象機関である。よって、会計
法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定
に基づき、随意契約を行うものである。

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１９年度より実
施予定）

3421 ㈱長大 H17外かん整備効果調査業務
野田勝
関東地方整備局首都国道事務所
千葉県松戸市竹ヶ花86

平成17年4月13日 53,550,000

①本業務の履行にあたっては、平成16年度に実施した「平成16年度外
かん整備効果調査業務」において決定した調査項目、調査内容、調査
箇所を踏まえ、地域特性や対象路線の交通特性を把握し、交通実態調
査を実施する必要がある。さらに、本業務で調査したデータと既に得ら
れている供用前のデータを対比し、供用前後の交通流動を捉え、分析す
ることから前回業務内容を熟知し、調査経緯等を十分把握していること
が必要であり、継続性をもって実施することが重要である。②「平成16年
度外かん整備効果調査業務」を実施しており、現地状況を十分に把握し
ているとともに、調査目的、調査項目等も詳細に熟知しており、交通実
態調査データを分析し、整備効果状況を評価するまで時間的制約が伴
う本業務においては、他業者より有利であり、本業務を遂行しうる唯一
の契約対象機関である。よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算
及び会計令第102条の4第3号の規定に基づき、随意契約を行うもので
ある。

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１８年度以降
実施予定）

3422 ㈱東芝
H17道路付属施設への電力供給ｼｽﾃﾑ
検討業務

野田勝
関東地方整備局首都国道事務所
千葉県松戸市竹ヶ花86

平成17年7月15日 22,050,000

本件は、以下の理由から、株式会社東芝と随意契約を結ぶものである。
①当該「電力供給システム」は関東地方整備局と上記業者が共同にて
開発した技術であるため、当該システムの技術に関し精通し熟知してい
るのは上記業者以外にはない。
②地中の温度を用いて熱電変換素子により発電を行う技術を有してい
るのは上記業者のみであり、その技術を応用した「電力供給システム」
の発電システムに関しての技術力と知識を有しているのは、上記業者以
外にはない。
③本件は、「電力供給システム」の実用可能性を検証することを目的とし
た初期段階における実証試験及び調査検討であるため、その試験結果
によってはシステムの改良等が必要となる可能性もあるため、当該シス
テムに精通し熟知していることが要件となるが、この要件を有しているの
は上記業者以外にはない。

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3423 中央復建ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ H17外かん周辺交通計画検討業務
野田勝
関東地方整備局首都国道事務所
千葉県松戸市竹ヶ花86

平成17年8月29日 40,110,000

①本業務は外かん整備による周辺道路へ整備効果を目的として、外か
ん整備による生活道路への整備効果検討をおこなうものであり、昨年度
に業務の企画立案から、効果の分析手法までの技術提案がなされ、標
準プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続きを行い
②技術提案の内容を総合的に評価した結果、他社より比較優位であっ
たため随意契約を行った。
②平成17年度においても、プロポーザルの技術提案の業務計画に沿っ
た調査分析を実施した上で、整備効果を明らかにするための手法をとり
まとめることとしている業務内容について、技術提案の背景、趣旨及び
詳細な検討経緯を熟知している等、技術提案者である当該受注者以
外、他の業者においてとりまとめることは不可能であるため。よって、会
計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号の規
定に基づき、随意契約を行うものである。

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１８年度以降
実施予定）

3424 日本ﾚｺｰﾄﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ H17首都国道事務所文書整理業務
野田勝
関東地方整備局首都国道事務所
千葉県松戸市竹ヶ花86

平成17年7月7日 50,190,000
平成16年度技術提案により構築されたシステムを引き続き整備・改良を
行う為、同提案をした（株）日本レコードマネジメントと契約する必要があ
る。（会計法第29条の3第4項）

問題があるもの
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より移行）
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3425 (財)日本ｼｽﾃﾑ開発研究所
物流高度化支援に係わる道路整備検
討業務17K16

鮫島寛
常総国道事務所
茨城県土浦市川口1-1-26

平成17年9月7日 12,967,500

本業務は、新たな総合物流対策や物流効率化施策など、高度な知識と
豊富な経験を有し、茨城県南西地域の物流状況や物資流動の状況など
に精通していることが必要である。「産業需要に伴う道路貨物交通発生
メカニズムに関する研究」や「商慣行の改善と物流効率化に関する基礎
調査」、「物流施策の連携による事業成果向上に関する調査」等の研究
を実施し、官民連携や空港、港湾等部局、他省庁施策と連携した道路
施策の検討を独立・中立の立場で行うなど、新たな総合物流対策に関
する高度な知識と豊富な経験を有しているため。（会計法第29条の3第4
項予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に該当）

問題があるもの
企画競争を実施（平成１９年度より実
施予定）

3426 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 潮来鉾田線環境資料作成業務
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成18年3月1日 70,350,000

標準プロポーザルによって業者を選定し環境影響調査を実施してきた
が、「環境影響評価技術検討委員会」の助言により多方面から総合的に
保全価値の高い環境を抽出すべきとの助言により、既存検討を踏まえ
て調査することが不可欠となり検討経緯を熟知している唯一の契約対象
者であるため随意契約とした。（会計法２９条の３第４項及び予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3427 ㈱ｴﾏｷ
久慈川那珂川河川管理情報ｼｽﾃﾑ作成
業務

佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成18年1月19日 34,125,000

本業務の履行にあたっては航空撮影による画像を基に高度な航空静止
画技術が必要である。当技術の基本特許の使用承諾権を取得している
のは同業者のみであり、本業務を遂行できる唯一の業者である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

3428 ㈱ﾆｭｰｼﾞｪｯｸ 那珂川洪水調節計画検討業務
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年8月2日 24,780,000

本業務は、平成１５年度からプロポーザル方式で決定した検討手法を用
いて検討を進めている。業務の遂行にあたっては、検討手法を熟知して
いる必要があり、また得られる検討成果の品質確保の観点から同一業
者が遂行することによりその責任の所在が明らかになる。同業者は本業
務を円滑かつ的確に遂行できる唯一の業者である。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3429 ㈱日水ｺﾝ H17久慈川河道計画調査検討業務
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年4月1日 69,562,500

本業務は、平成１５年度からプロポーザル方式で決定した検討手法を用
いて検討を進めている。業務の遂行にあたっては、検討手法を熟知して
いる必要があり、また得られる検討成果の品質確保の観点から同一業
者が遂行することによりその責任の所在が明らかになる。同業者は本業
務を円滑かつ的確に遂行できる唯一の業者である。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3430 国際航業㈱
那珂川3次元浸水想定区域図作成業
務

佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成18年1月27日 20,685,000

那珂川の航空レーザー計測を行い、データを公に販売しており、新たに
計測を実施する必要が無く、既に販売されているデータを加工すること
により経費と時間を大幅に縮減することが出来る。また、本業務を遂行
する十分な技術を持ち合わせている。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

3431 日本建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 那珂川河道計画検討業務
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年8月2日 66,675,000

本業務は、平成１５年度からプロポーザル方式で決定した検討手法を用
いて検討を進めている。業務の遂行にあたっては、検討手法を熟知して
いる必要があり、また得られる検討成果の品質確保の観点から同一業
者が遂行することによりその責任の所在が明らかになる。同業者は本業
務を円滑かつ的確に遂行できる唯一の業者である。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3432 ㈱ﾄﾞｰｺﾝ 管内資料作成業務17F･0･12
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年5月23日 37,485,000
前年度に標準プロポーザル方式により特定され当該業務に精通してい
るため。
（会計法第29条の3第4項）

問題があるもの
企画競争を実施（平成１８年度以降
実施予定）
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3433 ㈱長大 道路構造物設計業務17G･Ⅹ･11
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年4月1日 69,195,000

本業務の基礎となる構造計算を実施した業務を、過去に標準プロポー
ザルにより特定され契約している。
本業務に必要な設計アドバイザーからの技術提案内容及び詳細設計時
の留意点や設計計算内容に熟知している唯一の業者である。
（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第4号（イ））

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3434 川崎商工会議所
平成17年度川崎市の幹線道路のあり
方検討業務

櫛引繁雄
関東地方整備局
川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2-3-3

平成17年12月26日 46,410,000

本業務の遂行にあたっては、川崎市の個別企業へ調査を行うとともに、
地域全体に貢献する等公共性が必要不可欠である。川崎商工会議所
は、商工会議所法第２４条に基づいて設立された特別認可法人であり、
定款第１条、第４条、第７条に定めるとおり、川崎市域における商工業の
総合的な改善発達を図り、社会一般の福祉の増進に資することを目的
として商工業に関する調査研究や情報及び資料の収集を行っており、会
員企業への個別調査についても、企業の意向をより具体的にヒアリング
することが可能である。また、講演会等を開催し、商工会議所としての意
見を公開し、産業界や市民からの意見把握に努めている。定款第６条で
は、「事業活動において、特定の個人や法人・団体の利益を目的とした
事業は行わない」と規定されており、個別の企業情報について中立的な
立場からの分析・検討が可能であることから、本業務の遂行に必要な要
件を備えた唯一の契約対象である。（会計法第２９条の３第４項及び予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3435 日本技術開発㈱ 平成17年度事業整備効果検討業務

櫛引繁雄
関東地方整備局
川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2-3-3

平成17年11月29日 63,178,500

本業務は国道246号新石川立体の供用に関し、周辺域の交通状況につ
いて事前事後の測定及び解析を行い、供用における整備効果を解析す
るものである。これまでに過年度に特定されたプロポーザルの技術の業
務計画に従って、整備効果予測及び事前調査を実施した。本業務にお
いても、プロポーザルの技術提案に従って事前調査（直前）・事後調査を
実施し、解析を実施することとしている。今回の業務内容についても技
術提案書の背景、主旨及び詳細な検討経緯を熟知し、整備方針の策定
に寄与したこと等、技術提案者である日本技術開発株式会社以外の業
者において取りまとめることは不可能であり、本業務を遂行するに必要
な要件を備えた唯一の契約対象機関である。（会計法第２９条の３第４
号及び予算決算および会計令１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

3436 (財)日本環境衛生ｾﾝﾀｰ 17G圏央道北区間地盤処理技術検討

森戸義貴
相武国道事務所
東京都八王子市大和田町4丁目3番13
号

平成17年4月28日 14,494,200

廃棄物処理、環境衛生に関し特に高度かつ総合的な調査研究等を行っ
ており、更に環境省所管で廃棄物処理に関する財団法人のうち唯一「環
境省のダイオキシン類請負調査の受注資格」を有する機関であるため
随意契約を行う。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3437 ㈱ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 17F16号相模原市PI検討
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
東京都八王子市大和田町4-3-13

平成17年8月26日 8,190,000

技術提案の背景、主旨及び詳細な検討経緯を熟知し、整備方針の策定
に寄与する等から、過年度にプロポーザル方式にて特定された技術提
案の業務計画に沿った整備計画を策定する必要があったため（会計法
29条の3第4項）。

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3438 ㈱岩根研究所 17J道路現況ﾋﾞﾃﾞｵ更新

森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
東京都八王子市大和田町四丁目3番
13号

平成17年10月18日 45,780,000
「道路・河川等の現況ビデオ検索装置」の特許（平成１２年確定特許第３
０９９１０３号）を有するほか、「３６０度全周撮影映像技術」を有している
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3439 財)東京都道路整備保全公社 17B16号松原地区補償説明
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
東京都八王子市大和田町4-3-13

平成17年10月3日 19,740,000

高度な損失補償に関する行政実務経験と知識を有する公共用地経験
者を多数擁し、処理能力や信頼性に優れ、東京都が保有する高い技術
力等による支援が可能となる唯一の法人であり、本業務を的確に遂行
できるものと判断されるため。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3440 財)宮ヶ瀬ﾀﾞﾑ周辺振興財団
平成17年度宮ヶ瀬湖水源地域ﾋﾞｼﾞｮﾝ
運営業務

坂本和雄
関東地方整備局相模川水系広域ﾀﾞﾑ
管理事務所
神奈川県相模原市津久井町青山字南
山2145-50

平成17年7月28日 15,487,500

本業務は、地元自治体・ダム管理者等と共同で策定する「宮ヶ瀬湖水源
地域ビジョン」の推進に向けた、推進協議会、推進会議等の運営、地域
住民等による地域活性化実現化方策等に関する企画調整を行うもので
あり、宮ヶ瀬ダム貯水池周辺地域の地域振興・催事等の企画育成等を
目的とした団体であり、水源地域ビジョン推進協議会の要綱作成に携
わっている地域振興に関する豊富な知識と経験及び行政的知見を有し
ている唯一の契約相手と随意契約を行うものである。（会計法第29条の
3第4項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より公募を実施するこ
とで検討）
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3441 ㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ
電子契約ｼｽﾃﾑ等の地方整備局への導
入に向けた調査検討業務

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年11月24日 41,790,000

本業者は、総務省発注の当該システムの基本設計・詳細設計を受注し
ていることから、システムの基本要件、システム化方針、具体的な機能
等を熟知しており、本業務を効率的、迅速かつ適切な分析等を行うこと
ができる唯一の者であることから、本業者と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3442 (財)埼玉県生態系保護協会
平成17年度圏央道希少動物調査業務
委託

後藤敏行
関東地方整備局大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉野町1-435

平成17年4月1日 64,785,000

本業務は、計画道路周辺の自然環境や現地の状況、オオタカ等の生態
について精通していることが必要不可欠であり、極めて専門的な知識と
経験が求められる業務である。当該財団法人は計画道路周辺におい
て、平成１０年よりオオタカ生息状況について調査を行った実績があり、
計画道路周辺の自然環境やオオタカの生態について精通している唯一
の契約相手である。

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

3443 (財)埼玉県生態系保護協会
平成17年度上尾道路動植物調査業務
委託

後藤敏行
関東地方整備局大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉野町1-435

平成17年4月28日 43,911,000

本業務は、道路事業に関する自然環境調査の技術手法に精通し、埼玉
県内における自然環境調査についての広範な知識、行政的な総合的視
点を有しているとともに、計画道路周辺の自然環境や生態系、現地の状
況について精通していることが必要であり、極めて専門的な知識と経験
が求められる業務である。当該財団法人は計画道路周辺において、平
成１１年度より希少動植物調査に携わり、計画道路周辺の自然環境、生
態系に精通、熟知している唯一の契約相手である。

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

3444 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱
平成17年度本庄道路環境影響評価業
務委託

後藤敏行
関東地方整備局大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉野町1-435

平成17年4月13日 127,365,000

本業務は環境影響評価項目の現地調査から準備書の作成までの一連
の作業であり、四季にわたる現地調査の実施により２箇年にわたり継続
して行う業務であることから、調査の一貫性等の観点からも本業務を遂
行するための要件を備えた契約対象機関であるため。（会計法第１９条
の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

3445 ㈱浦野設計
農林水産研修所生活技術研修館設計
その2業務

渡辺和足
関東地方整備局営繕部
さいたま市中央区新都心2-1

平成17年7月11日 2,677,500

本件建築物の設計は、プロポーザル方式で特定した同社と随意契約し
ている。
本業務は、当該設計について、設計者以外に知り得ない情報である設
計意図を工事請負者等に伝達するものであるため、同社と随意契約す
るものである。(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3446 ㈱東畑建築事務所
農筑事設備改修平成17年度設計その
2業務

門松武
関東地方整備局営繕部
さいたま市中央区新都心2-1

平成18年1月16日 2,362,500

本業務は、当該設計について、設計者以外に知り得ない情報である設
計意図を工事請負者等に伝達するものであるため、当該設計業務を実
施した同社と随意契約するものである。(会計法第２９条の３第４項、予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3447 (財)長野県建設技術ｾﾝﾀｰ
中部横断道接続道路整備計画検討業
務委託

劍持貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市鶴賀中堰145

平成17年4月27日 48,300,000
○地域の道路整備事業、特性及び地域の意向などの調査、収集等の能
力を有しているため、随意契約とした。（会計法第２９条の３第４項、予決
令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3448 ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ㈱ H17池沢斜面変状調査解析業務
劍持貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市大字鶴賀字中堰145

平成17年4月1日 5,460,000
NTTが開発した機器を使用しているため、他社では管理・補修できない
ため（会計法第29条の3第4項、予決令102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3449 応用地質㈱ H17安庭地滑り監視業務
劍持貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市大字鶴賀字中堰145

平成17年4月1日 5,775,000
災害復旧に対する緊急措置として、本業務内容に精通し変状発生時に
迅速な現地対応を行う必要があるため（会計法第29条の3第4項、予決
令102条の4第3号）

問題があるもの
競争入札に移行したもの（平成１９年
度より移行予定）

3450 応用地質㈱ H17斜面崩壊検知ｾﾝｻｰ保守業務
劍持貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市大字鶴賀字中堰145

平成17年4月1日 13,650,000
変状発生時の出動体制が確立されており、システムネットワーク作業に
精通しているため（会計法第29条の3第4項、予決令102条の4第3号）

問題があるもの
競争入札に移行したもの（平成１９年
度より移行予定）

3451 大日本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱
H17安庭地区災害復旧地すべり観測
業務委託

劍持貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市鶴賀中堰145

平成17年4月1日 19,845,000

平成１６年の台風２２号による国道１９号路面崩壊災害直後より、「Ｈ１６
安庭地区災害復旧地質調査等業務委託」に携わっており、現地を詳細
に把握し、現地調査等への速やかな対応、委員会での審議内容、関係
自治体及び地元との調整内容も熟知しているため。
（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの
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3452 大日本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱
H17上田坂城ﾊﾞｲﾊﾟｽ他環境調査業務
委託

劔持貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市鶴賀中堰145

平成17年4月28日 30,450,000

○平成１５年度にプロポーザル方式により選定手続きを行い、その継続
として随意契約した。
○現地調査への速やかな対応、当該箇所での地形・地質、現存する貴
重種の分布等を熟知し、当該事業の実施による環境への影響を予測
し、必要とされる保全対策を検討する等、総合的な視野に立つ知識と経
験を有しているため。
（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3453 ㈱建設技術研究所 渡良瀬川河道内植生管理検討業務
竹内清文
渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町661-3

平成17年9月1日 10,080,000

昨年度に実施した「渡良瀬川河道内植生管理検討業務」において、標準
プロポーザル方式による入札・契約手続きにより特定した業者である。
本業務は、樹木群内の洪水流の状況を調査すること目的の一つとした
ものであり、洪水の発生状況を勘案して３ヶ年業務として実施することを
提示したものである。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の
４第３号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１９年
度より総合評価落札方式に移行予
定）

3454 ㈱東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
渡良瀬川流域総合水利用計画調査業
務

竹内清文
渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町661-3

平成17年11月9日 18,480,000

平成１５年度に実施した「渡良瀬川流域総合水利用計画調査業務」にお
いて、標準プロポーザル方式による入札・契約手続きにより特定した業
者である。本業務は渡良瀬川流域の環境保全や水環境のための健全
な水循環系を構築することを目的の一つとしたものであり、流域市民参
加による渡良瀬川の川づくり等を勘案して３カ年業務として実施すること
を提示したものである。（会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条の
４第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3455 ㈱長大
平成17年度東京外かく環状道路交通
分析検討業務

山本悟司
関東地方整備局東京外かく環状道路
調査事務所長
東京都世田谷区用賀4丁目5番16号TE
ﾋﾞﾙ7F

平成17年5月17日 65,625,000

株式会社長大は、平成１６年度、「東京外かく環状道路交通分析検討業
務」にあたりプロポーザル方式により契約先の選定・特定手続きを行い、
当該業務において東京外かく環状道路の将来交通量推計の手法の検
討、整備の段階別、インターチェンジの設置形態別等のケースを設定
し、交通量の推計を実施し、東京外かく環状道路やインターチェンジの
利用見込み、周辺道路の交通量や利用状況の変化など各種分析を実
施している。
本業務では、昨年度に引き続き、計画検討及び環境影響評価等にあた
り必要な将来交通量推計や整備効果分析等の検討を進めるものであ
り、平成１６年度に実施した業務の経験が必要不可欠である。
（会計法第２９条の３第４項及び、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3456 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱
平成17年度道路清掃作業に伴う塵埃
に関する検討業務

石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年7月19日 10,500,000

本業務の遂行にあたっては、道路清掃や塵埃に関する専門的な知識と
豊富な経験を有しているとともに、過年度に実施した道路清掃作業に伴
う塵埃に関する検討業務の検討内容等について、詳細に熟知している
必要がある。パシフィックコンサルタンツ㈱は、本業務の基礎となる道路
清掃作業に伴う塵埃に関する検討業務の検討内容等について詳細に熟
知していることから、本業務を遂行するの必要な要件を有する対象者で
ある。（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3457 ﾑﾗﾀ計測器ｻｰﾋﾞｽ㈱
平成17年度大和町交差点環境調査業
務

石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年4月7日 21,000,000

本業務の遂行にあたっては、測定データの連続性等を確保するため、
現在計測している機器を使用し、継続的に測定業務を行うことが必要で
ある。ムラタ計測器サービス（株）は、当該交差点において計測機器を
リースにより設置し、機器の保守及び計測を行ってきている。また、測定
機器の構造や取り扱いはもとより、現地の環境特性等にも精通している
ことから、本業務を遂行するのに必要な用件を備えた唯一の契約対象
機関である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

3458 ﾒﾄﾛ開発㈱
H17室町地区地下鉄変状計測業務委
託

石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年4月1日 53,970,000

本業務は、日本橋室町地下歩道工事の施行にあたり、近接する営団地
下鉄構築物への影響について、施工中の変状計測を行い、地下歩道工
事に起因する影響の有無を監視するため、平成１５年度業務において設
置した計測システムや隣接建築工事における地下鉄計測システムに精
通し、当該現場諸条件を熟知していることが、地下歩道工事に起因する
影響を総合的に判断するうえで必要である。メトロ開発株式会社は、営
団地下鉄営業線の諸施設・運行管理システム等に精通し、営業線路内
の作業に不可欠な「工務部営業線路内請負工事施工責任者認定証」を
有するとともに、営団地下鉄近接施工に関する影響解析及び計測管理
業務に豊富な経験を有している。加えて、隣接建築工事における営団地
下鉄計測管理業務及び昨年度の変状計測業務に従事していることから
現場諸条件についても熟知しており、計測データの総合的な評価が可
能であることから、本業務を履行するに必要な要件を備えた契約機関で
ある。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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3459 ㈱ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ
新宿跨線橋取付高架部橋梁詳細設計
業務委託

石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年8月11日 101,850,000

業務の遂行にあたっては、施工状況の特殊性また、現況交通の安全確
保のうえから、工事の内容を十分理解し、更に現地状況も十分把握した
上で設計を行う必要がある。
株式会社オリエンタルコンサルタンツは、平成１６年度に当該箇所にお
いて地下通路の詳細設計を履行したことから、当該地下通路の設計に
密接に関わっており、設計の詳細、現地条件及び地下通路施工に伴う
既設取付高架橋の影響検討を十分に熟知していることから本業務を遂
行するに必要な要件を備えた唯一の契約対象である。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１８年度以降
実施予定）

3460 ㈱横河建築設計事務所
日本橋室町一丁目地下歩道建築設計
その他業務

石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年11月29日 19,950,000

本業務の遂行にあたっては、三越新館から三井新館までの区間と隣接
する地下歩道整備について、民間施設と密接な連携の下で地下鉄から
沿道施設への動線の確保、たまり空間の整備、デザインの調和等を図
ることが必要である。また、構造や施設配置についても民間建物と一体
的に設計することが必要であり、周辺建造物の設計に熟知していること
が求められる。株式会社横河建築設計事務所は、三越前地下歩道全体
のデザイン検討、及び三越新館前直線部の実施設計を行っており、東
京メトロ側も含めた既設設備等の状況も熟知している。以上のことから、
設計与条件が優位であるため履行期間の短縮が可能であること、さらに
基本となる建築意匠に精通していることから、本業務の目的を達成する
ことが可能な唯一の契約対象機関である。(会計法第29条の3第4項及
び、予算決算及び会計令第102条の4第3号)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3461 ㈱岩根研究所 道路現況ﾋﾞﾃﾞｵｼｽﾃﾑ改良業務
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成18年1月31日 11,991,000

本業務の遂行にあたっては、「道路現況ビデオシステム」を稼働させる
「道路・河川等の現況ビデオ検索装置」の特許（平成５年出願平成１２年
確定「特許第３０９９１０３号」）を有している必要がある。また、合理的・効
率的に道路の現況状況を把握するために必要な「３６０度全周撮影映像
の三次元化映像技術」及び当該技術に関する高度な知識を有し、当該
システムについて詳細に熟知していなければならない。株式会社岩根研
究所は、「道路・河川等の現況ビデオ検索装置」の特許（平成５年出願
平成１２年確定「特許第３０９９１０３号」）を有するほか、「３６０度全周撮
影映像の三次元化映像技術」を有し、その特許を申請中であり、本業務
を遂行するに必要な要件を備えた唯一の契約対象である。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3462 日本ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｻﾌﾞｳｪｲ㈱
共同溝入出管理ｼｽﾃﾑ整備検討業務委
託

石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年11月28日 15,750,000

関東地方整備局との協定に基づき共同溝の監視運営を行い、セキュリ
ティー上の極めて高い守秘義務を課せられた、責任ある業務を遂行でき
る唯一の契約対象機関である。よって、会計法第２９条の３第４項、予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により日本ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｻﾌﾞｳｪｲ
㈱と随意契約を締結するものである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3463 ㈱千代田設計
埼玉県警察学校生徒寮平成17年度工
事監理業務

内野井宗哉
東京第一営繕事務所
新宿区百人町3028-8

平成17年6月3日 3,622,500

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

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3464 ㈱千都建築設計事務所
成田空港合同庁舎平成17年度工事監
理業務

吉田弘
東京第二営繕事務所
墨田区立花1-24-1

平成17年5月18日 9,345,000

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

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3465 ㈱綜合技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 圏央道環境調査17C6

石川直幸
関東地方整備局東京湾岸道路調査事
務所
千葉県船橋市浜町2丁目5番2号

平成17年4月20日 26,250,000

本業務の履行にあたり、環境現地調査及び予測結果を踏まえた環境保
全措置の検討・評価を実施し、環境影響評価準備書を作成するため、過
年度に実施した環境現地調査及び予測結果について熟知している必要
がある。本業者は、平成１６年度に、生活環境系の項目について、現地
調査及び予測を実施しており、当該地域及び現地調査結果を熟知して
いるとともに、予測結果を十分に理解している。さらに、環境影響評価の
実施にあたり指導を受けている有識者から、今までに直接指導を受けて
いるため。（会計法２９条の３第４項、予算決算会計令第１０２条の４第３
号の規定に該当）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１８年度以降
実施予定）
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3466 ㈱長大 圏央道環境調査17C5

石川直幸
関東地方整備局東京湾岸道路調査事
務所
千葉県船橋市浜町2丁目5番2号

平成17年4月13日 38,640,000

本業務の履行にあたり、平成１７年４月から補足調査を実施する必要が
あり、契約直後に現地調査を行うため、調査内容及び調査対象の生息
状況等を十分把握している必要がある。さらに、環境影響評価準備書の
作成に際しては、環境現地調査結果を踏まえた予測・環境保全措置の
検討・評価を実施するため、過年度に実施した環境現地調査結果につ
いても熟知している必要がある。本業者は、平成１５、１６年度に、自然
環境系の項目について、現地調査を実施しており、当該地域、現地調査
結果、及び補足調査の必要性を十分熟知している。さらに、環境影響評
価の実施にあたり指導を受けている有識者から、今までに直接指導を
受けているため。（会計法２９条の３第４項、予算決算会計令第１０２条
の４第３号の規定に該当）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１８年度以降
実施予定）

3467 (社)日本森林技術協会 平成17年度ﾈｽﾞｺ管理検討業務

笛田俊治
関東地方整備局湯西川ﾀﾞﾑ工事事務
所
栃木県塩谷郡栗山村大字西川164

平成17年4月22日 4,067,700

当財団は、林業・樹木の生理・生体に関し高度な知識を有している。栗
山村天然記念物であるネズコの移植の検討に携わっており、移植時の
現地状況及び移植先の土壌など固有の他者が知り得ない情報をしてい
る。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１９年度より実
施予定）

3468 ｾﾝﾄﾗﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱
平成17年度湯西川下地区移転代替地
修正検討業務

笛田俊治
関東地方整備局湯西川ﾀﾞﾑ工事事務
所
栃木県塩谷郡栗山村大字西川164

平成17年5月17日 19,425,000

移転代替地の整備経緯、地元状況を継続して把握している必要があ
る。
当業者は平成１４年度標準プロポーザル方式により選定され、移転代替
地の整備経緯、現地の状況及び発注者の求める迅速性にも対応でき
る。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3469 ｾﾝﾄﾗﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱
平成17年度湯西川下地区移転代替地
修正検討業務(その2)

笛田俊治
関東地方整備局湯西川ﾀﾞﾑ工事事務
所
栃木県塩谷郡栗山村大字西川164

平成18年3月7日 15,960,000

移転代替地の整備経緯、地元状況を継続して把握している必要があ
る。
当業者は平成１４年度標準プロポーザル方式により選定され、移転代替
地の整備経緯、現地の状況及び発注者の求める迅速性にも対応でき
る。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3470 ㈱ﾄﾞｰｺﾝ 付替県道3号橋修正設計業務

笛田俊治
関東地方整備局湯西川ﾀﾞﾑ工事事務
所
栃木県塩谷郡栗山村大字西川164

平成18年3月1日 987,000
施工計画の一部修正のため、前業務からの継続的な視点が不可欠で
ある。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3471 ㈱建設環境研究所
平成17年度湯西川ﾀﾞﾑ環境調査検討
業務

笛田俊治
関東地方整備局湯西川ﾀﾞﾑ工事事務
所
栃木県塩谷郡栗山村大字西川164

平成17年5月12日 57,120,000

当調査地における現地調査、過年度に実施した調査経緯、情報を熟知
している必要がある。
平成１３年度に標準プロポーザル方式により選定され、現地の状況、希
少動植物の位置情報、調査経緯など他者が知り得ない情報を有してい
る。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１９年度より実
施予定）

3472 ㈱建設技術研究所 湯西川ﾀﾞﾑ本体実施設計業務(その2)

笛田俊治
関東地方整備局湯西川ﾀﾞﾑ工事事務
所
栃木県塩谷郡栗山村大字西川164

平成17年4月18日 40,005,000

本業務は、重要構造物であるダム本体実施設計に関する高度な知識が
必要な業務である。
このため、平成１６年度に本業務をも対象として実施した技術者評価型
標準プロポーザル方式により業者を選定し、契約を行った。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3473 ㈱建設技術研究所
平成17年度湯西川ﾀﾞﾑ施工計画及び
施工設備実施設計業務

笛田俊治
関東地方整備局湯西川ﾀﾞﾑ工事事務
所
栃木県塩谷郡栗山村大字西川164

平成17年4月20日 33,705,000
前年度、標準プロポーザル方式（技術者評価型）において選定したもの
で、前年度から継続して実施設計を行うことから、随意契約するもので
ある。（会計法第29条の3第4項）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3474 財)栃木県環境技術協会
平成17年度湯西川流域猛禽類調査検
討業務

笛田俊治
関東地方整備局湯西川ﾀﾞﾑ工事事務
所
栃木県塩谷郡栗山村大字西川164

平成17年4月1日 62,737,500

当財団は、県内の自然保護行政に関する幅広い知識を有するとともに、
過年度の調査により得られた、稀少動物の繁殖に関する情報など他者
が知り得えない情報を有している。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１９年度より実
施予定）

3475 財)林業土木ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ
湯西川ﾀﾞﾑ国有林野管理等影響検討
業務

笛田俊治
関東地方整備局湯西川ﾀﾞﾑ工事事務
所
栃木県塩谷郡栗山村大字西川164

平成17年12月22日 10,395,000
森林管理、森林施業の方策の基本計画を検討するため、国有林の森林
管理や森林施業に関する知識の他、林業土木技術に関する地検の蓄
積が不可欠である。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3476 住鉱ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 赤倉橋修正設計業務

笛田俊治
関東地方整備局湯西川ﾀﾞﾑ工事事務
所
栃木県塩谷郡栗山村大字西川164

平成17年4月25日 1,890,000
橋梁の添架物の追加及び配置の変更に伴う修正設計のため、前業務
からの継続的な視点が不可欠である。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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3477 日本技術開発㈱ 付替県道2号ﾄﾝﾈﾙ修正設計業務

笛田俊治
関東地方整備局湯西川ﾀﾞﾑ工事事務
所
栃木県塩谷郡栗山村大字西川164

平成17年9月12日 28,980,000
過年度に検討した設計の一部の修正設計、施工計画の修正等を行うた
め、前業務からの継続的な視点が不可欠である。（会計法第29条の3第
4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3478 ㈱建設環境研究所
H17土砂還元による下流河川環境の
再生検討業務

大嶋光男
二瀬ﾀﾞﾑ管理所
埼玉県秩父市大滝3875-1

平成17年6月9日 20,685,000

影響調査は、還元後一年間調査する必要があり、還元開始時期が例年
出水期以降のため各評価作業は、年度をまたがる必要がある。 終評
価は、前年度標準プロポーザル方式により受注、履行した左記業者が
もっとも適した業者として特定された。（会計法第２９条の３第４項予決令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１８年度以降
実施予定）

3479 ㈱北川原温建築都市研究所 二瀬ﾀﾞﾑ管理所実施設計業務
大嶋光男
二瀬ﾀﾞﾑ管理所
埼玉県秩父市大滝3875-1

平成17年5月31日 24,171,000

建築及び建築設備設計においては基本設計から実施設計まで一貫した
検討が必要な業務である。左記業者は平成１６年度に基本設計業務を
標準プロポーザル方式により受注し、完了しているため当該業務にもっ
とも適した業者として特定された。よって左記業者と随意契約を行うもの
である。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３号

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3480 日本工営㈱ H17貯水池周辺斜面評価業務
大嶋光男
二瀬ﾀﾞﾑ管理所
埼玉県秩父市大滝3875-1

平成17年6月9日 78,750,000

二瀬ダムの特性として年初より７月にかけて水位変動が激しくなるた
め、貯水池斜面は、水位により日々変動した影響を受けている。従って
貯水池斜面の詳細設計を行うためには長期にわたる様々な変動に応じ
た地すべり対策が必要である。そのような観点から前年に標準プロポー
ザル方式により同様の業務を受注、履行した左記業者がもっとも適して
いる。よって左記業者と随意契約を結ぶものである。（会計法第２９条の
３第４項予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１８年度以降
実施予定）

3481 ㈱ｴｰｽ
H17野上沢下流砂防堰堤構造検討業
務

田井中治
関東地方整備局日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面2390

平成18年1月23日 777,000

本業務の履行にあたっては、野上沢下流砂防堰堤の設計の考えを熟知
していることが不可欠である。同業者は、野上沢下流砂防堰堤の設計を
行っているため、野上沢の流域特性や水理的条件を熟知しているのみ
ならず、特殊構造である野上沢下流砂防堰堤の設計の考え方に精通し
ている。これらのことから、本業務の目的を適切かつ効率的に執行する
にあたっては、同業者と随意契約を結ぶことが も妥当と判断される。
（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3482 ㈱ﾀﾞｲﾐｯｸ H17野上沢導流堤検討業務
田井中治
関東地方整備局日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面2390

平成18年1月31日 840,000

本業務の履行にあたっては、野上沢下流砂防堰堤の導流堤の設計の
考え方を熟知していることが不可欠である。同企業は野上沢下流砂防
堰堤の設計を行い、その中において導流堤を提案し、各種の検討を行っ
ており、野上沢下流砂防堰堤における土砂流出特性や導流堤の構造、
設計の考え方について精通している。これらのことから、本業務の目的
を適切かつ効率的に執行するに当たっては同業者と随意契約を結ぶこ
とが も妥当と判断される。（会計法２９条第３第４項、予決例第１０２条
の４第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3483 ㈱ﾊﾟｽｺ H17根通り沢護岸工修正設計業務
田井中治
関東地方整備局日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面2390

平成18年3月17日 966,000

本業務の履行にあたっては、根通り沢の護岸工の設計の考え方を熟知
していることが不可欠である。下記企業は根通り沢において床固群の設
計を行い、根通り沢の流域特性や水理的基本条件を熟知しているのみ
ならず、床固工、護岸工、水制工等、根通り沢における一連の施設につ
いて構造や設計の考え方について精通している。これらのことから本業
務の目的を適切かつ効率的に執行するに当たっては、同業者と随意家
約を結ぶことが も妥当と判断される。（会計法２９条の３第４項、予決
令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3484 ㈱東京設計
H17日光資料整理及び文書等管理業
務

田井中治
関東地方整備局日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面2390

平成17年8月26日 12,075,000

同指名業者は、当事務所の文書管理システムを構築し、所内の文書管
理シムテムを熟知しているため、本件を円滑に行使することができ、シス
テムに障害が発生した場合においても迅速に対応することが出来る。以
上の観点から判断して、本件を行うための条件を満たす唯一の業者で
あり、同指名業者に行使させることが も適切かつ妥当である。

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より移行）

3485 東武建設㈱ H17慈観山腹工境界確認検測業務
田井中治
関東地方整備局日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面2390

平成17年9月2日 4,830,000

本業務は平成１６年度に実施された慈観山腹工境界確認検測業務と深
く関係する継続性を有している。同業者は林野庁から既往測量成果の
交付を受け次第、検測作業を開始するため、委託者との打合せや現地
踏査を実施しており、業務の履行にあたり、業務の目的、参照した情
報、関係機関との打合せにより得られた情報及び履行場所の現地状況
等の詳細を熟知する唯一の契約対象者であると判断されるため、随意
契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第３号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より移行）
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3486 応用地質㈱ 川原湯地区地下水検討業務
安田吾郎
関東地方整備局八ｯ場ﾀﾞﾑ工事事務所
群馬県吾妻郡長野原町大字与喜屋11

平成17年10月5日 4,935,000

別途実施された川原湯・打越地区におけるボーリング調査に携わり、現
地状況、調査時の状況や結果を十分に熟知し、データの解析・評価を直
ちに行うことが可能であるため。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１
０２条の４第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3487 ㈱建設技術研究所 H17吾妻川下流水環境影響検討業務
安田吾郎
関東地方整備局八ｯ場ﾀﾞﾑ工事事務所
群馬県吾妻郡長野原町大字与喜屋11

平成17年8月4日 40,005,000

過年度に標準プロポーザル方式においてモデル構築を評価項目として
選定され、本業務で使用するモデル構築を十分に熟知し、検証可能な
予測プログラムを唯一有するため（会計法第２９条の３第４項、予決令第
１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

3488 ㈱東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 付替国道145号3号橋架設設計
安田吾郎
関東地方整備局八ｯ場ﾀﾞﾑ工事事務所
群馬県吾妻郡長野原町大字与喜屋11

平成18年2月24日 5,670,000

八ッ場ダム関連における付替道路計画に熟知し、かつ、過年度において
３号橋本体の動的解析モデルを構築していおり、今回の設計において、
改めてモデルを構築することなく、架設の検討をすることができ、経済的
に有利であるため。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第
３号）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3489 国際航業㈱ H17八ﾂ場ﾀﾞﾑ関連交通量推計業務
安田吾郎
関東地方整備局八ｯ場ﾀﾞﾑ工事事務所
群馬県吾妻郡長野原町大字与喜屋11

平成17年6月27日 3,990,000

群馬県内における交通量データを有しているほか、１６年度、「八ッ場ダ
ム交通量推計業務」を実施しているため、八ッ場ダム関連における付替
道路計画について熟知しており、かつ、基礎データの再構築が不要とな
り、経済的に有利であるため。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０
２条の４第３号）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3490 国際航業㈱
H17八ｯ場ﾀﾞﾑ関連交通量推計業務(そ
の2)

安田吾郎
関東地方整備局八ｯ場ﾀﾞﾑ工事事務所
群馬県吾妻郡長野原町大字与喜屋11

平成18年1月26日 1,785,000

群馬県内における交通量データを有しているほか、１７年度、「Ｈ１７八ッ
場ダム交通量推計業務」を実施しているため、八ッ場ダム関連における
付替道路計画について熟知しており、かつ、基礎データの再構築が不
要となり、経済的に有利であるため。（会計法第２９条の３第４項、予決
令第１０２条の４第３号）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3491 財)群馬県農業公社 H17八ｯ場ﾀﾞﾑ代替農地検討業務
安田吾郎
関東地方整備局八ｯ場ﾀﾞﾑ工事事務所
群馬県吾妻郡長野原町大字与喜屋11

平成18年2月27日 9,240,000

群馬県発注の農地造成計画及び施設設計等の業務実績があり、八ッ場
ダム建設事業に係る群馬県発注の農地土壌調査業務等も実施するな
ど、農地造成、圃場整備、用排水及び暗渠排水等農地造成全体に関す
る専門知識及び、豊富な経験を有するため。（会計法第２９条の３第４
項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（公募を実施することで検討）

3492 財)中央温泉研究所 温泉源保全対策検討業務
安田吾郎
関東地方整備局八ｯ場ﾀﾞﾑ工事事務所
群馬県吾妻郡長野原町大字与喜屋11

平成17年6月29日 35,101,500

国内の多くの温泉地における配湯計画を立案するなど温泉に関する幅
広い知識や検討実績を有し、当該泉源の現況の湧出量変化について永
く分析に携わっていることから、当該泉源の湧出機構に精通しているた
め。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

3493 財)日本生態系協会 H17八ｯ場ﾀﾞﾑ周辺保全対策検討業務
安田吾郎
関東地方整備局八ｯ場ﾀﾞﾑ工事事務所
群馬県吾妻郡長野原町大字与喜屋11

平成17年6月22日 34,860,000

水源地における動植物の生態系、生息特性等に精通し、ダム事業周辺
における保全策について、計画的、継続的に提案する能力と事業関係
者への生態系保全に対する普及啓発の能力を有すしている。また、地
元住民とともに自然生態系保全対策としてのビオトープ整備を行い、環
境保全管理や勉強会を継続的に実施し、八ッ場ダム事業地周辺の自然
環境を熟知ししているため。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２
条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

3494 (社)砂防学会 H17土石流危険度調査検討業務
山下勝
富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-12-16

平成17年5月23日 4,935,000

富士川流域における地域特性を考慮した土砂生産・流出モデルの構
築、土石流危険度設定手法を確立するにあたっては、流量・水質と山腹
崩壊・土砂流出との相関性、衛星技術による地表状況の属性と変位の
把握、土石流・崩壊発生危険度の設定等各分野における高度且つ先進
的技術・研究成果を活用して、１つの総合プロジェクトとして遂行すること
が必要であり、これらの技術・ノウハウを持ち合わせた人材を一同に会
し、また本調査に必要な個別分野の成果を、調査目的に適合する形で
横断的・有機的にとりまとめることができる法人としては当該法人が も
適当である。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
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3495 ㈱建設環境研究所
水と緑の渓流づくり調査計画及び渓
流環境情報整理検討業務

山下勝
富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-12-16

平成17年4月1日 49,770,000

本業務の実施にあたっては、年次・季節を通じて同一レベルの調査が必
要であること、渓流環境情報のとりまとめ方針に基づいた調査が求めら
れること、各種調査結果が収集されるまで数ヶ年かかることから、当該
業務で立案された調査計画に基づく継続した調査を実施する必要があ
る。よって、平成１６年９月２７日建設コンサルタント選定委員会で特定さ
れた業者と随意契約を締結し、所期の目的を達成しようとするものであ
る。（会計法第２９条３第４項及び予算決算令第１０２条４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3496 ㈱建設技術研究所
H17魚類環境等追跡調査及び魚道整
備検討業務

山下勝
富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-12-16

平成18年1月11日 13,650,000

本業務の実施にあたっては、魚類の生息環境についてモニタリングを実
施すると共に、遡上実験の結果を施設設計に反映させる高度な技術と
知識を必要とする。また、当該業務で立案された調査計画及び検討手
法に基づく継続した調査・検討を実施する必要がある。当該業者は、平
成１６年度より当該業務において継続的な検討を実施しており、また同
種業務として、「平成１２年度越美砂防魚道機能評価検討業務委託」を
検討した実績もある。よって、成１６年１０月１３日建設コンサルタント選
定委員会で特定された業者と随意契約を締結する。（会計法第２９条２
第４項及び予算決算令第１０２条４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3497 日本ﾚｺｰﾄﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ 平成17年度文書管理支援業務
山下勝
富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-12-16

平成17年4月1日 25,137,000

本業務は、標準プロポーザル方式により契約した、平成１６年度文書管
理検討業務により整備した当事務所の文書管理体制を引継ぎ、運用す
る業務であり、前業務において導入した文書検索システムの改良も検討
するものである。システム導入を含めた文書管理体制については、技術
提案書提出時に経験・知識・能力等を審査しており、本業務についても
引き続き、当該業者と随意契約を行うのが妥当である。（会計法第２９条
の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より移行）

3498 (社)日本森林技術協会 ﾀﾞﾑ水源地域森林機能調査業務
仲川博雄
利根川ﾀﾞﾑ統合管理事務所長
群馬県前橋市元総社町593-1

平成18年2月13日 5,617,500

ダム貯水池と流域の森林の有機的な関連について多くの研究成果と高
度な知識を有し、本業務遂行に必要不可欠な流入物質による貯水池水
質収支シミュレーションモデルを作成しているため（会計法第29条の3第
4項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より公募を実施するこ
とで検討）

3499 ㈱建設技術研究所
H17吾妻川上流総合開発事業効果検
討業務

仲川博雄
利根川ﾀﾞﾑ統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成17年10月20日 25,746,000

本業務の遂行にあたっては、酸性水の流出及び中和対策に精通し、か
つ流出モデル及び水質モデルを一体とした予測モデルに関する豊富な
知識と高い技術力が不可欠である。さらに、本業務は平成１４年度実施
の「Ｈ１４吾妻川水質改善効果検討業務」において構築した水質予測シ
ステムを改良するものである。改良する水質予測モデルのプログラム
は、㈱建設技術研究所が作成し、プログラムの著作権を有している。以
上の事から本業務を遂行する上で十分な能力を有する唯一の契約相手
方である㈱建設技術研究所と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より公募を実施するこ
とで検討）

3500 ㈱日水ｺﾝ 利根川上流域流況予測ｼｽﾃﾑ改良業務
仲川博雄
利根川ﾀﾞﾑ統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成17年12月9日 10,815,000

日々の低水管理で使用している「利根川上流域流況予測システム」を開
発し特許及び使用権を所有し、システム改良に際システム停止や日々
の流況予測に支障を及ぼさない必要があるため（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より公募を実施するこ
とで検討）

3501 ㈱JFE設計 佐原宿舎増築基礎構造修正検討業務

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県佐原市佐原ｲ4149

平成17年7月5日 787,500

本業務は宿舎構造等を熟知した上での基礎構造の修正検討及び設計
を目的としているため、設計条件、地質、地形、周辺環境、宿舎構造、設
計経緯及び結果について熟知していれば軽微な修正検討及び設計とな
ることから、本業務を適切かつ経済的に行えるのは当業者以外にない。
（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

3502 ㈱ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ
平成17年度利根川下流域ｳﾅｷﾞ環境調
査

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県佐原市佐原ｲ4149

平成17年5月20日 30,187,500

利根川下流域に生息するウナギの調査を過去２年間にわたり実施して
いるとともに、学識経験者を含めた勉強会を開催するなど、利根川下流
域におけるウナギの生態について実践的かつ学問的に精通している唯
一の業者である。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102
条の4第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

3503 ㈱建設技術研究所 河口導流堤部河川整備計画検討業務

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県佐原市佐原ｲ4149

平成17年6月22日 27,720,000
平成１５年度に３ヶ年の標準プロポーザルを行った業務の３年目にあた
る。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）
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3504 ㈱建設技術研究所
平成17年度利根川下流河川整備基本
方針検討業務

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県佐原市佐原ｲ4149

平成17年6月27日 11,025,000

平成１５年度に２ヶ年の標準プロポーザルを行った業務において、行って
きた検討をさらに継続して行うものである。
また、迅速な業務遂行が求められる観点からも、工期的、経済的に有利
である。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第
3号）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3505 ㈱建設技術研究所 利根川下流部河道特性検討業務

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県佐原市佐原ｲ4149

平成17年6月27日 27,195,000
平成１６年度に２ヶ年の標準プロポーザルを行った業務の２年目にあた
る。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3506 ㈱東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 波崎地区排水施設他修正設計業務

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県佐原市佐原ｲ4149

平成17年11月10日 11,550,000

当該地区において平成１３年度、平成１６年度に検討した排水計画の修
正設計を行うものである。
排水施設の統合検討モデルを含めた過去の検討データを有しており、
経緯及び結果についても熟知していることから、本業務を適切かつ効率
的に遂行することができる。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会
計令第102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3507 国際航業㈱
平成17年度佐原広域交流拠点基本構
想検討業務

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県佐原市佐原ｲ4149

平成17年5月27日 58,485,000
平成１６年度に２ヶ年の即日プロポーザルを行った業務の２年目にあた
る。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3508 三井共同建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 利根川放水路検討業務

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県佐原市佐原ｲ4149

平成17年6月24日 28,350,000
平成１６年度に２ヶ年の標準プロポーザルを行った業務の２年目にあた
る。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3509 日本ﾚｺｰﾄﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ 平成17年度公文書等情報管理業務

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県佐原市佐原ｲ4149

平成17年4月1日 18,900,000
平成１５年度に３ヶ年の標準プロポーザルを行った業務の３年目にあた
る。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

3510 日本工営㈱ 利根川下流部堤防補強対策検討業務

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県佐原市佐原ｲ4149

平成17年9月29日 22,995,000
平成１６年度に２ヶ年の標準プロポーザルを行った業務の２年目にあた
る。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3511 日本物理探鑛㈱ 利根川河口部磁気探査測量業務

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県佐原市佐原ｲ4149

平成18年2月23日 9,502,500

「公共工事等における技術活用システム」のテーマ設定技術募集方式
（フィールド提供）対象業務であり、選定業者のみが、特殊な探査工法を
持ち、試行・評価のための費用負担に応じているため。（会計法第29条
の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3512 北斗測量調査㈱ 平成17年度横利根地区流量観測業務

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県佐原市佐原ｲ4149

平成17年9月28日 11,340,000

業務で使用する流速プロファイラーを搭載した無人ラジコンボートを独自
に開発・保有しているとともに、平成１６年度に利根下流管内において、
ＡＤＣＰによる流量と浮子流量との比較検討を行っていることから、豊富
な知識、経験を有しており、他業者では、信頼性のある観測精度が得ら
れないため。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令102条の4
第3号）

その他
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（公募を実施することで検討）

3513 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 利根川上流氾濫原管理検討業務

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所長
埼玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目19番
1号

平成18年1月30日 37,800,000

随意契約業者は、本業務で使用する計算プログラムのソースプログラム
について著作権を有している。また、本業務は、この計算プログラムを用
いて解析を行うこと、利根川上流の流域及び氾濫原を十分に熟知してい
る必要があることから、本業務を適切かつ経済的に行えるのは随意契
約業者以外にいない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3514 ㈱安井建築設計事務所
新川通防災複合施設(仮称)実施設計
業務

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所長
埼玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目19番
1号

平成17年5月31日 56,700,000

平成16年度のプロポーザルにより選定した基本設計業務に引き続いた
実施設計業務を行う業務である。プロポーザル時点において、防災施設
におけるゾーニング、動線計画等の設計上配慮する事項について提案
を求め、業務の実施方針及び手法が他社より優位であったため。（会計
法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
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3515 ㈱建設技術研究所 利根川上流高水流出解析等検討業務

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所長
埼玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目19番
1号

平成17年9月8日 57,750,000
過去の治水計画等を熟知しているとともに、近年の流出解析のモデル
改良を行っている実績を有することから、目的を達成出来る唯一の業者
と判断（会計法第29条の3第4項）

その他
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（公募を実施することで検討）

3516 ㈱水工工学研究所 刈草ﾘｻｲｸﾙ土質改良効果検討業務

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所長
埼玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目19番
1号

平成18年2月20日 12,600,000
関東地方建設局長と「複合盛土」の共同特許を取得しているため、他の
業者では業務を遂行できない。（会計法29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3517 財)日本生態系協会 平成17年度渡良瀬遊水地ﾊﾋﾞﾀｯﾄ調査

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所長
埼玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目19番
1号

平成17年4月1日 61,320,000

本業務で採用するHSIは、(財)日本生態系協会において日本で先駆的に
取り組んでいる評価手法であり、平成14年度より継続して本業務を実施
しており本業務の趣旨および内容を十分に熟知・理解していることから
本業務を遂行することが可能な唯一の公益法人であると判断。（会計法
第29条の3第4項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

3518 財)日本野鳥の会
平成17年度渡良瀬遊水地猛禽類調査
業務

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所長
埼玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目19番
1号

平成17年12月26日 4,147,500

渡良瀬遊水地における猛禽類に関する生息情報について、他の調査機
関のどこよりも熟知、精通しているとともに、年間を通じその生息環境を
十分に把握している。また平成12年度より継続して本業務を実施してお
り本業務の趣旨および内容を十分に熟知・理解していることから本業務
を遂行することが可能な唯一の公益法人であると判断。（会計法第29条
の3第4項）

その他
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（公募を実施することで検討）

3519 中央開発㈱ 刈草ﾘｻｲｸﾙｼｽﾃﾑ活用効果検討業務

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所長
埼玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目19番
1号

平成17年12月9日 9,870,000

「河川、砂防及び海岸」又は「土質及び基礎」の分野において、「地盤改
良」かつ「リサイクル」の実績のある業者から刈草業務全体の効率、刈
草リサイクル活用効果について、プロポーザルを活用し提案を求めた。
（会計法29条の3第4項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より移行することで検
討）

3520 日本工営㈱
平成17年度利根川上流情報提供検討
業務

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所長
埼玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目19番
1号

平成17年12月1日 45,150,000
前年度にプロポーザル方式にて選定され、その時の検討成果を引き継
いで検討する必要があるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3521 復建調査設計㈱ 五霞地先地質等調査業務

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所長
埼玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目19番
1号

平成17年12月2日 5,670,000
調査手法が特殊で特許登録されており、本業者が唯一実施できるため
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3522 川崎地質㈱
平成17年度下久保ﾀﾞﾑ貯水池地形測
量

郡司篤
利根川水系総合調査事務所
群馬県沼田市薄根町3392-1

平成17年6月14日 12,810,000

下久保ダム貯水池は急峻な谷地型であり、本業務に用いる当該業者の
測深技術（特許申請中）は谷地型の浅水域の密測な測量が可能である
ことから、業務目的を達成しうる唯一の業者である（会計法２９条の３第
４項及び予決令第１０２号の４第３号）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

3523 日本工営㈱
平成17年度利根川上流ﾀﾞﾑ群再編検
討業務

郡司篤
利根川水系総合調査事務所
群馬県沼田市薄根町3392-1

平成17年6月15日 71,400,000

本業務は、検討項目が多岐にわたり、かつ高度な知見が要求されるも
のであり、さらに検討に関する歩掛かりが整備されていないため、平成１
５年度に複数年の業務を想定し、標準プロポーザル方式により業者選
定を行ってきたところであり、その３年目にあたるものである。（会計法２
９条の３第４項及び予決令第１０２号の４第３号）

問題があるもの
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

3524 ㈱創建 広報誌作成業務
久保田勉
関東地方整備局宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年7月5日 17,272,500

当業務は標準ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式に基づく当事務所の取り組み及び道路愛
護思想の啓発を図るもので、実施方針・テーマの独創性・実現性におい
て他社より優れているため特定された会社のため
（会計法第２９条の３第４号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3525 ㈱綜合技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ H17新4号西裏高架橋詳細設計業務
久保田勉
関東地方整備局宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年9月22日 40,425,000

当業務は標準ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式に基づく西裏高架橋の橋梁詳細設計を行
うもので、技術者の専門知識及び業務内容の周知力・技術力において
他社より優れているため特定された会社のため
（会計法第２９条の３第４号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）
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3526 大日本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱
H17西那須野道路資料作成及び環境
調査業務

久保田勉
関東地方整備局宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年7月6日 34,545,000

当業務は標準ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式に基づく西那須野道路の道路構造の詳細
検討及び交差点予備設計を行うもので、技術者の専門知識及び業務内
容の周知力・技術力において他社より優れているため特定された会社
のため
（会計法第２９条の３第４号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3527 ㈱梓設計 甲府裁判所合同庁舎基本設計業務
門松武
関東地方整備局営繕部
さいたま市中央区新都心2-1

平成17年8月22日 25,200,000

プロポーザル方式を採用し、提出された技術提案書を総合的に評価し
た結果、 も優れていると評価された者を契約の相手方として特定し、
随意契約するものである。(会計法第２９条の３第４項,特例政令第１３条
第１項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3528 ㈱浦野設計 川崎公共職安設計業務
渡辺和足
関東地方整備局営繕部
さいたま市中央区新都心2-1

平成17年6月8日 42,000,000

プロポーザル方式を採用し、提出された技術提案書を総合的に評価し
た結果、 も優れていると評価された者を契約の相手方として特定し、
随意契約するものである。(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3529 ㈱久米設計 千葉裁判所合同庁舎基本設計業務
門松武
関東地方整備局営繕部
さいたま市中央区新都心2-1

平成17年10月13日 52,500,000

プロポーザル方式を採用し、提出された技術提案書を総合的に評価し
た結果、 も優れていると評価された者を契約の相手方として特定し、
随意契約するものである。(会計法第２９条の３第４項,特例政令第１３条
第１項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3530 ㈱荒井設計
茨城県警察機動隊庁舎･車庫棟設計
業務

渡辺和足
関東地方整備局営繕部
さいたま市中央区新都心2-1

平成17年6月6日 27,825,000

プロポーザル方式を採用し、提出された技術提案書を総合的に評価し
た結果、 も優れていると評価された者を契約の相手方として特定し、
随意契約するものである。(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3531 ㈱山下設計
国立感染症研究所ﾊﾝｾﾝ病研究ｾﾝﾀｰ新
研究実験棟平成17年度設計業務

門松武
関東地方整備局営繕部
さいたま市中央区新都心2-1

平成17年11月14日 47,775,000

プロポーザル方式を採用し、提出された技術提案書を総合的に評価し
た結果、 も優れていると評価された者を契約の相手方として特定し、
随意契約するものである。(会計法第２９条の３第４項,特例政令第１３条
第１項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3532 ㈱昭和設計
千葉地方検察庁分庁舎増築棟設計業
務

渡辺和足
関東地方整備局営繕部
さいたま市中央区新都心2-1

平成17年7月11日 18,375,000

プロポーザル方式を採用し、提出された技術提案書を総合的に評価し
た結果、 も優れていると評価された者を契約の相手方として特定し、
随意契約するものである。(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3533 ㈱日建設計
国立感染症研究所村山庁舎9号棟平
成17年度設計業務

門松武
関東地方整備局営繕部
さいたま市中央区新都心2-1

平成17年9月26日 124,215,000

プロポーザル方式を採用し、提出された技術提案書を総合的に評価し
た結果、 も優れていると評価された者を契約の相手方として特定し、
随意契約するものである。(会計法第２９条の３第４項,特例政令第１３条
第１項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3534 ㈱日本設計
立川法務総合庁舎(仮称)基本設計業
務

門松武
関東地方整備局営繕部
さいたま市中央区新都心2-1

平成17年10月20日 42,525,000

プロポーザル方式を採用し、提出された技術提案書を総合的に評価し
た結果、 も優れていると評価された者を契約の相手方として特定し、
随意契約するものである。(会計法第２９条の３第４項,特例政令第１３条
第１項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3535 ㈱豊建築事務所
関東管区警察学校道場体育館設計業
務

渡辺和足
関東地方整備局営繕部
さいたま市中央区新都心2-1

平成17年6月8日 39,900,000

プロポーザル方式を採用し、提出された技術提案書を総合的に評価し
た結果、 も優れていると評価された者を契約の相手方として特定し、
随意契約するものである。(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）
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3536 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ H17横湘ﾄﾝﾈﾙ設計(その1)業務
大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
横浜市神奈川区三ﾂ沢西町13番2号

平成17年7月26日 42,472,500

標準プロポーザル方式を活用し、管理技術者、担当技術者及び照査技
術者の評価、ヒアリングの総合評価において も優れ、良好な結果が得
られるため。
（会計法第29条の3第4）
（予決令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3537 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ H17厚木秦野道路交通検討業務
大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
横浜市神奈川区三ﾂ沢西町13番2号

平成17年7月11日 25,830,000

標準プロポーザル方式を活用し、管理技術者、担当技術者及び照査技
術者の評価、ヒアリングの総合評価において も優れ、良好な結果が得
られるため。
（会計法第29条の3第4）
（予決令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3538 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱
H17神奈川県東部地域における交通
検討業務

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
横浜市神奈川区三ﾂ沢西町13番2号

平成17年11月28日 16,800,000

技術力、経験、知識に関する技術提案を求める標準プロポーザル方式
を活用し、契約者の技術提案が総合的に も優れていたため。
（会計法第29条の3第4）
（予決令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3539 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱
H17神奈川地域道路評価資料作成業
務

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
横浜市神奈川区三ﾂ沢西町13番2号

平成18年1月12日 19,845,000

技術力、経験、知識に関する技術提案を求める標準プロポーザル方式
を活用し、契約者の技術提案が総合的に も優れていたため。
（会計法第29条の3第4）
（予決令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3540 ㈱ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 小田原箱根道路環境他資料作成業務
大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
横浜市神奈川区三ﾂ沢西町13番2号

平成18年3月24日 31,395,000

本業務を遂行するにあたっては、高度な技術、経験、知識を必要とする
ことから技術提案を求める標準プロポーザル方式を活用した。契約者
は、技術提案書において総合的に も優れた提案を行ったため。
（会計法第29条の3第4）
（予決令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3541 ㈱建設技術研究所 H17管内歩道橋他調査･対策検討業務
大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
横浜市神奈川区三ﾂ沢西町13番2号

平成17年11月22日 44,205,000

本業務を遂行するにあたっては、交通バリアフリー法に基づく移動円滑
化対策の検討のため高度な技術、経験を必要とすることから、専門技術
力・取り組み姿勢・コミュニケーション能力の各項目で競争し、全ての項
目で他社より優位であったが、特に「業務の着眼点」に取り組み姿勢の
優位性を評価したため。
適用法令（会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3542 ㈱東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 平成17年度交通事故対策検討他業務
大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
横浜市神奈川区三ﾂ沢西町13番2号

平成17年8月9日 69,090,000

本業務を遂行するにあたっては、事故発生要因の分析や事故対策立案
のため高度な技術、経験を必要とすることから、専門技術力・取り組み
姿勢・コミュニケーション能力の各項目で競争し、全ての項目で他社と同
等以上であったが、特に「実施方針」に取り組み姿勢の優位性を評価し
たため。
適用法令（会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3543 ㈱日本経済社 H17道路行政広報検討業務
大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
横浜市神奈川区三ﾂ沢西町13番2号

平成18年2月10日 27,468,000

技術力、経験、知識に関する技術提案を求める簡易公募型プロポーザ
ル方式を活用し、契約者の技術提案書が総合的に も優れた提案を
行ったため。
（会計法第29条の3第4）
（予決令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3544 ㈱博報堂 原宿交差点改良ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ検討業務
大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
横浜市神奈川区三ﾂ沢西町13番2号

平成18年3月30日 29,904,000

技術力、経験、知識に関する技術提案を求める標準プロポーザル方式
を活用し、契約者の技術提案が総合的に も優れていたため。
（会計法第29条の3第4）
（予決令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3545 三井共同建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ H17さがみ縦貫道路等交通検討業務
大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
横浜市神奈川区三ﾂ沢西町13番2号

平成17年9月15日 24,360,000

標準プロポーザル方式を活用し、管理技術者、担当技術者及び照査技
術者の評価、ヒアリングの総合評価において も優れ、良好な結果が得
られるため。
（会計法第29条の3第4）
（予決令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）
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3546 三井共同建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ H17管内交通調査企画検討業務
大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
横浜市神奈川区三ﾂ沢西町13番2号

平成17年9月8日 24,570,000

技術力、経験、知識に関する技術提案を求める標準プロポーザル方式
を活用し、契約者の技術提案が総合的に も優れていたため。
（会計法第29条の3第4）
（予決令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3547 日本ｼﾋﾞｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ H17横湘ﾄﾝﾈﾙ設計(その2)業務
大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
横浜市神奈川区三ﾂ沢西町13番2号

平成17年11月10日 51,975,000

標準プロポーザル方式を活用し、管理技術者、担当技術者及び照査技
術者の評価、ヒアリングの総合評価において も優れ、良好な結果が得
られるため。
（会計法第29条の3第4）
（予決令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3548 日本技術開発㈱
さがみ縦貫茅ヶ崎地区等橋梁照査業
務

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
横浜市神奈川区三ﾂ沢西町13番2号

平成18年3月28日 46,200,000

本業務を遂行するにあたっては、高度な技術、経験、知識を必要とする
ことから技術提案を求める標準プロポーザル方式を活用した。契約者
は、技術提案書において総合的に も優れた提案を行ったため。
（会計法第29条の3第4）
（予決令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3549 日本工営㈱ さがみ縦貫環境他資料作成業務
大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
横浜市神奈川区三ﾂ沢西町13番2号

平成18年3月24日 44,310,000

本業務を遂行するにあたっては、高度な技術、経験、知識を必要とする
ことから技術提案を求める標準プロポーザル方式を活用した。契約者
は、技術提案書において総合的に も優れた提案を行ったため。
（会計法第29条の3第4）
（予決令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3550 ㈱建設技術研究所 鬼怒川･小貝川水理解析検討業務

吉田高樹
関東地方整備局
下館河川事務所
茨城県筑西市二木成1753

平成17年8月5日 42,000,000

本業務は、鬼怒川･小貝川における水理解析を行い、基本高水の検討
や、水防災のテーマである氾濫シミュレーションの構築及び非常時にお
ける構造物の操作規則などの検討を行うものであり、高度で専門的な技
術が要求されたため、標準プロポーザル方式に基づく建設コンサルタン
ト等の特定手続きにおいて特定した。
（会計法第２９条の３第４項（予算決算及び会計令第１０２条の４第３号））

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3551 ㈱建設技術研究所 浸水想定区域図作成等業務

吉田高樹
関東地方整備局
下館河川事務所
茨城県筑西市二木成1753

平成17年12月22日 24,150,000

本業務は、浸水想定区域図を作成するための氾濫解析を実施し、浸水
想定区域図を作成するものであり、高度で専門的な技術が要求された
ため、標準プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続
きにおいて、特定した。（会計法第２９条の３第４項(予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号））

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3552 国際航業㈱
鬼怒川･小貝川利用推進計画検討業
務

吉田高樹
関東地方整備局
下館河川事務所
茨城県筑西市二木成1753

平成17年11月14日 32,235,000

鬼怒川･小貝川の利用推進全体計画(案)の検討にあたり効果的な検討
手法について提案するものであり、多くの流域自治体の意見を厚め河川
利用推進のために有効と考えられる施設を選定することから、技術者の
高い技術力が必要とされる。このため技術者の業務執行技術力、地域
精通度、専門技術力、取り組み姿勢、コミュニケーション力を評価し能力
をプロポーザルにより判断した。会計法第２９条の３第４項（予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3553 国際航業㈱ 広報の効果的手法検討業務

吉田高樹
関東地方整備局
下館河川事務所
茨城県筑西市二木成1753

平成18年3月9日 2,887,500

水害に対する市民の防災意識を持ち続けてもらうとともに、治水の重要
性及び河川整備を含めた河川そのものへの理解を深めてもらうための
効果的な広報手法について提案するもので、手法、能力をプロポーザル
により判断した。その結果、他社と比較して提案された技術提案が新し
い発想に優れているとともに、業務の理解度が優れていることから特定
した。（会計法第29条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3554 朝日航洋㈱
平成17年度関東地方整備局管内河川
航空ﾚｰｻﾞｰ測量業務

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成18年1月23日 69,982,500

本業務の遂行にあたっては、高度な技術や経験を必要とすることから、
専門技術力、経験、業務への取り組み姿勢や、計測の精度、手法につ
いての技術提案を求めるため簡易型プロポーザル方式を活用した。
当該請負業者は過去５年間に優良業務表彰を受けるなど専門技術力が
他社より優れていると判断できた。
（会計法第29条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

69,982,500
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3555 ㈱ﾄﾞｰｺﾝ
西の洲･甘田地区揚水機場概略設計
業務

唐澤仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所
茨城県潮来市潮来3510

平成17年7月25日 47,565,000

本業務は、2箇所の機場を連携させながら運転を行う必要があり、連携
した操作方法、操作設備の検討及び設計と業務内容が技術的に高度な
ものであり、専門的知識が必要であった。このためプロポーザル方式を
活用し、業務の実施方針、的確性、実現性を評価し、的確性、実現性が
他社より優位であったため。(会計法第29条の3第4項)

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3556 ㈱建設環境研究所 西の洲地区ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ検討業務
唐澤仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所
茨城県潮来市潮来3510

平成17年7月25日 18,375,000

本業務は、自然再生、水質浄化ふれあいの場の創出考慮したビオトー
プの提案及びファームポンドの設計と業務内容が技術的に高度なもの
であり、構想力・応用力が必要であった。このためプロポーザル方式を
活用し、業務の実施方針、的確性、実現性を評価し、的確性、実現性が
他社より優位であったため。(会計法第29条の3第4項)

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3557 ㈱建設技術研究所
平成17年度霞ヶ浦流出ﾓﾃﾞﾙ構築検討
業務

唐澤仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所
茨城県潮来市潮来3510

平成17年6月16日 43,050,000

本業務は、霞ヶ浦に も適した流出モデルを選定し、河川整備計画に必
要な霞ヶ浦流出モデルの構築を行うものである。検討にあたっては、昨
年度即日プロポーサル方式によって上記業者に特定したものである。
よって、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）に基づき
上記業者と随意契約を締結するものである。

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3558 ㈱水文環境
平成17年度霞ヶ浦湖沼管理観測計画
検討業務

唐澤仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所
茨城県潮来市潮来3510

平成17年7月22日 24,150,000

本業務は、総合的な湖沼管理の高度化に必要な霞ヶ浦の観測体制の
見直しと再構築を目的とし、今後の霞ヶ浦の管理体制の向上を図るもの
である。検討にあたっては、昨年度即日プロポーサル方式によって上記
業者に特定したものである。よって、会計法第２９条の３第４項（予決令
第１０２条の４第３号）に基づき上記業者と随意契約を締結するものであ
る。

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3559 ㈱東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
平成17年度常陸川水門魚道詳細設計
業務

唐澤仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所
茨城県潮来市潮来3510

平成18年3月9日 15,855,000

本業務は、霞ヶ浦河川事務所管内に設置されている常陸川水門におい
て魚道の設計を行うものである。検討にあたっては、今年度即日プロ
ポーサル方式によって上記業者に特定したものである。よって、会計法
第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）に基づき上記業者と随
意契約を締結するものである。

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3560 国際航業㈱ 平成17年度防災情報提供検討業務
唐澤仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所
茨城県潮来市潮来3510

平成18年2月21日 7,192,500

本業務は、洪水被害による人的被害を軽減するため、霞ヶ浦沿岸３市町
村の洪水ハザードマップ作成を支援し、住民の円滑かつ迅速な避難確
保を図るとともに、霞ヶ浦沿岸地域の防災力向上に資するものである。
検討にあたっては、今年度即日プロポーサル方式によって上記業者に
特定したものである。よって、会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２
条の４第３号）に基づき上記業者と随意契約を締結するものである。

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3561 三井共同建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 西の洲排水機場設計業務
唐澤仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所
茨城県潮来市潮来3510

平成17年7月25日 31,185,000

本業務は、既存施設の老朽化調査、補修方法、現況施設を有効利用し
た改築方法の検討及び設計と業務内容が技術的に高度なものであり、
専門的知識が必要であった。このためプロポーザル方式を活用し、業務
の実施方針、的確性、実現性を評価し、的確性、実現性が他社より優位
であったため。(会計法第29条の3第4項)

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3562 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 高浜移送対策実験等検討業務

羽鳥耕一
関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務
所
茨城県土浦市下高津2-1-3

平成17年7月5日 37,642,500

プロポーザル方式による特定手続きを活用し、技術者資格、業務執行
技術力、地域精通度及び専任制並びに技術提案書に基づき評価した結
果、 高評価点となり他社より比較優位になったため
（会計法第29条の3第4項、特例政令に該当）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3563 ㈱建設環境研究所 那珂川塩分遡上等調査検討業務

羽鳥耕一
関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務
所
茨城県土浦市下高津2-1-3

平成18年3月23日 43,995,000

プロポーザル方式による特定手続きを活用し技術者資格、業務執行技
術力、地域精通度及び専任性並びに技術提案書に基づき評価した結
果、 高評価点となり他社より比較優位となったため
（会計法第29条の3第4項、特例政令に該当）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3564 ㈱日水ｺﾝ H18霞ｹ浦導水事業管理運用検討業務

羽鳥耕一
関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務
所
茨城県土浦市下高津2-1-3

平成18年3月15日 39,585,000

プロポーザル方式による特定手続きを活用し技術者資格、業務執行技
術力、地域精通度及び専任性並びに技術提案書に基づき評価した結
果、 高評価点となり他社より比較優位となったため
（会計法第29条の3第4項、特例政令に該当）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）
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3565 日本ｴﾇ･ﾕｰ･ｴｽ㈱ H18ｱﾕ･ｻｹ実態調査業務

羽鳥耕一
関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務
所
茨城県土浦市下高津2-1-3

平成18年3月22日 48,300,000

プロポーザル方式による特定手続きを活用し、技術者資格、業務執行
技術力、地域精通度及び専任制並びに技術提案書に基づき評価した結
果、 高評価点となり他社より比較優位になったため
（会計法第29条の3第4項、特例政令に該当）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3566 日本ｴﾇ･ﾕｰ･ｴｽ㈱ H18霞ｹ浦導水AOD試験業務

羽鳥耕一
関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務
所
茨城県土浦市下高津2-1-3

平成18年3月22日 10,101,000

プロポーザル方式による特定手続きを活用し技術者資格、業務執行技
術力、技術提案項目等に基づき評価した結果、 高評価点となり他社よ
り比較優位となったため
（会計法第29条の3第4項、特例政令に該当）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3567 日本ｼﾋﾞｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 水戸ﾄﾝﾈﾙ状況把握等検討業務

羽鳥耕一
関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務
所
茨城県土浦市下高津2-1-3

平成17年9月27日 23,730,000

プロポーザル方式による特定手続きを活用し技術者資格、業務執行技
術力、技術提案項目等に基づき評価した結果、 高評価点となり他社よ
り比較優位となったため
（会計法第29条の3第4項、特例政令に該当）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3568 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ H17防災関係資料作成業務委託

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年9月7日 14,910,000

当業務を遂行するには高度な技術や経験を必要とすることから、技術
力、経験、業務に臨む体制などを含めた技術提案を求め、公平性、透明
性及び客観性が確保される標準プロポーザル方式により技術者の選定
が行われた。
パシフィックコンサルタンツ株式会社は、技術提案書において総合的に

も優れた提案を行った業者であり、上記業者と随意契約を行うもので
ある。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3569 ㈱建設技術研究所
平成17年度社会資本整備関連ﾃﾞｰﾀ管
理運用検討業務

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成18年2月10日 7,770,000

①国土交通本省及び各地方整備局の担当者が対外説明に活用・管理
している各種資料データをデータベース化するためのシステムを構築す
るものである。②システムの構築にあたり、効果的・効率的な各種資料
の管理運用方法を検討しそのシステムを整備する必要があるため、③
システム管理者の立場を考慮した提案とシステム利用者の立場を考慮
した提案について簡易公募型プロポーザル方式を活用し、その結果、④
他社よりも管理技術者の能力及び特定テーマに対する技術提案が特に
優れ、かつ総合的に も優れていたため。（会計法第２９条の３第４項、
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3570 ㈱三菱総合研究所
平成17年度関東の地域づくり検討業
務

門松武
関東地方整備局
さいたま県さいたま市中央区新都心
2-1

平成17年10月7日 14,910,000

当業務は、地域づくりに関する持続可能な活動展開支援の検討を行うも
のであり、業務契約にあたり同種又は類似業務として、地域の観光資産
などの活用及び景観の保全から地域活性化に関する業務実績を求め
た。
また、当業務の遂行には高度な技術や経験を必要とすることから、公平
性、透明性及び客観性が確保される標準プロポーザル方式により入札
契約手続を実施した。
評価項目として、参加表明者の経験及び能力、予定管理技術者の経験
及び能力、業務実施体制について評価することとし、評価の結果、参加
表明者の経験及び能力、予定管理技術者の経験及び能力において
（株）三菱総合研究所が比較優位であったことから、随意契約を行ったも
のである。（会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3571 大日本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱
｢環境共生･創造ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ｣ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ
検討業務

門松武
関東地方整備局
さいたま県さいたま市中央区新都心
2-1

平成17年9月28日 9,975,000

当業務は、環境計画等に関する情報収集・情報の共有化の検討等を実
施するものであり、業務契約にあたり同種又は類似業務の実績として、
環境との共生を踏まえた環境計画に関する業務実績を求めた。
また、当業務の遂行には高度な技術や経験を必要とすることから、公平
性、透明性及び客観性が確保される標準ロポーザル方式により入札契
約手続きを実施した。
評価項目として、参加表明者の経験及び能力、予定管理技術者の経験
及び能力、業務実施体制について評価することとし、評価の結果、参加
表明者の経験及び能力、予定管理技術者の経験及び能力において大
日本コンサルタント（株）が比較優位であったことから、随意契約を行っ
たものである。（会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）
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3572 日本技術開発㈱
平成17年度関東の社会資本整備ﾌｫﾛｰ
ｱｯﾌﾟ業務

門松武
関東地方整備局
さいたま県さいたま市中央区新都心
2-1

平成18年1月17日 14,910,000

当業務は、社会資本整備に関する計画立案に関する情報収集・評価指
標の検討等を実施するものであり、業務契約にあたり同種又は類似業
務の実績として、社会資本整備に関する整備計画かつ評価指標の設定
に関する業務実績を求めた。
また、当業務の遂行には高度な技術や経験を必要とすることから、公平
性、透明性及び客観性が確保される簡易公募型プロポーザル方式によ
り入札契約手続きを実施した。
評価項目として、参加表明者の経験及び能力、予定管理技術者の経験
及び能力、業務実施体制について評価することとし、評価の結果、参加
表明者の経験及び能力、予定管理技術者の経験及び能力において日
本技術開発（株）が比較優位であったことから、随意契約を行ったもので
ある。（会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3573 日本工営㈱ 首都圏地震対策検討業務

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年9月15日 19,950,000

当業務を遂行するには技術力や経験を必要とすることから、技術力、経
験、業務に臨む体制などを含めた技術提案を求め、公平性、透明性及
び客観性が確保される標準プロポーザル方式により技術者の選定が行
われた。
日本工営株式会社は、技術提案書において総合的に も優れた提案を
行った業者であり、上記業者と随意契約を行うものである。（会計法第２
９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3574
㈱建設環境研究所東京都豊島区東池
袋2-23-2

平成17年度連携事業環境影響評価検
討業務

石井正夫
関東地方整備局鬼怒川ﾀﾞﾑ統合管理
事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地14-3

平成18年3月27日 31,920,000

標準プロポーサル方式を活用し、「事後調査に向けてモニタリング計画
を的確にとらえているか」及び「環境レポートをわかりやすく表現する上
での着眼点」が調査、検討及び設計業務時に必要である。事後調査に
向けてモニタリング計画を的確にとらえているか及び環境レポートをわ
かりやすく（表現）する上での着眼点に対する具体的な取り組み方法を
記載させ、具体的な取り組み方法により特定した。（会計法第２９条の３
第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3575
国際航業㈱栃木県宇都宮市木幡1-1-
21ｵﾉｾﾋﾞﾙ

鬼怒川上流ﾀﾞﾑ群管内平面図作成業
務

石井正夫
関東地方整備局鬼怒川ﾀﾞﾑ統合管理
事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地14-3

平成17年10月25日 39,091,500
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ化された平面図の作成及び図化後の利用面を考慮する
ためにﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式に基づき、精度、コスト、具体的な利用方法等を評
価し特定した。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3576 ｾﾝﾄﾗﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱
平成17年度多摩川看板設計･整備計
画策定業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成18年2月7日 27,615,000

業務の遂行に当たっては、高度な知識が求められるとともに多岐分野で
の検討でもあり、業務に対する専門技術や幅広い知識が不可欠である
ため、本業務の業者選定に当たっては、技術者評価型標準ポロポーザ
ル方式による技術提案の提出を求めた。その結果、建設コンサルタント
選定委員会で、提出された技術提案書を審査の結果、現状の課題認
識、今後の整備計画など も優れた提案を行った業者と判断したため。
（会計法第29条の3第4項予算決算および会計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3577 ｾﾝﾄﾗﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 平成17年度多摩川魚道調査業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成18年3月3日 29,190,000

本業務は、多摩川にかかる河川横断工作物に設置された魚道や落差
工について魚類の遡上状況を調査するものである。また、調査結果から
遡上開始時期の予測・現況魚道の評価等を行い、今後の魚道整備・維
持管理等の基礎資料を検討するものであり、業務の遂行に当たっては、
高度な知識が求められるとともに多岐分野での検討でもあり、業務に対
する専門技術や幅広い知識が不可欠であるため、当業務の業者選定に
当たっては、技術者評価型標準プロポーザル方式による技術提案の提
出を求めた。その結果、建設コンサルタント選定委員会で、提出された
技術提案書を審査の結果、業務実績や調査目的を効率的に実施できる

も優れた提案を行った業者と判断したため。（会計法第29条の3第4項
予算決算および会計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3578 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ H17河川防災関連施設等検討業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年8月8日 26,670,000

本業務は、多摩川の河川防災関連施設の見直し及び関連事業との調
整を踏まえた比較設計、既設水門の耐震照査及び補強検討を行うにあ
たりプロポーザル方式を活用し、技術提案を求めたものである。その結
果、ヒアリングにおける専門技術力及び取り組み姿勢において、経済性
への配慮や避難民対応など新たな視点を踏まえた提案等、他社より優
れているため特定したものである。（会計法第２９条の３第４項、予算決
算および会計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）
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3579 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱
多摩川中流部土砂移動状況検証実験
業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年6月3日 31,500,000

本業務は、水理模型実験による流下能力改善対策を検討するためにプ
ロポーザル方式により技術提案書を求めたものである。その結果、ヒヤ
リングにおける専門技術及び取り組み姿勢において、業務の成果に大
きく関連する精度の高い水理模型実験の実施について具体的に提案す
るとともに、必要な検討事項の認識も他者より優れていたため特定した
ものである。（会計法第２９条の３第４項、予算決算および会計令第１０２
条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3580 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 多摩川堤防強化対策検討業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年8月8日 27,720,000

本業務は、多摩川の堤防護岸構造に関する検討を実施するものである
ことから、堤防構造に関する専門技術力が必要とされる業務であること
からプロポーザル方式を活用し、技術提案を求めた。その結果、ヒヤリ
ングにおける専門技術及び取り組み姿勢において、護岸の現状の課題
を踏まえ、コスト・維持管理を考慮した対応策を提案するとともに業務実
施上の課題について十分認識しており、専門技術力において他者より
優れていたため特定したものである。（会計法第２９条の３第４項、予算
決算および会計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3581 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 鶴見川河床変動検討業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年6月24日 38,325,000

本業務は鶴見川の平水時および洪水時の土砂収支メカニズムを把握す
るものであるため、高度な技術力が必要となりプロポーザル方式を活用
した。
当該業務には塩分遡上の解析、土砂収支の解析、河床変動計算の高
度な技術力が必要となる。検討にあたり管理技術者、担当技術者の河
床変動、塩分遡上の解析における技術力と鶴見川の特徴をとらえてい
るかという点、業務の着眼点、実施方針、を評価した結果他社より優位
であったため当該会社と随意契約を行った。（会計法第２９条の３第４
項、予算決算および会計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3582 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱
平成17年度相模川水系河道計画等検
討業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年6月24日 30,660,000

本業務は、相模川水系河川整備基本方針及び河川整備計画策定にあ
たり、プロポーザル方式を活用し、技術提案を求めたものである。本業
務の遂行に当たっては、既往の検討結果について精通しているばかりで
なく、豊富な経験や実績により、相模川流域の特性を活かした行程計画
及び治水方式のあり方について技術提案を求めたところ、ヒアリングに
おける専門技術力及び取り組み姿勢において、流域の特性をよく認識
し、高水流量検討など関係機関及び流域住民に対し理解しやすく、説得
力のある条件設定や、自然環境に配慮した河道計画の認識が他社より
優れていたため特定したものである。（会計法台２９条の３第４項、予算
決算および会計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3583 応用地質㈱ H17鶴見川護岸調査業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年10月7日 38,745,000

本業務の遂行に当たっては、矢板式護岸の調査・検討についての高度
な知識と業務に対する構想力や応用力が求められる。このため業者選
定に際して、標準プロポーザル方式を採用した。評価項目は、技術者資
格、業務執行技術力（専門技術力）、取り組み姿勢、コミュニケーション
力とした。応用地質株式会社は他社と比較して、業務執行技術力、取り
組み姿勢、コミュニケーション力において優位であったため、随意契約を
行うものである。
（会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3584 応用地質㈱ 新羽地区築堤護岸検討設計業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成18年1月17日 22,627,500

本業務の遂行に当たっては、堤防の護岸設計についての高度な知識と
業務に対する構想力や応用力が求められる。このため業者選定に際し
て、標準プロポーザル方式を採用した。評価項目は、技術者資格、業務
執行技術力（専門技術力）、取り組み姿勢、コミュニケーション力とした。
応用地質株式会社は他社と比較して、取り組み姿勢、コミュニケーション
力において優位であったため、随意契約を行うものである。
（会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3585 ㈱ｴｺｰ
平成17年度多摩川･相模川河口域環
境調査業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年12月19日 32,550,000

本業務は、多摩川・相模川の河口域の物理環境・生物生息環境の実態
を把握し、健全な河口域環境の保全・回復の検討のための調査を実施
するものであり、業務の遂行に当たっては、高度な知識が求められると
ともに多岐分野での検討でもあり、業務に対する専門技術や幅広い知
識が不可欠であため、当業務の業者選定に当たっては、技術者評価型
標準プロポーザル方式による技術提案の提出を求めた。その結果、建
設コンサルタント選定委員会で、提出された技術提案書を審査の結果、
業務実績、課題解決のための視点からの業務取り組み姿勢など も優
れた提案を行った業者と判断したため（会計法第29条の3第4項予算決
算および会計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）
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3586 ㈱ﾚｯｸ研究所 平成17年度多摩川環境学習検討業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年10月24日 24,171,000

本業務は、多摩川流域における環境学習の促進に資するため、川を教
材とした環境学習活動の活性化や情報交流をより一層推進するため
に、環境学習教材の検討、環境学習ネットワークの構築について、総合
的に検討を行うことを目的とし、業務の遂行に当たっては、高度な知識
が求められるとともに多岐分野での検討でもあり、業務に対する専門技
術や幅広い知識が不可欠であるため、当業務の業者選定に当たって
は、技術者評価型標準プロポーザル方式による技術提案の提出を求め
た。その結果、建設コンサルタント選定委員会で、提出された技術提案
書を審査の結果、課題に対する具体的な取り組み方針や業務に対する
取り組み姿勢など も優れた提案を行った業者と判断したため。（会計
法第29条の3第4項予算決算および会計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3587 ㈱協和ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ H17平瀬川橋梁上部工設計業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年11月9日 16,590,000

本業務は、河川内の緊急用河川敷道の渡河施設としての橋梁上部工
の詳細設計としてプロポーザル方式を活用し、技術提案を求めるたもの
である。その結果、ヒヤリングにおける専門技術及び取り組み姿勢にお
いて現地をよく認識し、河川への影響の軽減やコスト縮減等の提案が他
者より優れていたため特定したものである。（会計法第２９条の３第４項、
予算決算および会計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3588 ㈱建設環境研究所
H17多摩川緊急用河川敷道路概略設
計･検討業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年11月24日 23,310,000

本業務は、緊急用河川敷道路に関する概略設計及び未整備区間の代
替案等を求めてプロポーザル方式を活用し、技術提案を求めるたもので
ある。その結果、ヒヤリングにおける専門技術及び取り組み姿勢におい
て、地域防災計画との関連や関連施設の耐震化の必要性等十分な事
前調査が行われているとともに必要な検討事項の認識も他者より優れ
ていたため特定したものである。（会計法第２９条の３第４項、予算決算
および会計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3589 ㈱建設技術研究所 H17河川防災情報検討業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年8月9日 19,950,000

本業務は、わかりやすい河川情報のあり方について技術提案を求める
ためにプロポーザル方式を採用したものである。本業務の遂行に当たっ
ては、河川情報に精通しているばかりでなく、豊富な経験や実績により
新たな視点も織り交ぜた流域住民に受け入れられる河川情報のあり方
について技術提案を求めたところ、ヒヤリングにおける専門技術力として
の過去の実績や地域住民の意見を重視した取り組み姿勢などに優れて
いたことから特定したものである。（会計法第２９条の３第４項、予算決算
および会計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3590 ㈱建設技術研究所
H17多摩川緊急用河川敷道路測量調
査外業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成18年3月2日 23,835,000

本業務は、河川内の排水樋管水路部における緊急河川敷道路の渡河
施設の詳細設計を行うにあたり、プロポーザル方式を活用し、技術提案
を求めたものである。その結果、ヒアリングにおける専門技術力及び取
り組み姿勢において、過去の地震による被災実績等を踏まえた対策の
必要性や、施工性、コスト縮減等の提案が他社より優れているため特定
したものである。（会計法第２９条の３第４項、予算決算および会計令第
１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3591 ㈱建設技術研究所 鶴見川流域治水効果量解析検討業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年6月6日 44,940,000

新しい計画である流域水害対策計画を策定する上で基本的な治水の効
果量を算定する必要があり、高度な技術が必要なためプロポーザル方
式を活用した。
総合治水特定河川の検討に関わる業務、河川整備基本方針・河川整備
計画の検討に関わる業務を行っていたことが必要であり、また業務目的
及び当該河川の特性を十分把握・評価できていたか、広範な視野をもっ
て同種実績の業務に取り組んでいたかという点、的確性において業務
内容に関わる重要事項が明確か、実現性において提案を裏付ける説得
力があるか独創性において高度な検討・解析手法か、独自の検討・解
析手法の提案かという点において評価し他社より優位であるため当該
業者と随意契約を行った。（会計法第２９条の３第４項、予算決算および
会計令第１０２条の４第３号予算決算および会計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）
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3592 ㈱建設技術研究所 二ヶ領上河原堰改良予備設計業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年12月6日 43,050,000

本業務は、堰及び河川の改修に関する専門技術力が必要とされる堰の
予備設計であることからプロポーザル方式を活用し、技術提案を求める
たものである。その結果、ヒヤリングにおける専門技術及び取り組み姿
勢において、堰対策の課題について十分認識しているとともにコスト縮
減や維持管理を考慮した具体的な提案が示されるなど、専門技術力に
おいて他者より優れていたため特定したものである。（会計法第２９条の
３第４項、予算決算および会計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3593 ㈱建設技術研究所
平成17年度多摩川河床材料地質調査
業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成18年3月2日 20,527,500

本業務は、河道特性検討に資するための河床材料調査であり、河道特
性に関する専門技術力が必要とされることからプロポーザル方式を活用
し、技術提案を求めた。その結果、ヒヤリングにおける専門技術及び取
り組み姿勢において、河道の特性を踏まえ河床変動状況等を考慮した
調査方法の提案や既往調査結果との比較・要因分析実施の提案をう行
ういなど、業務の着眼点や取り組み姿勢において他者より優れていたた
め特定したものである。（会計法第２９条の３第４項、予算決算および会
計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3594 ㈱東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 鶴見川流域浸水解析検討業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年7月11日 39,480,000

本業務は治水施設の整備計画完了時における被害軽減効果、内水排
除との運転調整等の検討を行う必要があり、高度な技術が求められる
ためプロポーザル方式を活用した。当該業務は流域水害対策計画のメ
ニューを作成する際に必要となる内水排除ポンプの運転状況による親
水状況の変化、下水道の段階整備による被害効果の変化の検討など
高度な技術が必要となる。検討にあたり管理技術者、担当技術者の内
水排除ポンプの運転状況による親水状況の変化、下水道の段階整備に
よる被害効果の変化の検討における技術力と鶴見川の特徴をとらえて
いる点、業務の着眼点、実施方針を評価した結果他社より優位であった
ため当該会社と随意契約を行った。（会計法第２９条の３第４項、予算決
算および会計令第１０２条の４第３号予算決算および会計令第１０２条の
４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3595 ㈱東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
平成17年度多摩川事業再評価検討業
務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年7月26日 10,815,000

本業務は、河川法による法定計画である『多摩川水系河川整備計画』策
定から５年経過したことから、河川改修事業について再評価を行うに際
し、プロポーザル方式を採用し、業者選定において費用対効果検討を主
とした専門的な技術提案を求めるものである。専門技術として、事業再
評価だけでなく、河川における氾濫解析といった業務経験が必要とな
り、ヒアリング時にその専門的な技術力から裏付けられた受け応えや本
業務に対する前向きな意欲を評価し、特に専門的な技術力から裏付け
られた受け応えが他者より優れていたため特定したものである。（会計
法第２９条の３第４項、予算決算および会計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3596 住鉱ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 浅川堤防地質調査解析外業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成18年3月13日 33,810,000

本業務は、堤防の安全性照査方法及び堤防からの湧水調査方法につ
いてプロポーザル方式を活用し、技術提案を求めたものである。その結
果、ヒヤリングにおける専門技術及び取り組み姿勢において、解析モデ
ルの精度向上や照査結果のとりまとめ方法に関する具体的な提案が出
されるとともに、湧水調査に必要な検討事項の認識も他者より優れてい
たことから特定したものである。（会計法第２９条の３第４項、予算決算お
よび会計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3597 大日本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 鶴見川河道整備施工計画検討業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年11月30日 18,532,500

本業務は鶴見川の河道浚渫について 適な工法、施工性、運搬方法の
検討を行うため、高度な技術と経験が必要となりプロポーザル方式を活
用した。当該業務は河道浚渫の施工にあたり総合的な検討が必要なた
め、安全性、施行性、経済性、周辺環境等の検討における技術力、経験
が必要となる。検討にあたり管理技術者、担当技術者の施工性、経済
性、安全性、周辺環境の検討における技術力と鶴見川の特徴をとらえて
いるかという点、業務の着眼点、実施方針、を評価した結果他社より優
位であったため当該会社と随意契約を行った。（会計法第２９条の３第４
項、予算決算および会計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）
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3598 日本ｼﾋﾞｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 鶴見川洪水処理施設概略設計業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年11月24日 20,475,000

本業務は鶴見川の放水路についてのルートについて概略の検討を行う
ため、高度な技術と経験が必要なためプロポーザル方式を活用した。当
該業務は放水路ルート、規模等の総合的な検討が必要なため、施行
性、経済性、維持管理等の比較検討の技術力、経験が必要となる。検
討にあたり管理技術者、担当技術者の放水路の施工性、経済性、維持
管理の検討における技術力と鶴見川の特徴をとらえているかという点、
業務の着眼点、実施方針、を評価した結果他社より優位であったため当
該会社と随意契約を行った。（会計法第２９条の３第４項、予算決算およ
び会計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3599 日本建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 越流堤諸元詳細検討業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年7月11日 15,697,500

本業務は越流堤の形状の変化、全面の河道の変化を行えば今後の治
水効果が 適になるかということを検討するため、高度な技術が必要と
なるためプローポーザル方式を活用した。当該業務には越流堤の構造
検討、河道計画検討の高度な技術力が必要となる。
検討にあたり管理技術者、担当技術者が河道計画の業務に関わったこ
とがあるか、越流堤の構造の検討、鶴見川についての特徴をとらえてい
るか、業務の着眼点、実施方針、専門技術力の確認を行い、全てにおい
て他社より優位あったため当該会社と随意計画を行った。（会計法第２９
条の３第４項、予算決算および会計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3600 日本建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 多摩川河道特性評価手法検討業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年12月7日 34,755,000

本業務は、河道特性を把握するため河道モニタリング計画を検討するた
めにプロポーザル方式により技術提案書を求めたものである。その結
果、河道特性の把握に関する豊富な経験を有しているとともに、ヒヤリン
グにおける専門技術及び取り組み姿勢において、モニタリングの定義を
明確にしつつ具体的な実施方針を提案するなど、業務の着眼点や取り
組み姿勢が他社よりも優れていたため特定したものである。（会計法第
２９条の３第４項、予算決算および会計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3601 日本建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 調布取水堰評価検討業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年7月14日 19,215,000

業務の遂行に当たっては、高度な知識が求められるとともに多岐分野で
の検討でもあり、業務に対する専門技術や幅広い知識が不可欠である
ため、当業務の業者選定に当たっては、総合評価型プロポーザル方式
による技術提案の提出を求めた。建設コンサルタント選定委員会で、提
出された技術提案書を審査の結果、本業務の実施に当たっての課題を
把握しているとともに対応策など も優れた提案を行った業者と判断し、
本業務の目的を適切かつ効率的に執行するに当たっては、本業者と随
意契約を結ぶことが妥当と判断した。（会計法第29条の3第4項予算決
算および会計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3602 日本建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 鶴見川河道計画検討業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年7月11日 46,410,000

本業務は鶴見川の河川整備計画の主要な部分を担う河道の整備メ
ニューについて検討を行うことにより、高度な技術と河川の特性を十分
把握しているかということが必要となるため、プロポーザル方式を活用。
整備計画策定のため、河道整備における 適なメニューの検討が必要
となる
検討にあたり管理技術者、担当技術者が河道計画及び洪水調節施設
検討の業務に関わったことがあるか、業務の着眼点、実施方針、専門技
術力の確認を行い、他社より優位あったため当該会社と随意計画を行っ
た。（会計法第２９条の３第４項、予算決算および会計令第１０２条の４第
３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3603 日本建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱
鶴見川土壌無害化処理地地質調査外
業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成18年3月23日 34,083,000

本業務は軟弱地盤での築堤の設計を行うものであり、検討には技術と
経験が必要なためプロポーザル方式を活用した。当該業務は軟弱地盤
での築堤護岸の検討には軟弱地盤解析の技術力、経験が必要となる。
検討にあたり管理技術者、担当技術者の軟弱地盤解析と築堤の検討に
おける技術力と鶴見川の特徴をとらえているかという点、業務の着眼
点、実施方針、を評価した結果他社より優位であったため当該会社と随
意契約を行った。（会計法第２９条の３第４項、予算決算および会計令第
１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）
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3604 日本工営㈱
平成17年度京浜河川事務所GISｼｽﾃﾑ
改良更新検討業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成18年1月20日 21,315,000

本業務は、当事務所内における「河川ＧＩＳシステム」の更なる有効活用
について、所内の情報共有、業務の効率化を目的とする検討、また、広
く一般に公開する「河川ＧＩＳシステム」の検討などを行うことに際し、プロ
ポーザル方式を採用し、業者選定において河川情報システム及びその
情報提供に関する組織的な技術提案を求めるものである。本業務に際
しては、事務所組織体制等を勘案した「河川ＧＩＳシステム」利用及び浸
水想定区域表示を搭載した一般公開用「河川ＧＩＳシステム」に対する的
確かつ説得力のある留意点を検討する必要があり、ヒアリング時にそれ
ら留意点に対して裏付けある受け応え及び本業務に対する前向きな意
欲を評価し、特に説得力のある留意点の提示、並びにヒアリング時の裏
付けある受け応えが他社より優れていたため特定したものである。（会
計法第２９条の３第４項、予算決算および会計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3605 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 利根運河･坂川等堤防調査検討業務
高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年10月24日 9,975,000

本業務は、高度な知識及び豊かな経験を必要とすることからプロポーザ
ル方式を活用し、当該業者を特定した。当該契約に必要な要素は、河川
堤防質的整備等に係る高度な知識、解析技術および豊富な経験の蓄積
であり、総合評価を指標目的として他社より比較優位であったため。(会
計法２９条の３第４項、予算決算及び会計令１０２条の４第３号)

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3606 ㈱ｴｺｰ
平成17年度綾瀬川ﾙﾈｯｻﾝｽ2計画検討
業務

高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年7月6日 37,275,000

本業務は、高度な知識及び豊かな経験を必要とすることからプロポーザ
ル方式を活用し、当該業者を特定した。当該契約に必要な要素は、住民
参画手法、汚濁シミュレーション、教育連携事業施策であり、技術者評
価を指標項目として他社より比較優位であったため。（会計法第29条の3
第4項、予算決算及び会計令102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3607 ㈱建設技術研究所 江戸川洪水流拡散状況調査業務
高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年6月15日 19,425,000

本業務は、高度な知識及び豊かな経験を必要とすることからプロポーザ
ル方式を活用し、当該業者を特定した。当該契約に必要な要素は、調査
計画及び手法、基礎データ解析手法であり、総合評価を指標項目として
他社より比較優位であったため。（会計法２９条の３第４項、予算決算及
び会計令１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3608 ㈱東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 行徳可動堰機能保全調査検討業務
高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年10月25日 47,670,000

本業務は、高度な知識及び豊かな経験を必要とすることからプロポーザ
ル方式を活用し、当該業者を特定した。当該契約に必要な要素は、河口
堰の現況機能評価や治水計画及び構造物の継続利用における施設補
修手法に関する専門的な知識であり、総合評価を指標項目として他社よ
り比較優位であったため。（会計法２９条の３第４項、予算決算及び会計
令１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3609 ㈱東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 首都圏外郭放水路操作運用検討業務
高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年11月10日 19,425,000

本業務は、高度な知識及び豊かな経験を必要とすることからプロポーザ
ル方式を活用し、当該業者を特定した。当該契約に必要な要素は、同種
又は類似業務の実績と技術力ならびに高度な知識であり、総合評価を
指標項目として他社より比較優位であったため。（会計法２９条の３第４
項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3610 ㈱東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 排水機場耐水対策検討業務
高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成18年1月20日 7,350,000

本業務は、高度な知識及び豊かな経験を必要とすることからプロポーザ
ル方式を活用し、当該業者を特定した。当該契約に必要な要素は、排水
機場の構造や機能等に関する土木・建築・機械・電気に関する総合的な
専門知識を有し、かつ排水機場の耐水対策に対する経験や高度な知識
であり、総合評価を指標項目として他社より比較優位であったため。(会
計法第２９条の３第４項および予算決算会計令１０２条の４第３号)

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3611 ㈱日水ｺﾝ
平成17年度江戸川･坂川ﾙﾈｯｻﾝｽ2計画
検討業務

高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年6月9日 21,945,000

本業務は、高度な知識及び豊かな経験を必要とすることからプロポーザ
ル方式を活用し、当該業者を特定した。当該契約に必要な要素は、住民
連携施策、分かりやすい水質指標であり、総合評価を指標項目として他
社より比較優位であったため。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び
会計例102条の4第3項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3612 国際航業㈱
平成17年度坂川利用推進全体計画検
討業務

高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成18年1月16日 10,815,000

本業務は、高度な知識及び豊かな経験を必要とすることからプロポーザ
ル方式を活用し、当該業者を特定した。当該契約に必要な要素は、河川
環境整備及び水辺空間の創出についての高度な知識であり、総合評価
を指標項目として他社より比較優位であったため。(会計法２９条の３第４
項、予算決算及び会計令１０２条の４第３号)

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）
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3613 日本ｼﾋﾞｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 外郭放水路ﾄﾝﾈﾙ内調査業務
高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年11月8日 33,285,000

本業務は、高度な知識及び豊かな経験を必要とすることからプロポーザ
ル方式を活用し、当該業者を特定した。当該契約に必要な要素は、同種
又は類似業務の実績と技術力ならびに高度な知識であり、総合評価を
指標項目として他社より比較優位であったため。（会計法２９条の３第４
項、予算決算及び会計令１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3614 ㈱ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 道路環境調査その2
廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成18年2月15日 18,900,000

標準プロポーザル方式により選定した結果、予定技術者の経験及び能
力、業務の実施方針、業務実施手法等、総合的に優れた上記業者と契
約することにより良好な結果が得られることから随意契約とするものであ
る。（会計法第２９条の３第４項予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3615 ㈱建設技術研究所
平成17年度峡北地区道路整備検討他
業務

廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成18年1月27日 25,935,000

標準プロポーザル方式（技術者評価型）により業者を選定し、管理技術
者、担当技術者、管理技術者ヒアリングにおいて、総合評価した結果、
㈱建設技術研究所が他社より優れていた。（会計法第２９条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3616 ㈱長大 H17交通事故調査･対策検討業務
廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年8月30日 57,960,000

本業務を遂行するにあたっては、高度な技術、経験、知識を必要とする
ことから、技術力、経験、知識に関する技術提案を求める技術者評価型
ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式により、請負者の選定を行った。
株式会社長大は技術提案書において総合的に も優れた提案を行った
業者である。
（会計法第29条3-4予決例02条の4第3号)

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3617 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 河川案内ｻｲﾝ設計業務
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年9月27日 27,195,000
河川利用者への案内サイン作成の過程において、周辺地域の知見を反
映する方策について評価した結果、実施方針の現実性・的確性につい
て他社より優位であると判断（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3618 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱
平成17年度荒川ﾛｯｸｹﾞｰﾄ･ﾋﾙ整備計画
検討業務

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年9月27日 45,045,000
「荒川ロックゲート・ヒル整備計画の検討方針」及び「防災ステーションの
整備方針」の提案内容について、的確性、実現性、独創性を評価した結
果、実現性について他社よりも優位と判断（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3619 ㈱建設企画ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
平成17年度福祉の荒川づくり推進業
務

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年6月13日 37,065,000
福祉の荒川づくりに関して地域住民との連携の展開方針及び今後の事
業取組検討方針について評価した結果、実施方針の現実性・的確性に
ついて他社より優位であると判断（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3620 三井共同建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱
平成17年度ｱｸｾｽ坂路詳細設計業務
(その2)

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年6月14日 33,285,000
坂路の構造、コスト、施工性等比較検討の提案について総合的に判断
した結果、的確性及び実現性においていずれも優位であると判断（会計
法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3621 朝日航洋㈱
河川航行情報図更新のための河床ﾓﾆ
ﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ設計業務

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成18年2月1日 34,545,000
船舶の安全通航確保方法等の提案について総合的に評価した結果、資
料の的確性及び実現性においていずれも優位であると判断（会計法第２
９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3622 電設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱
管内ﾈｯﾄﾜｰｸ監視･管理ｼｽﾃﾑ等検討業
務

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年9月27日 18,690,000

事務所管内ＩＰネットワークの「監視・監理システムに関する検討方針」及
び「ネットワーク障害時の復旧マニュアルの策定方針」の提案内容につ
いて、的確性、実現性を評価した結果、いずれも他社よりも優位であると
判断（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3623 東京ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱
平成17年度ｱｸｾｽ坂路詳細設計業務
(その1)

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年6月13日 28,350,000
坂路の構造、コスト、施工性等比較検討の提案について総合的に判断
した結果、的確性及び実現性においていずれも優位であると判断（会計
法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3624 日本工営㈱ 平成17年度情報ﾈｯﾄﾜｰｸ推進検討業務
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年6月20日 46,620,000
新荒川コミュニティネット推進の具体化に向けて実施する「水災害を対象
とした社会実験」について評価した結果、専門性，的確性，実現性にお
いて他社より優位であると判断（会計法第29条の3第4項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）
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3625 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱
平成17年度荒川上流河川整備計画検
討業務

今村能之
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-12

平成18年2月1日 13,440,000

本業務を遂行するにあたっては、河川整備計画策定に向けて必要とな
る意見を聞く場の提供・運営方針に精通していること、また、河川整備基
本方針・河川整備計画における河川技術に関する高度な知識や経験が
必要不可欠である。上記業者は、本業務遂行において適正な業者を選
定するために、「意見反映のための措置検討方針」「分かりやすい資料
の作成方針」について技術提案を求めた標準プロポーザル方式により、

も技術的に優れた業者として特定されている。よって、上記業者と随
意契約を結ぶものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条
の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3626 ㈱ｱｲ･ｴﾇ･ｴｰ 荒川上流ﾀﾞﾑ地形地質踏査業務
今村能之
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-12

平成17年12月26日 21,000,000

本業務を遂行するにあたっては、ダムに関する地形地質調査、地形地
質解析に精通していること、また、荒川上流再開発事業の事業方針を位
置付けるうえでダム再開発事業に関する高度な知識や経験が必要不可
欠である。上記業者は、本業務遂行において適正な業者を選定するた
めに、技術提案を求めた標準プロポーザル方式により、 も技術的に優
れた業者として特定されている。よって、上記業者と随意契約を結ぶも
のである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条第４項３）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3627 ㈱環境調査技術研究所
二瀬ﾀﾞﾑ選択取水設備詳細設計等検
討業務

今村能之
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-12

平成17年10月11日 38,587,500

本業務を遂行するにあたっては、選択取水設備の設計に精通しているこ
と、また、冷濁水対策及びダム水質シミュレーションに関する高度な知識
や経験が必要不可欠である。上記業者は、本業務遂行において適正な
業者を選定するために、「二瀬ダムの特性を踏まえた冷濁水改善（多段
フロート式取水設備）方策の検討方針」「コスト縮減を考慮した設計基本
条件の検討方針」について技術提案を求めた標準プロポーザル方式に
より、 も技術的に優れた業者として特定されている。よって、上記業者
と随意契約を結ぶものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０
２条第４項３）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3628 ㈱建設技術研究所 荒川水系利水計画等検討業務
今村能之
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-12

平成17年8月10日 34,545,000

本業務を遂行するにあたっては、維持流量及び正常流量の検討、ダム
の容量再編成及び、ダム再開発に精通していること、また、荒川の利水
計画に関する高度な知識や経験が必要不可欠である。上記業者は、本
業務遂行において適正な業者を選定するために、技術提案を求めた標
準プロポーザル方式により、 も技術的に優れた業者として特定されて
いる。よって、上記業者と随意契約を結ぶものである。（会計法第２９条
の３第４項、予決令第１０２条第４項３）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3629 日本建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱
平成17年度荒川水系統合管理検討業
務

今村能之
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-12

平成18年1月17日 12,862,500

本業務を遂行するにあたっては、統合管理に関しての現状や問題点に
ついて精通しており、かつ、荒川水系の河川特性や、水利用特性、流域
の諸施設の現状や問題点についても熟知・精通している必要がある。上
記業者は、本業務遂行において適正な業者を選定するために、技術提
案を求めた標準プロポーザル方式により、 も技術的に優れた業者とし
て特定されている。よって、上記業者と随意契約を結ぶものである。（会
計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条第４項３）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3630 ㈱ﾄﾞｰｺﾝ 道路整備効果検討業務
村山一弥
関東地方整備局高崎河川国道事務所
群馬県高崎市栄町6-41

平成17年6月9日 41,580,000

業務の遂行にあたり高い技術力が必要であることから、標準プロポーザ
ル方式(総合評価型)を活用。配置予定技術者の経験・能力、特定テーマ
に関する技術提案等を総合的に評価し選定。特定業者は「特定テーマ」
に関する提案において他社より優れていた。(会計法第２９条の第３第４
項)

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3631 ㈱建設技術研究所
平成17年度烏･神流川治水計画検討
業務

村山一弥
関東地方整備局高崎河川国道事務所
群馬県高崎市栄町6-41

平成17年6月14日 37,275,000

本業務は、技術者の高度な専門知識及び技術力が必要であるため「技
術者評価型ポロポーザル方式」を活用した者である。特定にあたっては
技術者評価（資格、技術者の経験等）及びヒアリング（専門技術力、取り
組み姿勢、コミュニケーション力）を評価したものである。特定された業者
はヒアリングにおいて他社より優位であった。(会計法第２９条の第３第４
項)

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3632 ㈱綜合技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 上武道路8工区橋梁予備設計
村山一弥
関東地方整備局高崎河川国道事務所
群馬県高崎市栄町6-41

平成17年10月14日 58,380,000

業務の遂行にあたり高い技術力が必要であることから、標準プロポーザ
ル方式(技術者評価型)を活用。配置予定技術者の経験・能力等を総合
的に評価し選定。特定業者は「ヒアリング」において他社より優れてい
た。
(会計法第２９条の第３第４項)

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）
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3633 ㈱長大 綾戸ﾊﾞｲﾊﾟｽ橋梁予備設計
村山一弥
関東地方整備局高崎河川国道事務所
群馬県高崎市栄町6-41

平成17年12月8日 56,805,000

業務の遂行にあたり高い技術力が必要であることから、標準プロポーザ
ル方式(技術者評価型)を活用。配置予定技術者の経験・能力等を総合
的に評価し選定。特定業者は「ヒアリング」において他社より優れてい
た。
(会計法第２９条の第３第４項)

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3634 新日本開発工業㈱ 前橋笠懸道路環境検討業務
村山一弥
関東地方整備局高崎河川国道事務所
群馬県高崎市栄町6-41

平成17年6月7日 24,937,500

業務の遂行にあたり高い技術力が必要であることから、標準プロポーザ
ル方式(技術者評価型)を活用。配置予定技術者の経験・能力等を総合
的に評価し選定。特定業者は「ヒアリング」において他社より優れてい
た。
(会計法第２９条の第３第４項)

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3635 日本ｼﾋﾞｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 綾戸ﾊﾞｲﾊﾟｽﾄﾝﾈﾙ予備設計
村山一弥
関東地方整備局高崎河川国道事務所
群馬県高崎市栄町6-41

平成17年12月26日 26,145,000

業務の遂行にあたり高い技術力が必要であることから、標準プロポーザ
ル方式(技術者評価型)を活用。配置予定技術者の経験・能力等を総合
的に評価し選定。特定業者は「ヒアリング」において他社より優れてい
た。
(会計法第２９条の第３第４項)

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3636 日本技術開発㈱ 新三国ﾄﾝﾈﾙ地質調査
村山一弥
関東地方整備局高崎河川国道事務所
群馬県高崎市栄町6-41

平成17年10月13日 27,510,000

業務の遂行にあたり高い技術力が必要であることから、標準プロポーザ
ル方式(技術者評価型)を活用。配置予定技術者の経験・能力等を総合
的に評価し選定。特定業者は「ヒアリング」において他社より優れてい
た。
(会計法第２９条の第３第４項)

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3637 ㈱環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究所
大町･松川地区林間ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝｿﾞｰﾝ公
園施設建築設計業務

片山壮二
関東地方整備局国営ｱﾙﾌﾟｽあづみの
公園事務所
長野県安曇野市穂高牧149-12

平成17年12月21日 54,652,500

本業務は大町・松川地区の核となる施設を従来の公園施設の概念にと
らわれない自由な発想で設計を行うために簡易公募型プロポーザル方
式にて手続きを進めたものである。特定するにあたり適正な実施方針、
手法、体制及び基本的な考え方等について審査したところ、契約の相手
方は適正な実施方針、手法について他社より比較優位であったことから
随意契約の相手方として特定したものである。（会計法第29条の3第4
項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3638 ㈱野生動物保護管理事務所 平成17年度大型哺乳類調査検討業務

片山壮二
関東地方整備局国営ｱﾙﾌﾟｽあづみの
公園事務所
長野県安曇野市穂高牧149-12

平成17年6月15日 29,400,000

本業務は大型哺乳類の行動調査を行い、その生態を熟知した上で公園
管理における対応策について検討を行うため標準プロポーザル方式に
て手続きを進めたものである。特定するにあたり、専門的な知識と豊富
な経験、技術提案の内容について審査したところ、契約の相手方はその
いずれも他社より比較優位であったことから随意契約の相手方として特
定したものである（会計法第29条の3第4項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3639 朝日航洋㈱
国営ｱﾙﾌﾟｽあづみの公園三次元ﾃﾞｰﾀ
作成業務

片山壮二
関東地方整備局国営ｱﾙﾌﾟｽあづみの
公園事務所
長野県安曇野市穂高牧149-12

平成17年10月25日 22,470,000

本業務は航空写真測量技術を活用した効率的な三次元データ作成につ
いて先進的な技術提案を受けるため標準プロポーザル方式にて手続き
を進めたものである。特定するにあたり、航空写真測量技術や三次元
データの取り扱いに関する高度な知見・技術力について審査したところ、
契約の相手方は三次元データの取得方法について他社より比較優位で
あったことから随意契約の相手方として特定したものである。（会計法第
29の3第4項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3640 ㈱ｱｲ･ｴﾇ･ｴｰ 常陸海浜公園安全管理検討業務

桑原正直
国営常陸海浜公園事務所
茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-
4

平成17年7月1日 7,875,000

本業務は公園内の危機管理と広域防災拠点としての検討を行うもの
で、高度な技術力と経験を必要とするため、技術力、経験に関する技術
提案を求める標準プロポーザル方式により、総合的に優位であった業者
を特定した(会計法第29条の3第4項)

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

7875000

3641 ㈱ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 園内動線検討業務

桑原正直
国営常陸海浜公園事務所
茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-
4

平成17年12月27日 6,405,000

本業務は公園内の実態把握と問題解決を行うもので、高度な技術力と
経験を必要とするため、技術力、経験に関する技術提案を求める標準プ
ロポーザル方式により、総合的に優位であった業者を特定した(会計法
第29条の3第4項)

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

6405000

3642 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ H17地域高規格道路整備検討業務
吉木務
関東地方整備局首都国道事務所
千葉県松戸市竹ヶ花86

平成17年10月14日 29,820,000

当業務においては、現況・将来交通状況の把握、広域・地域的交通から
の整備方針と整備効果を導き出す技術力により、整備のあり方を計画
する必要があるためプロポーザル方式により、経験、取組方針や技術提
案等を評価した選定を行い、技術力において優位であった当該請負者と
随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）
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点検の結果 講ずる措置 備考

3643 ㈱千代田ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ H17外かん沿道地域活性化検討業務
野田勝
関東地方整備局首都国道事務所
千葉県松戸市竹ヶ花86

平成17年9月29日 21,367,500

本業務は、東京外かく環状道路千葉県区間（以後、「千葉外かん」）の取
得済み事業用地の有効活用方策を検討するとともに、交通路としての機
能を維持しながら地域活性化施策について検討を行うことを目的とす
る。よって、工事実施前の事業用地を有効活用させるまちづくり支援策
について及び外かん供用後の地域分断問題を解消するにぎわい創出
方策について、標準プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の
特定手続きを行い、技術提案の内容を総合的に評価した結果、他社より
比較優位であったため、当該請負者と随意契約を行うものである。（会
計法第29条の3第4、予決令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3644 ㈱長大
H17外かん周辺交通状況調査検討業
務

野田勝
関東地方整備局首都国道事務所
千葉県松戸市竹ヶ花86

平成17年7月29日 59,955,000

本業務は首都国道事務所事業区間のプローブデータ解析を行い、外か
ん整備と一体となったプローブデータの新たな活用方法の検討並びに、
バスを中心とした外かん周辺公共交通網と利用状況の把握を行い、外
かん供用後の公共交通網への影響を検討すると共に、供用による交通
状況の変化の把握を行う目的とする。よって、効果的なプローブデータ
の取得手段について及び外かん供用後に予測される交通の変化につい
て標準プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続きを
行い、技術提案の内容を総合的に評価した結果、他社より比較優位で
あった当該請負者と随意契約を行うものである。（会計法第29条の3第
4、予決令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3645 ㈱片平ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
H17一般国道298号暫定整備計画検討
業務

野田勝
関東地方整備局首都国道事務所
千葉県松戸市竹ヶ花86

平成17年5月26日 70,140,000

本業務は暫定整備に伴う道路詳細設計、コスト縮減を踏まえた施工計
画を検討するものであり、高度な技術力を要求されるものである。よっ
て、プロポーザル方式による技術提案を受け、配置予定技術者の専門
技術力、情報収集力、ヒアリングの評価が他社より優位であったため、
随意契約したものである。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3646 川崎地質㈱
H17外かん市川地区地質調査検討業
務

野田勝
関東地方整備局首都国道事務所
千葉県松戸市竹ヶ花86

平成17年7月26日 32,025,000

本業務は、土壌地下水汚染に関わる詳細調査を行い、施工開始までの
管理手法並びに対策工法等について検討するものであり、高度な技術
力を要求されるものである。よって、プロポーザル方式による技術提案を
受け、配置予定技術者の専門技術力、情報収集力、ヒアリングの評価
が他社より優位であったため、当該請負者と随意契約したものである。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

22680000

3647 大日本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱
H17外かん田尻地区橋梁詳細及び掘
割構造修正設計業務

野田勝
関東地方整備局首都国道事務所
千葉県松戸市竹ヶ花86

平成17年7月14日 54,810,000

本業務は、橋梁の架け替え検討を踏まえた詳細設計、及び隣接する既
存掘割構造物の修正設計を行うものであり、高度な技術力を要求される
ものである。よって、プロポーザル方式による技術提案を受け、配置予
定技術者の専門技術力、情報収集力、ヒアリングの評価が他社より優
位であった当該請負者と随意契約したものである。（会計法第２９条の３
第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

63000000

3648 中央ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱
H17外かん市川地区排水計画検討業
務

野田勝
関東地方整備局首都国道事務所
千葉県松戸市竹ヶ花86

平成17年7月22日 65,100,000

本業務は、施工ステップを考慮した既設排水路の付け替え及び暫定道
路排水施設の検討及び詳細設計を行うものであり、高度な技術力を要
求されるものである。よって、プロポーザル方式による技術提案を受け、
配置予定技術者の専門技術力、情報収集力、ヒアリングの評価が他社
より優位であったため、当該請負者と随意契約したものである。（会計法
第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

64050000

3649 東京ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱
H17外かん高谷地区土工部構造検討
他設計業務

野田勝
関東地方整備局首都国道事務所
千葉県松戸市竹ヶ花86

平成17年9月26日 64,050,000

本業務は、廃棄物層を含む地盤解析及び構造物詳細設計、橋梁修正
設計、全体施工計画検討等を行うものであり、高度な技術力を要求され
るものである。よって、プロポーザル方式による技術提案を受け、配置予
定技術者の専門技術力、情報収集力、ヒアリングの評価が他社より優
位であったため、当該請負者と随意契約したものである。（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

49350000
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3650 日本技術開発㈱
H17高浜･千鳥町立体整備効果調査業
務

吉木務
関東地方整備局首都国道事務所
千葉県松戸市竹ヶ花86

平成17年10月17日 39,480,000

当業務は、記者発表に関する経験や、整備効果について指標を用いて
分かり易く表現する技術力により、効果的な記者発表を検討するもので
あり、経験、取組方針や技術提案等を評価した選定を必要とした。よっ
て、プロポーザル方式により、同種、類似業務の経験や技術力等を評価
し、その結果、技術力で他社より優位であった当該請負者と随意契約を
行うものである。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3651 富士技研ｾﾝﾀｰ㈱
H17新木場地区交通運用形態検討業
務

吉木務
関東地方整備局首都国道事務所
千葉県松戸市竹ヶ花86

平成17年10月17日 67,410,000

当業務では、現況・将来交通状況の把握や渋滞に 適な対策方針を導
き出す技術力により、効果的な運用形態を計画する必要があり、経験、
取組方針や技術提案等を評価した選定を必要とした。よって、プロポー
ザル方式により、同種、類似業務の経験や技術力等について評価した
ところ、技術力において他社より優位であった当該請負者と随意契約を
行うものである。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3652 ㈱ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ
圏央道(つくば市島名~つくば市平地
区)橋梁詳細設計17K38

鮫島寛
常総国道事務所
茨城県土浦市川口1-1-26

平成18年3月20日 155,925,000

本業務は、施工性、環境面及び公共工事コスト縮減等の観点から、橋
種、構造及び支間割り等について検討を行い、 適橋梁形式の詳細設
計を行うものであり、総合的かつ高度な検討を要する。標準プロポーザ
ル方式に基づき提出された技術提案書の審査の結果、総合的に他社よ
り優れていると評価したため。（会計法第29条の3第4項予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号に該当）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3653 ㈱ﾄﾞｰｺﾝ
圏央道(つくば市大白硲~つくば市柳
橋地区)橋梁詳細設計17K39

鮫島寛
常総国道事務所
茨城県土浦市川口1-1-26

平成18年3月17日 128,100,000

本業務は、施工性、環境面及び公共工事コスト縮減等の観点から、橋
種、構造及び支間割り等について検討を行い、 適橋梁形式の詳細設
計を行うものであり、総合的かつ高度な検討を要する。標準プロポーザ
ル方式に基づき提出された技術提案書の審査の結果、総合的に他社よ
り優れていると評価したため。（会計法第29条の3第4項予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号に該当）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3654 ㈱建設技術研究所 管内昆虫類環境調査17K7
鮫島寛
常総国道事務所
茨城県土浦市川口1-1-26

平成17年4月20日 23,730,000

希少トンボ類の調査を行い、今後の保全対策検討のための基礎資料と
するものであり、総合的かつ高度な検討を要する。常総国道事務所建設
コンサルタント選定委員会により、標準プロポーザル方式に基づき提出
された技術提案書の審査の結果、総合的に他社より優れていると評価
したため。（会計法第29条の3第4項予算決算及び会計令第１０２条の４
第３号に該当）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3655 ㈱片平ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
千葉圏央道(大栄JCT)道路等詳細設
計17K42

鮫島寛
常総国道事務所
茨城県土浦市川口1-1-26

平成18年3月13日 72,450,000

本業務は、施工性、環境面及び公共工事コスト縮減等の観点から、道
路詳細設計、JCT詳細設計及び調整池等の詳細設計を行うものであり、
総合的かつ高度な検討を要する。常総国道事務所建設コンサルタント
選定委員会により、標準プロポーザル方式に基づき提出された技術提
案書の審査の結果、総合的に他社より優れていると評価したため。（会
計法第29条の3第4項予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に該当）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3656 三井共同建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱
圏央道(つくば市上郷地区)橋梁詳細
設計17K36

鮫島寛
常総国道事務所
茨城県土浦市川口1-1-26

平成18年3月20日 130,200,000

本業務は、施工性、環境面及び公共工事コスト縮減等の観点から、橋
種、構造及び支間割り等について検討を行い、 適橋梁形式の詳細設
計を行うものであり、総合的かつ高度な検討を要する。標準プロポーザ
ル方式に基づき提出された技術提案書の審査の結果、総合的に他社よ
り優れていると評価したため。（会計法第29条の3第4項予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号に該当）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3657 大日本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱
圏央道(つくば市高須賀地区)橋梁詳
細設計17K37

鮫島寛
常総国道事務所
茨城県土浦市川口1-1-26

平成18年3月20日 134,400,000

本業務は、施工性、環境面及び公共工事コスト縮減等の観点から、橋
種、構造及び支間割り等について検討を行い、 適橋梁形式の詳細設
計を行うものであり、総合的かつ高度な検討を要する。標準プロポーザ
ル方式に基づき提出された技術提案書の審査の結果、総合的に他社よ
り優れていると評価したため。（会計法第29条の3第4項予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号に該当）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）
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3658 東京ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱
圏央道(つくば市島名地区)橋梁詳細
設計17K40

鮫島寛
常総国道事務所
茨城県土浦市川口1-1-26

平成18年3月17日 88,200,000

本業務は、施工性、環境面及び公共工事コスト縮減等の観点から、橋
種、構造及び支間割り等について検討を行い、 適橋梁形式の詳細設
計を行うものであり、総合的かつ高度な検討を要する。標準プロポーザ
ル方式に基づき提出された技術提案書の審査の結果、総合的に他社よ
り優れていると評価したため。（会計法第29条の3第4項予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号に該当）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3659 富士技研ｾﾝﾀｰ㈱
千葉圏央道(大栄JCT)橋梁詳細設計
17K41

鮫島寛
常総国道事務所
茨城県土浦市川口1-1-26

平成18年3月14日 108,150,000

本業務は、施工性、環境面及び公共工事コスト縮減等の観点から、橋
種、構造及び支間割り等について検討を行い、 適橋梁形式の詳細設
計を行うものであり、総合的かつ高度な検討を要する。標準プロポーザ
ル方式に基づき提出された技術提案書の審査の結果、総合的に他社よ
り優れていると評価したため。（会計法第29条の3第4項予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号に該当）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3660 ｾﾝﾄﾗﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱
H17一般国道50･51号道路交通情勢調
査業務

佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年7月15日 33,757,500

標準プロポーザルに於いて予定技術者の業務実績が多く、内容及び重
要度を も理解しているので、総合的に他社より優れていたため随意契
約したものである。（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3661 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱
H17都計道潮来鉾田線環境調査補足
業務

佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年7月15日 57,750,000

標準プロポーザルに於いて、業務に対する意欲、理解度、経験、特定
テーマに関する的確性など、総合的に他社より優れているため、随意契
約としたものである（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3662 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 平成17年度石岡跨線橋補修設計業務
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年6月8日 33,054,000

標準プロポーザルに於いて業務に対する意欲、本業務に対する理解
度、業務実績などから、総合的に他社より優れていたため随意契約した
ものである。（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3663 ㈱ﾄﾞｰｺﾝ
平成17年度6号磯原本町道路計画調
査検討業務

佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年7月12日 22,785,000

標準プロポーザルに於いて、予定技術者の技術力、特定のテーマに関
する的確性などから、総合的に他社より優れていたため随意契約したも
のである。（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3664 ㈱建設環境研究所 国道6号他環境調査業務
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成18年2月27日 24,675,000

標準プロポーザルに於いて、業務に対する意欲、理解度、経験など、技
術者の評価から、総合的に他社より優れていたため随意契約したもので
ある。（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3665 ㈱建設環境研究所 都計道潮来鉾田線他環境調査業務
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年4月1日 41,895,000

標準プロポーザルに於いて、業務に対する理解度、経験、実施方針な
ど、技術者の評価から、総合的に他社より優れていたため随意契約した
ものである。（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3666 ㈱社会ｼｽﾃﾑ研究所 H17管内交通計画調査業務
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年8月11日 44,730,000

標準プロポーザルに於いて予定技術者の業務実績が多く、内容及び重
要度を も理解していることと、ヒアリング時の明快かつ迅速な回答を得
ることが出来たので、総合的に他社より優れていたため随意契約したも
のである。（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3667 ㈱長大 下館BP玉戸跨線橋詳細設計業務
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年12月21日 35,070,000

標準プロポーザルに於いて、業務理解度、地域精通度が他社より優れ
ており、また、技術検討委員会の運営の実績を有しているため、随意契
約としたものである（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3668 ㈱長大 管内道路計画資料作成業務
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年4月4日 49,980,000

標準プロポーザルに於いて業務に対しての意欲、理解度、経験など、技
術者の評価から総合的に他社より優れていたため随意契約したもので
ある。（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）
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3669 ㈱日立建設設計
常陸河川国道事務所総合防災施設改
修設計業務

佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成18年3月6日 50,715,000

標準プロポーザルに於いて業務に対する意欲、特定のテーマに関する
的確性などから、総合的に他社より優れていたため随意契約したもので
ある。（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3670 中央復建ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ H17岩瀬笠間道路資料作成業務
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年7月29日 27,195,000

標準プロポーザルに於いて業務に対する意欲、本業務に対する理解
度、業務実績などから、総合的に他社より優れていたため随意契約した
ものである。（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3671 朝日航洋㈱
H17一般国道6号道路交通情勢調査業
務

佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年7月19日 54,862,500

標準プロポーザルに於いて技術力を全体的評価する上で意欲、理解度
が高く、業務実績が多いことから、総合的に他社より優れていたため随
意契約したものである。（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3672 日本工営㈱ H17管内渋滞対策検討調査業務
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年6月27日 23,100,000

標準プロポーザルに於いて業務に対する意欲、理解度、特定のテーマ
に関する実現性などから、総合的に他社より優れていたため随意契約し
たものである。（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3673 富士技研ｾﾝﾀｰ㈱ H17管内横断歩道橋他補修検討業務
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年8月25日 20,212,500

本業務を実施するに当たっては、高度な専門知識と豊かな経験が必要
である。そのためには、標準プロポーザル方式による特定手続きに従
い、建設コンサルタント選定委員会で審査した結果、富士技研センター
株式会社の技術提案書を特定したものである。よって、会計法第２９条
の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規定により、富
士技研センター株式会社と随意契を行うものである。

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3674 ｱｼﾞｱ航測㈱ 道路設計業務17G･Ⅹ･5
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年4月1日 96,600,000

本業務は、市原市における用地取得状況や地元調整状況を考慮した道
路設計を行い、それらを元に関係機関との協議資料を作成するために
必要な、技術者の経験及び業務実施能力を求めたプロポーザル方式に
より発注している。
また、本業務の評価項目としては、技術者の資格、専門技術力、情報収
集力、専任性、ヒヤリングにより評価し、それぞれの評価において他社と
比較し優位であったため随意契約を行っている。
（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3675 ｾﾝﾄﾗﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 道路設計業務17G･Ⅹ･4
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年4月1日 137,655,000

本業務は、木更津市における用地取得状況や地元調整状況を考慮した
道路設計を行い、それらを元に関係機関との協議資料を作成するため
に必要な、技術者の経験及び業務実施能力を求めたプロポーザル方式
により発注している。
また、本業務の評価項目としては、技術者の資格、専門技術力、情報収
集力、専任性、ヒヤリングにより評価し、それぞれの評価において他社と
比較し優位であったため随意契約を行っている。
（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3676 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 交通量調査17F･0･1
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年4月1日 77,175,000

標準プロポーザル方式を採用した交通量調査業務であり、配置予定技
術者の経験、業務実施能力、業務への取り組み姿勢について評価した
結果、業務への取り組み姿勢について他社より比較優位であったため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3677 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 道路構造物設計業務17F･Ⅲ･4
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年4月1日 32,655,000

標準プロポーザル方式を採用した地下水流動調査業務であり、配置予
定技術者の経験、業務実施能力、業務への取り組み姿勢について評価
した結果、業務への取り組み姿勢について他社より比較優位であったた
め。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）
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3678 開発ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 道路構造物設計業務17F･0･24
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年9月14日 70,770,000

標準プロポーザル方式を採用した橋梁予備設計業務であり、配置予定
技術者の経験、業務実施能力、業務への取り組み姿勢について評価し
た結果、配置予定技術者の経験、業務の実施能力について他社より比
較優位であったため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3679 ㈱建設技術研究所 道路環境調査17G･Ⅹ･2
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年4月1日 149,415,000

本業務は、茂原から木更津における自然環境、生態系及び猛禽類つい
て精通し、それらを事業計画に反映するために必要な業務実施能力及
び経験を求めたプロポーザル方式により発注している。
また、本業務の評価項目としては、技術者の資格、専門技術力、情報収
集力、専任性、ヒヤリングにより評価し、それぞれの評価において他社と
比較し優位であったため随意契約を行っている。
（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3680 ㈱構造技術ｾﾝﾀｰ 道路構造物設計業務17J･0･6
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年10月24日 39,375,000
高度な技術、経験及び業務実施能力を必要とする事から、技術力、経
験及び業務執行能力に関する技術提案を求めるため（会計法第29条の
3第4項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3681 ㈱綜合技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 道路設計業務17F･0･3
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年4月1日 62,580,000

標準プロポーザル方式を採用した道路予備設計業務であり、配置予定
技術者の経験、業務実施能力、業務への取り組み姿勢について評価し
た結果、配置予定技術者の経験、業務実施能力について他社より比較
優位であったため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3682 ㈱片平ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 道路設計業務17G･Ⅹ･10
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年4月1日 55,912,500

本業務は、香取郡大栄町において、予備設計に基づいた現地条件及び
環境を配慮した詳細設計を実施し、それらを元に関係機関との協議資
料を作成するために必要な技術者の経験及び業務実施能力を求めたプ
ロポーザル方式により発注している。
また、本業務の評価項目としては、技術者の資格、専門技術力、情報収
集力、専任性、ヒヤリングにより評価し、それぞれの評価において他社と
比較し優位であったため随意契約を行っている。
（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3683 国際航業㈱ 道路設計業務17G･Ⅹ･6
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年4月1日 72,555,000

本業務は、茂原市から長生郡長南町における用地取得状況や地元調
整状況を考慮した道路設計を行い、それらを元に関係機関との協議資
料を作成するために必要な、技術者の経験及び業務実施能力を求めた
プロポーザル方式により発注している。
また、本業務の評価項目としては、技術者の資格、専門技術力、情報収
集力、専任性、ヒヤリングにより評価し、それぞれの評価において他社と
比較し優位であったため随意契約を行っている。
（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3684 三井共同建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 道路構造物設計業務17G･X･16
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年11月17日 139,020,000

本業務は、茂原市から木更津市における用地進捗状況や地元調整状
況を考慮した柔軟な対応が求められるため、技術者の経験及び業務実
施能力を求めたプロポーザル方式により発注している。
また、本業務の評価項目としては、技術者の資格、専門技術力、情報収
集力、ヒヤリングにより評価し、それぞれの評価において他社と比較し
優位であったため随意契約を行っている。
（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3685 新日本技研㈱ 道路構造物設計業務17F･0･23
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年9月15日 42,420,000

標準プロポーザル方式を採用した橋梁予備設計業務であり、配置予定
技術者の経験、業務実施能力、業務への取り組み姿勢について評価し
た結果、配置予定技術者の経験、業務の実施能力について他社より比
較優位であったため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3686 大日ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 管理設計業務17J･0･2
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年8月29日 55,020,000
高度な技術、経験及び業務実施能力を必要とする事から、技術力、経
験及び業務執行能力に関する技術提案を求めるため（会計法第29条の
3第4項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）
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3687 大日本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 道路設計業務17G･X･15
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年11月16日 74,970,000

本業務は、神埼町から木更津市における用地取得状況や地元調整状
況を考慮した道路設計及び検討を行い、それらを元に関係機関との協
議資料を作成するために必要な、技術者の経験及び業務実施能力を求
めたプロポーザル方式により発注している。
また、本業務の評価項目としては、技術者の資格、専門技術力、情報収
集力、専任性、ヒヤリングにより評価し、それぞれの評価において他社と
比較し優位であったため随意契約を行っている。
（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3688 中央復建ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 管理設計業務17J･0･3
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年9月27日 34,650,000
高度な技術、経験及び業務実施能力を必要とする事から、技術力、経
験及び業務執行能力に関する技術提案を求めるため（会計法第29条の
3第4項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3689 中央復建ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 管理設計業務17J･0･4
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年10月26日 16,590,000
高度な技術、経験及び業務実施能力を必要とする事から、技術力、経
験及び業務執行能力に関する技術提案を求めるため（会計法第29条の
3第4項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3690 日本技術開発㈱ 道路交通量調査17G･Ⅹ･9
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年4月1日 107,310,000

本業務は、茂原から木更津における、貴重植物保護、生育管理及びモ
ニタリングや工事が施工された場合に予測される地域周辺の水利用に
関する影響箇所を抽出し、事前調査及び解析をするために必要な業務
実施能力及び経験を求めたプロポーザル方式により発注している。
また、本業務の評価項目としては、技術者の資格、専門技術力、情報収
集力、専任性、ヒヤリングにより評価し、それぞれの評価において他社と
比較し優位であったため随意契約を行っている。
（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3691 日本工営㈱ 道路環境調査17G･X･8
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年11月17日 72,240,000

本業務は、茂原から木更津において、工事が施工された場合に予測さ
れる地域周辺の水利用に関する影響箇所を抽出し、事前調査及び解析
をするために必要な業務実施能力及び経験を求めたプロポーザル方式
により発注している。
また、本業務の評価項目としては、技術者の資格、専門技術力、情報収
集力、専任性、ヒヤリングにより評価し、それぞれの評価において他社と
比較し優位であったため随意契約を行っている。
（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3692 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 川崎国道管内交通分析検討業務

櫛引繁雄
関東地方整備局
川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2-3-3

平成18年3月29日 9,135,000

本業務の履行に当たっては、高度な技術、経験、事業全体の経緯・現状
を熟知し、通過車両の転換施策や道路交通環境施策を検討に反映する
能力が必要不可欠であるため、標準プロポーザル方式により４業者から
技術提案書の提出を求め、それを受けて厳正なる審査の結果、パシ
フィックコンサルタンツ株式会社が選定されたものである。（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3693 ㈱東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 町田立体地下歩道設計検討業務

櫛引繁雄
関東地方整備局
川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2-3-3

平成18年3月2日 7,770,000

本業務の履行に当たっては、事業の重要性を熟知し、現状課題の解決
策を検討に反映する能力及び同種業務の経験が必要不可欠であるた
め、標準プロポーザル方式により５業者から技術提案書の提出を求め、
それを受けて厳正なる審査の結果、株式会社東京建設コンサルタントが
選定されたものである。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条
の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3694 大日本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 平成17年度東京湾岸道路検討業務

櫛引繁雄
関東地方整備局
川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2-3-3

平成17年8月9日 56,175,000

本業務を遂行するに当たって、高度な技術、経験、事業全体の経緯・現
状を熟知し、社会的動向や現状課題の解決策を検討に反映する能力が
必要不可欠である。そのため、技術者評価型の標準プロポーザル方式
による特定手続きを行い、建設コンサルタント選定委員会において審査
した結果、上記業者の技術提案を特定したため。（会計法第２９条の３第
４項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）



件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

3695 日本ｼﾋﾞｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 東京港ﾄﾝﾈﾙ修正設計業務

櫛引繁雄
関東地方整備局
川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2-3-3

平成18年2月20日 54,810,000

本業務の履行に当たっては、高度な技術、経験、事業全体の経緯・現状
を熟知し、トンネル工法等の新技術や現状課題の解決策を検討に反映
する能力が必要不可欠であるため、標準プロポーザル方式により５業者
から技術提案書の提出を求め、それを受けて厳正なる審査の結果、日
本シビックコンサルタント株式会社が選定されたものである。（会計法第
２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3696 日本工営㈱ 国道246号交通検討業務

櫛引繁雄
関東地方整備局
川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2-3-3

平成18年3月23日 9,765,000

本業務の履行に当たっては、高度な技術、経験、事業全体の経緯・現状
を熟知し、整備効果の予測及び評価手法を検討に反映する能力が必要
不可欠であるため、標準プロポーザル方式により５業者から技術提案書
の提出を求め、それを受けて厳正なる審査の結果、日本工営株式会社
が選定されたものである。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3697 ｱｼﾞｱ航測㈱ 17G圏央道北区間ｵｵﾀｶ調査
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
東京都八王子市大和田町4-3-13

平成17年4月1日 149,100,000
鳥類の生態に関する豊かな経験と高度な知識を必要とするため、簡易
公募型プロポーザルを実施し、業者を特定したものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3698 応用地質㈱ 17G圏央道北区間水文調査
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
東京都八王子市大和田町4-3-13

平成17年4月1日 156,660,000
高度な知識と豊かな経験を必要とすることから簡易公募型プロポーザル
を実施し、業者を特定しているものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3699 ㈱ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 17G圏央道広報検討
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
東京都八王子市大和田町4-3-13

平成17年8月26日 16,065,000

高度な技術、経験、構想力を必要とすることから、標準プロポーザルを
採用したものであり、総合的に も優れた提案を行ったことから特定した
ものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3700 ㈱ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 17J八王子市ｲﾁｮｳ並木管理検討
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
東京都八王子市大和田町4-3-13

平成17年12月16日 10,395,000
高度な技術、経験、企画を必要とすることから標準プロポーザル方式に
より、請負業者の選定を行った。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3701 ㈱ｺｸｻｲｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｾﾝﾀｰ
17F甲州街道沿線における地域連携
検討

森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
東京都八王子市大和田町4-3-13

平成17年9月13日 34,965,000
高度な能力、経験、企画力に関する提案を求める標準プロポーザル方
式により、技術提案書において総合的に も優れた提案を行ったため
（会計法29条の3第4項）。

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3702 ㈱ﾄﾞｰｺﾝ 17G圏央道整備効果検討
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
東京都八王子市大和田町4-3-13

平成17年8月26日 34,650,000

高度な技術、経験、構想力を必要とすることから、標準プロポーザルを
採用したものであり、総合的に も優れた提案を行ったことから特定した
ものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3703 ㈱建設環境研究所 17F八王子南ﾊﾞｲﾊﾟｽ稀少動物調査
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
東京都八王子市大和田町4-3-13

平成17年4月1日 44,520,000
鳥類の生態に関する豊かな経験と高度な知識に関する提案を求める標
準プロポーザル方式により、技術提案書において総合的に も優れた
提案を行ったため（会計法29条の3第4項）。

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3704 ㈱建設技術研究所
17F日野ﾊﾞｲﾊﾟｽ延伸部道路予備修正
設計

森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
東京都八王子市大和田町4-3-13

平成17年12月12日 19,950,000
高度な技術、経験、知識に関する提案を求める標準プロポーザル方式
により、技術提案書において総合的に も優れた提案を行ったため（会
計法29条の3第4項）。

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3705 ㈱千代田ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 17Gさがみ縦貫道路ｵｵﾀｶ調査
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
東京都八王子市大和田町4-3-13

平成17年4月1日 46,620,000

鳥類の生態に関する豊かな経験と高度な知識を必要とするため、標準
プロポーザルを採用したものであり、経験、知識の面で、他社より優位で
あったため、特定したものである
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3706 ㈱長大
17F日野BP川辺堀之内地区道路付属
物整備検討

森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
東京都八王子市大和田町4-3-13

平成17年12月7日 24,150,000
高度な技術、経験、知識に関する提案を求める標準プロポーザル方式
により、技術提案書において総合的に も優れた提案を行ったため（会
計法29条の3第4項）。

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）
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3707 富士技研ｾﾝﾀｰ㈱
17F16号橋本陸橋補修･補強その他検
討

森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
東京都八王子市大和田町4-3-13

平成17年9月1日 21,000,000
高度な技術、経験、知識に関する提案を求める標準プロポーザル方式
により、技術提案書において総合的に も優れた提案を行ったため（会
計法29条の3第4項）。

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3708 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱
平成17年度上尾道路道路検討業務委
託

後藤敏行
関東地方整備局
大宮国道事務所埼玉県さいたま市北
区吉野町1-435

平成17年4月22日 43,155,000

道路計画及び環境の両分野に跨る高度で専門的な知識と豊富な経験
が必要不可欠である。本業者は、プロポーザルにより予定技術者の業
務実績、業務への取り組み姿勢について比較したところ、業務理解度等
が他社より優れていたため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3709 ㈱ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ
平成17年度埼玉県内道路計画検討業
務委託

後藤敏行
関東地方整備局
大宮国道事務所埼玉県さいたま市北
区吉野町1-435

平成17年5月31日 36,435,000

本業務においては、道路行政マネジメントの実践に向け、埼玉県内の地
域特性や道路利用者のニーズを的確に把握し、成果試行を意識した適
正な行政運営や説明責任の向上に資する分析・検討が必要となること
から、道路施策に関する広範かつ専門的な知識と豊富な経験を有して
いることが必要不可欠であるため、標準プロポによる特定手続きを行っ
た。技術提案の中で求めたテーマとして「事務所での道路行政マネジメ
ント実施における留意点」において他所よりも有意な提案を行った者と契
約を行った。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3710 ㈱ﾄﾞｰｺﾝ
平成17年度本庄道路神流川橋他予備
設計業務委託

後藤敏行
関東地方整備局
大宮国道事務所埼玉県さいたま市北
区吉野町1-435

平成17年4月28日 43,470,000

本業務においては、架橋箇所が現道橋梁と一部区間が重複するため、
現道交通の確保を前提とした橋梁構造及び施工が必要となることから、

適橋梁形式の選定にあたっては、高度で専門的な知識と経験が不可
欠であるため標準プロポによる特定手続きを行なった。技術提案の中で
求めたテーマとして「現道交通の確保を前提とした施工及び橋梁構造の
着眼点」において他社よりも優位な提案を行った者と契約を行った。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3711 ㈱建設企画ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
平成17年度上尾道路施設設計業務委
託

後藤敏行
関東地方整備局
大宮国道事務所埼玉県さいたま市北
区吉野町1-435

平成17年7月27日 43,207,500

本業務は貯水槽の設計を行うための水理計算を行い際に、上尾道路に
計画されているオンサイト貯留及び放流先の条件を満たす為のオリフィ
スの計算等を反映した設計が必要となるため、高度で専門的な知識と
経験が必要不可欠である。本業者は、プロポーザルにより予定技術者
の業務実績、業務への取り組み姿勢について比較したところ、ヒアリン
グ結果等が他社より優れていたため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3712 ㈱綜合技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
平成17年度圏央道川島高架橋修正設
計業務委託

後藤敏行
関東地方整備局
大宮国道事務所埼玉県さいたま市北
区吉野町1-435

平成17年12月22日 78,855,000

本業務は床版構造の変更に伴う他構造への影響を 小限に止め、かつ
コスト縮減を踏まえた設計となるよう修正設計方針の検討を行うもので
あり、高度で豊富な知識と経験が必要不可欠である。本業者は、プロ
ポーザルにより予定技術者の業務実績、業務への取り組み姿勢につい
て比較したところ、ヒアリング結果等が他社より優れていたため。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3713 ㈱東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
平成17年度圏央道技術検討その他業
務委託

後藤敏行
関東地方整備局
大宮国道事務所埼玉県さいたま市北
区吉野町1-435

平成17年9月15日 30,660,000

本業務は、市街地部における大規模構造物に関する道路概略設計及び
技術検討等を行うことから、地元状況を的確に把握するとともに、コスト
縮減、地下水対策等の複数の分野における高度で豊富な知識と経験が
必要不可欠である。本業者は、プロポーザルにより予定技術者の業務
実績、業務への取り組み姿勢について比較したところ、担当技術者の技
術者表彰、業務表彰経験の有無、ヒアリング結果等が他社より優れてい
たため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3714 日本建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱
平成17年度圏央道坂戸高架橋他修正
設計業務委託

後藤敏行
関東地方整備局
大宮国道事務所埼玉県さいたま市北
区吉野町1-435

平成17年12月22日 25,672,500

高度で豊富な知識と経験が必要不可欠である。本業者は、プロポーザ
ルにより予定技術者の業務実績、業務への取り組み姿勢について比較
したところ、担当技術者の技術者表彰、業務表彰経験の有無、ヒアリン
グ結果等が他社より優れていたため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3715 ㈱ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 坂城更埴ﾊﾞｲﾊﾟｽ環境調査業務委託
劔持貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市鶴賀中堰145

平成17年4月22日 47,250,000

○プロポーザル方式により選定手続きを行った。
○事業の環境への影響を予測するために、総合的な知識と経験、かつ
迅速な資料作成のための実施体制の確保される必要があったため。
（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）
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3716 ㈱協和ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ
H17中部横断道道路詳細設計業務委
託(その2)

劍持貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市鶴賀中堰145

平成18年2月20日 70,455,000
○プロポーザル方式により選定手続きを行い、技術提案書並びに担当
技術者へのヒアリング結果を基に建設コンサルタント選定委員会にて審
査し特定。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3717 ㈱建設技術ｾﾝﾀｰ H17臼田ﾄﾝﾈﾙ詳細設計業務委託
劍持貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市鶴賀中堰145

平成18年3月29日 19,635,000
○プロポーザル方式により選定手続きを行い、技術提案書並びに担当
技術者へのヒアリング結果を基に建設コンサルタント選定委員会にて審
査し特定。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3718 ㈱建設技術研究所
H17中部横断道整備計画検討業務委
託

劍持貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市鶴賀中堰145

平成17年4月22日 77,805,000
○プロポーザル方式により選定手続きを行い、技術提案書並びに担当
技術者へのヒアリング結果を基に建設コンサルタント選定委員会にて審
査し特定。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3719 ㈱建設技術研究所
H17中部横断道道路詳細設計業務委
託(その1)

劍持貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市鶴賀中堰145

平成18年2月20日 74,865,000
○プロポーザル方式により選定手続きを行い、技術提案書並びに担当
技術者へのヒアリング結果を基に建設コンサルタント選定委員会にて審
査し特定。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3720 ㈱綜合技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
H17中部横断道道路詳細設計業務委
託(その3)

劍持貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市鶴賀中堰145

平成18年2月14日 90,090,000
○プロポーザル方式により選定手続きを行い、技術提案書並びに担当
技術者へのヒアリング結果を基に建設コンサルタント選定委員会にて審
査し特定。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3721 ㈱長大
H17中部横断道事業説明資料作成業
務委託

劍持貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市鶴賀中堰145

平成18年2月16日 37,800,000
○プロポーザル方式により選定手続きを行い、技術提案書並びに担当
技術者へのヒアリング結果を基に建設コンサルタント選定委員会にて審
査し特定。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3722 大日本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ H17長野国道調査設計支援業務委託
劔持貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市鶴賀中堰145

平成17年4月21日 40,845,000

○プロポーザル方式により選定手続きを行った。
○日常及び臨機の対応が必要となるため、常に柔軟かつ迅速な実施体
制が確保される必要があったため。
（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3723 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 花輪床固群詳細設計業務
竹内清文
渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町661-3

平成17年7月25日 20,002,500

選定委員会において、本業務を担当する技術者の経験・能力、業務の
実施方針および手法等の各評価項目を定め、それを基に提出されたプ
ロポーザルを総合的に評価した結果、上記業者が 高評価となったも
のである。（会計法第２９条の３第４号予決令１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3724 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 渡良瀬川河道計画検討業務
竹内清文
渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町661-3

平成17年9月12日 32,235,000

本業務を担当する技術者の経験・能力、業務の実施方針及び取組み姿
勢等の各評価項目を定め、それを基に提出された技術提案書を総合的
に評価した。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３
号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3725 ㈱ﾃｸﾉﾌﾟﾗﾝ H17防災施設等設計業務
竹内清文
渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町661-3

平成17年10月18日 17,010,000

選定委員会において、本業務を担当する技術者の経験・能力、業務の
実施方針及び取組み姿勢等の各評価項目を定め、それを基に提出され
た技術提案書を総合的に評価した結果、上記業者が 高評価となった
ものである。（会計法第２９条の３第４号予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3726 ㈱建設環境研究所 渡良瀬川高水流量観測手法検討業務
竹内清文
渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町661-3

平成17年11月15日 7,875,000

本業務を担当する技術者の経験・能力、業務の実施方針及び取組み姿
勢等の各評価項目を定め、それを基に提出された技術提案書を総合的
に評価した。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３
号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）
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3727 ㈱建設環境研究所 渡良瀬川流域産業変遷検討業務
竹内清文
渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町661-3

平成18年2月10日 4,725,000

本業務を担当する技術者の経験・能力、業務の実施方針及び取組み姿
勢等の各評価項目を定め、それを基に提出された技術提案書を総合的
に評価した。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３
号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3728 国際航業㈱ 神梅床固群事業効果検討業務
竹内清文
渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町661-3

平成17年12月16日 11,760,000

選定委員会において、本業務を担当する技術者の経験・能力、業務の
実施方針及び手法等の各評価項目を定め、それを基に提出されたプロ
ポーザルを総合的に評価した結果、上記業者が 高評価となったもの
である。（会計法第２９条の３第４号予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3729 砂防ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 安蘇沢砂防堰堤改築他詳細設計業務
竹内清文
渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町661-3

平成17年11月29日 23,415,000

選定委員会において、本業務を担当する技術者の経験・能力、業務の
実施方針及び手法等の各評価項目を定め、それを基に提出されたプロ
ポーザルを総合的に評価した結果、上記業者が 高評価となったもの
である。（会計法第２９条の３第４号予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3730 ｸﾘｴｲﾃｨヴｱﾀﾞﾂｸ㈱ 平成17年度広報ﾂｰﾙ作成検討業務

山本悟司
関東地方整備局東京外かく環状道路
調査事務所長
東京都世田谷区用賀4丁目5番16号TE
ﾋﾞﾙ7F

平成17年12月27日 9,555,000

本業務を遂行するにあたっては、外環に係る広報戦略に関する専門的
な知見に基づき、ホームページの役割について提案し、ホームページを
企画・製作していくための十分な提案力を有することが必要であることか
ら、経験・技術力・実績に関する技術提案を求める標準プロポーザル方
式により、請負業者の選定を行った。
クリエイティヴアダック株式会社は、技術提案書において総合的に も
優れた提案を行った業者であり、上記業者と随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４
第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3731 応用地質㈱ 地下水保全検討業務

山本悟司
関東地方整備局東京外かく環状道路
調査事務所長
東京都世田谷区用賀4丁目5番16号TE
ﾋﾞﾙ7F

平成17年6月15日 50,925,000

本業務の履行にあたっては、標準プロポーザル方式を活用し、外環周
辺の地下水環境の分析検討を行うため、配置予定技術者に必要な下記
の同種又は類似業務実績を要件として、１０業者から技術提案書の提
出を求めたものである。配置予定技術者の経験及び能力（資格要件、専
門技術力、情報収集力）、ヒアリングの各評価項目の厳正なる審査の結
果、総合的な評価において、 も優位であったため、応用地質（株）が選
定されたものである。
（会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3732 ㈱ﾌﾟﾚｯｸ研究所 動植物保全検討業務

山本悟司
関東地方整備局東京外かく環状道路
調査事務所長
東京都世田谷区用賀4丁目5番16号TE
ﾋﾞﾙ7F

平成17年6月14日 96,988,500

本業務の履行にあたっては、標準プロポーザル方式を活用し、外環周
辺の動物、植物、生態系の分析検討を行うため、配置予定技術者に必
要な下記の同種又は類似業務実績を要件として、１０業者から技術提案
書の提出を求めたものである。配置予定技術者の経験及び能力（資格
要件、専門技術力、情報収集力）、ヒアリングの各評価項目の厳正なる
審査の結果、総合的な評価において、 も優位であったため、（株）プ
レック研究所が選定されたものである。
（会計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3733 ｸﾘｴｲﾃｨヴｱﾀﾞﾂｸ㈱ 平成17年度共同溝広報検討業務委託
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年5月30日 55,492,500

東京国道における共同溝事業及び共同溝整備の重要性を主とした、国
土交通省における社会資本整備全般に関して、広く一般市民や沿道住
民に広報を行い、一般市民に対する認知度・理解度の向上を目指すとと
もに、沿道住民とのコミュニケーションを目的とした多角的かつ効果的な
広報活動を実施するために、工事現場における広報活動や各種広報媒
体の効果的な活用について、多岐にわたる企画・立案及び運営を必要
とするため、高度で豊富な知識と経験が必要不可欠である。そのため、
標準プロポーザル方式による特定手続きを行い、建設コンサルタント選
定委員会において審査した結果、上記業者の技術提案書を特定したも
のである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3734 ｾﾝﾄﾗﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ H17虎ﾉ門地下歩道予備設計業務委託
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年12月6日 36,750,000

本業務は、基本設計で検討された方針を基に関係機関と協議の上、経
済性、施工性、供用性、景観、環境等について総合的な検討を加え、将
来地下歩道の 適な形状、構造形式、施工法の選定を行うものである。
本業務の遂行に当たっては、高度な技術、経験を必要とすることから、
技術力、経験に関する技術提案を求める標準プロポーザル方式により、
請負業者の選定を行った。セントラルコンサルタント株式会社は、技術
提案書において総合的にも も優れた提案を行った業者であり、上記業
者と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１
０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）
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3735 ｾﾝﾄﾗﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 平成17年度管内駐車調査その5業務
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成18年1月5日 54,810,000

東京都内においては多数の駐車場、路上駐車車両等があり、本調査に
ついては膨大な作業量となることから、効率的で且つ効果的な調査が必
要となる。そのため、本業務の遂行にあたっては、高度で豊富な知識と
経験を必要とすることから、知識、経験に関する技術提案を求める標準
プロポーザル方式により、請負業者の選定を行った。セントラルコンサル
タント（株）は技術提案書において総合的に も優れた提案を行った業
者であり、上記業者と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３
第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3736 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱
平成17年度日本橋周辺地域道路検討
業務委託

石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年6月9日 74,760,000

検討箇所は、自動車交通量、歩行者交通が多く、かつ地下鉄や既存埋
設物件が多く、空間再編整備に多くの課題を抱える箇所である。さらに
公共事業をとり巻く社会情勢から、コスト縮減、工期短縮、景観を含めた
周辺環境への配慮、安全性の確保等、多岐にわたる検討を必要とする
ため、高度で豊富な知識と経験が必要不可欠である。そのため、標準プ
ロポーザル方式による特定手続きを行い、建設コンサルタント選定委員
会において審査した結果、上記業者の技術提案書を特定したものであ
る。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3737 ㈱ｱｰﾊﾞﾝﾄﾗﾌｨｯｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 平成17年度管内駐車調査その4業務
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成18年1月6日 56,490,000

東京都内においては多数の駐車場、路上駐車車両等があり、本調査に
ついては膨大な作業量となることから、効率的で且つ効果的な調査が必
要となる。そのため、本業務の遂行にあたっては、高度で豊富な知識と
経験を必要とすることから、知識、経験に関する技術提案を求める標準
プロポーザル方式により、請負業者の選定を行った。（株）ｱｰﾊﾞﾝﾄﾗﾌｨｯｸ
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞは技術提案書において総合的に も優れた提案を行った業
者であり、上記業者と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３
第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3738 ㈱ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 平成17年度管内駐車調査その2業務
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成18年1月5日 37,800,000

東京都内においては多数の駐車場、路上駐車車両等があり、本調査に
ついては膨大な作業量となることから、効率的で且つ効果的な調査が必
要となる。そのため、本業務の遂行にあたっては、高度で豊富な知識と
経験を必要とすることから、知識、経験に関する技術提案を求める標準
プロポーザル方式により、請負業者の選定を行った。（株）オリエンタル
コンサルタンツは技術提案書において総合的に も優れた提案を行った
業者であり、上記業者と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の
３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3739 ㈱ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ
平成17年度渋谷駅周辺基盤施設検討
業務委託

石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成18年1月13日 46,935,000

本業務の遂行にあたっては、高度な技術、経験を必要とすることから、
技術力、経験に関する技術提案を求める標準プロポーザル方式により、
請負業者の選定を行った。株式会社オリエンタルコンサルタンツは、技
術提案書において総合的に も優れた提案を行った業者であり、上記
業者と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3740 ㈱長大 平成17年度管内駐車調査その3業務
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成18年1月6日 58,800,000

東京都内においては多数の駐車場、路上駐車車両等があり、本調査に
ついては膨大な作業量となることから、効率的で且つ効果的な調査が必
要となる。そのため、本業務の遂行にあたっては、高度で豊富な知識と
経験を必要とすることから、知識、経験に関する技術提案を求める標準
プロポーザル方式により、請負業者の選定を行った。（株）長大は技術
提案書において総合的に も優れた提案を行った業者であり、上記業
者と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１
０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3741 ㈱片平ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 平成17年度管内駐車調査その1業務
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成18年1月5日 49,980,000

東京都内においては多数の駐車場、路上駐車車両等があり、本調査に
ついては膨大な作業量となることから、効率的で且つ効果的な調査が必
要となる。そのため、本業務の遂行にあたっては、高度で豊富な知識と
経験を必要とすることから、知識、経験に関する技術提案を求める標準
プロポーザル方式により、請負業者の選定を行った。（株）片平エンジニ
アリングは技術提案書において総合的に も優れた提案を行った業者
であり、上記業者と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４
項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3742 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 湾岸地域交通量調査17K2

石川直幸
関東地方整備局東京湾岸道路調査事
務所
千葉県船橋市浜町2丁目5番2号

平成17年4月20日 42,315,000

本業務の履行にあたり、高度な知識や豊かな経験が必要となることから
標準プロポーザル方式による業務発注方式を活用し、「配置予定技術
者の経験及び業務実施能力」、「業務実施方針及び手法」、「特定テーマ
を踏まえた技術提案」の審査の結果、総合的な評価において他社より優
位であると評価したため。（会計法第２９条の３第４項、予算決算会計令
第１０２条の４第３号の規定に該当）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）
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3743 ㈱ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 湾岸地域道路検討業務17K1

石川直幸
関東地方整備局東京湾岸道路調査事
務所
千葉県船橋市浜町2丁目5番2号

平成17年4月22日 50,505,000

本業務の履行にあたり、高度な知識や豊かな経験が必要となることから
標準プロポーザル方式による業務発注方式を活用し、「配置予定技術
者の経験及び業務実施能力」、「業務実施方針及び手法」、「特定テーマ
を踏まえた技術提案」の審査の結果、総合的な評価において他社より優
位であると評価したため。（会計法第２９条の３第４項、予算決算会計令
第１０２条の４第３号の規定に該当）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3744 ㈱建設技術研究所 湾岸地域道路検討業務17K8

石川直幸
関東地方整備局東京湾岸道路調査事
務所
千葉県船橋市浜町2丁目5番2号

平成17年9月27日 15,750,000

本業務の履行にあたり、高度な知識や豊かな経験が必要となることから
標準プロポーザル方式による業務発注方式を活用し、「配置予定技術
者の経験及び業務実施能力」、「業務実施方針及び手法」、「特定テーマ
を踏まえた技術提案」の審査の結果、総合的な評価において他社より優
位であると評価したため。（会計法第２９条の３第４項、予算決算会計令
第１０２条の４第３号の規定に該当）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3745 ㈱社会ｼｽﾃﾑ研究所 圏央道整備効果検討業務17C16

石川直幸
関東地方整備局東京湾岸道路調査事
務所
千葉県船橋市浜町2丁目5番2号

平成17年8月29日 16,222,500

本業務の履行にあたり、高度な知識や豊かな経験が必要となることから
標準プロポーザル方式による業務発注方式を活用し、「配置予定技術
者」及び「ヒアリング」の審査の結果、総合的な評価において他社より優
位であると評価したため。（会計法第２９条の３第４項、予算決算会計令
第１０２条の４第３号の規定に該当）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3746 ㈱片平ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 圏央道道路概略設計17C2

石川直幸
関東地方整備局東京湾岸道路調査事
務所
千葉県船橋市浜町2丁目5番2号

平成17年5月30日 27,090,000

本業務の履行にあたり、高度な知識や豊かな経験が必要となることから
標準プロポーザル方式による業務発注方式を活用し、「配置予定技術
者」及び「ヒアリング」の審査の結果、総合的な評価において他社より優
位であると評価したため。（会計法第２９条の３第４項、予算決算会計令
第１０２条の４第３号の規定に該当）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3747 三井共同建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 空港周辺物流調査17C18

石川直幸
関東地方整備局東京湾岸道路調査事
務所
千葉県船橋市浜町2丁目5番2号

平成17年10月12日 11,476,500

本業務の履行にあたり、高度な知識や豊かな経験が必要となることから
標準プロポーザル方式による業務発注方式を活用し、「配置予定技術
者の経験及び業務実施能力」、「業務実施方針及び手法」、「特定テーマ
を踏まえた技術提案」の審査の結果、総合的な評価において他社より優
位であると評価したため。（会計法第２９条の３第４項、予算決算会計令
第１０２条の４第３号の規定に該当）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3748 大日本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 湾岸地域道路検討業務17K9

石川直幸
関東地方整備局東京湾岸道路調査事
務所
千葉県船橋市浜町2丁目5番2号

平成17年9月27日 20,790,000

本業務の履行にあたり、高度な知識や豊かな経験が必要となることから
標準プロポーザル方式による業務発注方式を活用し、「配置予定技術
者の経験及び業務実施能力」、「業務実施方針及び手法」、「特定テーマ
を踏まえた技術提案」の審査の結果、総合的な評価において他社より優
位であると評価したため。（会計法第２９条の３第４項、予算決算会計令
第１０２条の４第３号の規定に該当）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3749 ㈱ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ
付替県道18号橋･19号橋詳細設計業
務

笛田俊治
関東地方整備局湯西川ﾀﾞﾑ工事事務
所
栃木県塩谷郡栗山村西川164

平成17年10月3日 66,360,000

大規模の橋梁であり、工期の短縮とコスト縮減を図るため「橋梁形式選
定に関するコスト縮減策の提案」及び「コスト縮減に資する施工計画の
提案」を求め、コスト縮減手法の効果及び確実性を評価するため、標準
プロポーザル方式（総合評価型）で評価。総合評価において他社より優
位のため選定。（会計法第29条の3第4項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3750 ㈱建設技術ｾﾝﾀｰ 付替県道施工計画検討業務

笛田俊治
関東地方整備局湯西川ﾀﾞﾑ工事事務
所
栃木県塩谷郡栗山村西川164

平成17年10月4日 24,570,000

付替県道全体とした観点から、仮設材、資機材の転用、新技術の活用
等のコスト縮減の可能性の項目抽出を行うもので、高度な知識と豊かな
経験を有する業務のため標準プロポーザル方式（技術者評価型）で評
価。総合評価において他社より優位のため選定。（会計法第29条の3第
4項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3751 ㈱綜合技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 付替県道11号橋詳細設計業務

笛田俊治
関東地方整備局湯西川ﾀﾞﾑ工事事務
所
栃木県塩谷郡栗山村西川164

平成18年2月7日 50,190,000

大規模の橋梁であり、工期の短縮とコスト縮減を図るため「橋梁形式選
定に関するコスト縮減策の提案」及び「コスト縮減に資する施工計画の
提案」を求め、コスト縮減効果及び確実性を評価するため、標準プロ
ポーザル方式（総合評価型）で評価。総合評価において他社より優位。
（会計法第29条の3第4項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）
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3752 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱
平成17年度首都圏道路整備効果検討
業務

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年9月29日 49,822,500

当業務を遂行するには、高度な技術や経験を必要とすることから、技術
力、経験、業務に臨む体制などを含めた技術提案を求め、公平性・透明
性及び客観性が確保される標準プロポーザル方式により技術者の選定
が行われた。
株式会社パシフィックコンサルタンツは、技術提案書において、総合的に

も優れた提案を行った業者であり、上記業者と随意契約を行ったもの
である。（会計法第29条の3第4項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3753 ㈱建設技術研究所
特殊車両通行障害箇所ﾃﾞｰﾀ登録参照
機能検討業務

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1他9件(連名契約)

平成17年8月3日 357,420,000

本業務を遂行するには、高度な技術や経験を必要とすることから、専門
技術力、経験、業務への取り組み姿勢などを含めた技術提案を求め、
公平性、透明性及び客観性が確保される公募型プロポーザル方式によ
り業者の選定を行い、技術提案書において総合的に も優れた提案を
行った業者であったため。（会計法第２９条の３第４項，特例政令第１３条
第１項第１号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3754 ㈱社会ｼｽﾃﾑ研究所
平成17年度道路交通ｾﾝｻｽ調査集計･
分析他業務

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1他9件(連名契約)

平成17年8月31日 62,160,000
技術提案書において、総合的にもって優れた提案を行った業者であり随
意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項，特例政令に該当）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

62,202,000

3755 ｱｼﾞｱ航測㈱ H17下の沢土砂生産観測解析業務
田井中治
関東地方整備局日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面2390

平成17年6月17日 28,140,000

本業務の実施にあたっては、砂防計画上タイムスケールを考慮した新し
い理論をベースに、時間・場所・規模に応じた調査を行い進めなければ
ならないため、高度な知識と豊富な経験を有する必要がある。このた
め、標準プロポーザル方式を採用し、平成１７年６月２日の「建設コンサ
ルタント選定委員会」で特定された下記業者と随意契約を締結し、本業
務を円滑かつ的確に遂行し、所期の目的を達成しようとするものであ
る。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3756 国際航業㈱ H17土砂災害警戒避難基準改定業務
田井中治
関東地方整備局日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面2390

平成17年12月6日 21,945,000

当業務を遂行するには高度な技術や経験を必要とすることから、技術
力、経験、業務に望む体制などを含めた技術提案を求め、公平性、透明
性及び客観性が確保される標準プロポーザル方式により技術者の選定
が行われた。国際航業株式会社は、技術提案書において総合的に も
優れた提案を行った業者であり、同業者と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3757 砂防ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ H17湯沢第3砂防堰堤ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務
田井中治
関東地方整備局日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面2390

平成17年11月14日 16,590,000

当業務を遂行するには高度な技術や経験を必要とすることから、技術
力、経験、業務に臨む体制などを含めた技術提案を求め、公平性、透明
性及び客観性が確保される標準プロポーザル方式により技術者の選定
が行われた。砂防エンジニアリング株式会社は、技術提案書において総
合的に も優れた提案を行った業者であり、同業者と随意契約を行うも
のである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3758 砂防ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱
H17日光砂防危険箇所調査及び施設
整備検討業務

田井中治
関東地方整備局日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面2390

平成18年2月8日 9,397,500

本業務を遂行するには高度な技術や経験を必要とすることから、技術
力、経験、業務に臨む体制などを含めた技術提案を求め、公平性、透明
性及び客観性が確保される標準プロポーザル方式により技術者の選定
が行われた。同業者は、技術提案書において も優れた提案を行った
業者であり、本業務を円滑かつ的確に遂行し、所期の目的を達成するこ
とが出来ると判断されることから、同業者と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3759 日本工営㈱ H17日光砂防事業効果検討業務
田井中治
関東地方整備局日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面2390

平成17年12月22日 12,915,000

本業務は、公共事業の効率性と透明性を確保し説明責任を果たしていく
ため、直轄砂防事業の効率性、公共性等の多面的な観点から、これま
でに実施された砂防事業の効果について検討を行うものである。本業務
は、標準的な実施方法等が確率されておらず、また、業務履行にあたっ
ては経験、知識、高度な技術力等が必要とされることから、公平性、透
明性及び客観性が確保される標準プロポーザル方式により請負業者の
選定が行われた。日本工営株式会社は、標準プロポーザル方式によっ
て提出された技術提案書において、総合的に も優れた提案を行った
業者であり、下記業者と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の
３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3760 ｸﾘｴｲﾃｨヴｱﾀﾞｯｸ㈱
H17八ｯ場ﾀﾞﾑ広報施設管理運営検討
業務

安田吾郎
関東地方整備局八ｯ場ﾀﾞﾑ工事事務所
群馬県吾妻郡長野原町大字与喜屋11

平成17年4月1日 25,672,500

標準プロポーザル方式により実施されたものであり、選定委員会におい
て、技術職員の経験・能力・業務実施方針及び手法、特定テーマに対す
る各評価項目を基に、技術提案を評価した結果特定したため。（会計法
第２９条の３４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）
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3761 ㈱建設技術研究所 H17八ｯ場ﾀﾞﾑ転流工詳細設計業務
安田吾郎
関東地方整備局八ｯ場ﾀﾞﾑ工事事務所
群馬県吾妻郡長野原町大字与喜屋11

平成18年2月24日 27,720,000

標準プロポーザル方式により実施されたものであり、選定委員会におい
て、管理技術者・担当技術者の経験及び知識、業務実施方針、並びに
ダム本体の安全性、経済性、環境に対する技術提案等の審査に基づき
特定したため。（会計法第２９条の３４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3762 ㈱日映科学映画製作所 H17八ｯ場ﾀﾞﾑ写真収集公開検討業務
安田吾郎
関東地方整備局八ｯ場ﾀﾞﾑ工事事務所
群馬県吾妻郡長野原町大字与喜屋11

平成17年8月11日 24,727,500

標準プロポーザル方式により実施されたものであり、選定委員会におい
て、会社の業務経歴、技術職員の経験・能力・業務実施方針及び手法
に対する技術提案等の審査に基づき特定したため。（会計法第２９条の
３４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3763 日本工営㈱ 品木ﾀﾞﾑ浚渫･脱水設備設計業務
武部勝行
関東地方整備局品木ﾀﾞﾑ水質管理所
群馬県吾妻郡草津町大字草津604-1

平成18年3月28日 19,320,000

本業務は、標準プロポーザル方式（技術者評価型）により業者選定を
行ってきたところであるが、上記業者が建設コンサルタント選定委員会
により特定された。[(会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３
号）]

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3764 ｱｼﾞｱ航測㈱
H17春木川流域土砂生産観測解析業
務

山下勝
富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-12-16

平成17年7月6日 42,735,000

本業務の実施にあたっては、春木川流域の特性を踏まえた上で、土砂
の生産域における各種観測・調査計画を策定し、計画に則った観測によ
り得られる土砂の生産・動態に関する様々なデータを解析し、土砂生産
の場所、規模等を推定する手法を開発する必要があることから、土砂生
産に関する高度な知識と豊富な経験が求められる。よって、標準プロ
ポーザル方式を採用し、平成１７年５月２５日建設コンサルタント選定委
員会で特定された業者と随意契約を締結する。（会計法第２９条３第４項
及び予算決算令第１０２条４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3765 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 石空川土砂移動ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ解析業務
山下勝
富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-12-16

平成17年10月19日 30,030,000

本業務の実施にあたっては、土砂移動に関するモニタリング計画を策定
し、得られたデータ等を総合的に解析することにより、スリット化の評価
を実施する新たな検討手法を採用するため、土砂移動や砂防堰堤のス
リット化に関する高度な知識と豊富な経験が求められる。よって、標準プ
ロポーザル方式を採用し、平成１７年９月６日建設コンサルタント選定委
員会で特定たれた業者と随意契約を締結する。（会計法第２９条３第４項
及び予算決算令第１０２条４第３項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3766 ｾﾝﾄﾗﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 圏央道4工区藤井地区橋梁調査設計
小口安雄
関東地方整備局北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-15

平成18年2月27日 109,830,000

本業務の遂行にあたっては、高度な知識と豊かな経験が不可欠であ
る。
よって、プロポーザル方式にて、予定技術者の資格・実績等および予定
技術者の専門技術力、取り組み姿勢、コミュニケーション力について評
価を行ったところ、他社より予定技術者の実績が優位であったため、随
意契約を行うものである。（会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3767 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 圏央道3-2工区栢間沼地区橋梁設計
小口安雄
関東地方整備局北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-15

平成17年7月7日 82,635,000

本業務は、圏央道本線の既存設計に対して、平面線形や上部工設計荷
重の変更を考慮した検討を行い、施工性、経済性、維持管理、走行性及
び環境面等について総合的な検討を加え、橋梁上・下部工及び基礎工
の工事に必要な設計を行うものである。本業務の遂行にあたっては、高
度な知識と豊かな経験が不可欠である。
よって、プロポーｚる方式にて、予定技術者の資格・実績等および予定技
術者の専門技術力、取り組み姿勢、コミュニケーション力について評価
を行ったところ、他社より予定技術者の専門技術力と予定技術者の取り
組み姿勢が優位であったため、随意契約を行うものである。（会計法２９
条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3768 ㈱ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 圏央道3-2工区下在来地区橋梁設計
小口安雄
関東地方整備局北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-15

平成17年7月7日 80,220,000

本業務は、圏央道本線の既存設計に対して、平面線形や上部工設計荷
重の変更を考慮した検討を行い、施工性、経済性、維持管理、走行性及
び環境面等について総合的な検討を加え、橋梁上・下部工及び基礎工
の工事に必要な設計を行うものである。本業務の遂行にあたっては、高
度な知識と豊かな経験が不可欠である。
よって、プロポーザル方式にて、予定技術者の資格・実績等や予定技術
者の専門技術力、取り組み姿勢、コミュニケーション力を評価したとこ
ろ、当該受託者が予定技術者の実績および予定技術者の取り組み姿勢
において優位であったため随意契約を行うものである。（会計法２９条の
３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）
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3769 ㈱ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 圏央道4工区深町地区橋梁調査設計
小口安雄
関東地方整備局北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-15

平成18年2月27日 86,100,000

本業務は、地質調査を実施し、そのデータをもとに、また、既存の橋梁
設計及び久喜白岡ＪＣＴ予備設計を踏まえて、施工性、経済性、維持管
理、走行性及び環境面等について総合的な検討を加え、橋梁上・下部
工及び基礎工の工事に必要な設計を行うものである。本業務の遂行に
あたっては、高度な知識と豊かな経験が不可欠である。
よって、プロポーザル方式にて、予定技術者の資格・実績等や予定技術
者の専門技術力、取り組み姿勢、コミュニケーション力を評価し、当該受
託者が予定技術者の実績において他者より優位であったため随意契約
を行うものである。（会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３
号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3770 ㈱建設環境研究所
平成17年度東埼玉道路整備効果調査
業務

小口安雄
関東地方整備局北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-15

平成17年4月22日 57,015,000

本業務は、東埼玉道路の供用６ヶ月後の交通量、渋滞長、騒音、旅行
速度について調査・分析し整備効果を検討するものである。本業務を遂
行するにあたっては、高度な技術、経験、知識を必要とするものである。
よって、プロポーザル方式にて、予定技術者の資格・実績等や予定技術
者の専門技術力、取り組み姿勢、コミュニケーション力
、技術提案についての的確性、実現性について評価したところ、当該受
託者が他社より予定技術者の実績と予定技術者の取り組み姿勢が優
位であったため、随意契約を行うものである。（会計法２９条の３第４項、
予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3771 ㈱社会ｼｽﾃﾑ研究所
平成17年度北首都国道管内交通量推
計業務

小口安雄
関東地方整備局北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-15

平成17年12月7日 8,347,500

本業務は、北首都国道管内の圏央道、国道２９８号、国道４号、東埼玉
道路、核都市広域幹線道路の段階整備に応じた将来交通量推計を行う
ものである。本業務の遂行にあたっては、広範囲かつ高度な知識と豊か
な経験が不可欠である。
よって、プロポーザル方式にてｍ予定技術者の資格・実績等や予定技
術者の専門技術力、取り組み姿勢、コミュニケーション力を評価したとこ
ろ、他社より予定技術者の実績と予定技術者の取り組み姿勢が優位で
あったため、随意契約を行うものである。（会計法２９条の３第４項、予決
令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3772 ㈱長大 圏央道3-2工区除堀地区橋梁設計
小口安雄
関東地方整備局北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-15

平成17年11月17日 113,400,000

本業務の遂行にあたっては、高度な知識と豊かな経験が不可欠であ
る。
よって、プロポーザル方式にて評価を行ったところ、予定技術者の資格・
実績等および予定技術者の専門技術力、取り組み姿勢、コミュニケー
ション力について評価を行ったところ、他社より予定技術者の実績と予
定技術者の取り組み姿勢が優位であったため、随意契約を行うものであ
る。（会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3773 ㈱東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
平成17年度国道298号整備効果調査
(その2)業務

小口安雄
関東地方整備局北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-15

平成17年8月12日 105,000,000

本業務は、国道２９８号の全線４車線化に伴う整備効果を調査・分析す
るものである。本業務を遂行するにあたっては、高度な技術、経験、知
識を必要とするものである。
よって、プロポーザル方式にて、予定技術者の資格・実績等および予定
技術者の専門技術力、取り組み姿勢、コミュニケーション力
、技術提案についての的確性、実現性について評価したところ、他社よ
り予定技術者の実績と予定技術者の取り組み姿勢が優位であったた
め、随意契約を行うものである。（会計法２９条の３第４項、予決令第１０
２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3774 三井共同建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 平成17年度管内道路整備計画調査
小口安雄
関東地方整備局北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-15

平成18年1月12日 5,985,000

本業務は、地域高規格道路候補路線である東埼玉道路延伸部及び核
都市広域幹線道路の必要性、整備のあり方についての検討を行うもの
である。本業務を遂行するにあたっては、高度な技術、経験、知識を必
要とするものである。
よって、プロポーザル方式にて、予定技術者の資格・実績等および予定
技術者の専門技術力、取り組み姿勢、コミュニケーション力、技術提案
についての的確性、実現性について評価したところ、他社より予定技術
者の実績と特定テーマの実現性が優位であったため、随意契約を行うも
のである。（会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）
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3775 大日ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 圏央道中川橋他橋梁詳細設計
小口安雄
関東地方整備局北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-15

平成17年8月10日 79,065,000

本業務は、圏央道埼玉４工区と茨城１－１工区の工区境において中川
に架かる橋梁詳細設計を行うものである。本業務の遂行にあたっては、
高度な知識と豊かな経験が不可欠である。
よって、プロポーザル方式にて、予定技術者の資格・実績等および予定
技術者の専門技術力、取り組み姿勢、コミュニケーション力を評価したと
ころ、他社より予定技術者の実績と予定技術者の専門技術力が優位で
あったため、随意契約を行うものである。（会計法２９条の３第４項、予決
令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3776 大日本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 圏央道4工区地蔵地区橋梁調査設計
小口安雄
関東地方整備局北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-15

平成18年2月24日 89,040,000

本業務は、地質調査を実施し、そのデータをもとに、また、既存の橋梁
設計及び久喜白岡ＪＣＴ予備設計を踏まえて、施工性、経済性、維持管
理、走行性及び環境面等について総合的な検討を加え、橋梁上・下部
工及び基礎工の工事に必要な設計を行うものである。本業務の遂行に
あたっては、高度な知識と豊かな経験が不可欠である。
よって、プロポーザル方式にて、予定技術者の資格・実績等および予定
技術者の専門技術力、取り組み姿勢、コミュニケーション力を評価したと
ころ、他社より予定技術者の実績と予定技術者の専門技術力が優位で
あったため、随意契約を行うものである。（会計法２９条の３第４項、予決
令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3777 大日本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 圏央道久喜白岡JCT予備設計
小口安雄
関東地方整備局北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-15

平成17年6月2日 151,095,000

本業務は、圏央道と東北道の交差部に計画されている（仮称）久喜白岡
ＪＣＴについて、コスト縮減を踏まえた概略検討結果に伴い、ＪＣＴのラン
プ部の橋梁予備設計、ＪＣＴの盛土部の予備設計を行う者である。本業
務の遂行にあたっては、高度な知識と豊かな経験が不可欠である。
よって、プロポーザル方式にて、予定技術者の資格・実績等および予定
技術者の専門技術力、取り組み姿勢、コミュニケーション力について評
価したことろ、他社より予定技術者の専門技術力と予定技術者の取り組
み姿勢が優位であったため、随意契約を行うものである。（会計法２９条
の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3778 東京ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱
平成17年度国道298号整備効果調査
業務

小口安雄
関東地方整備局北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-15

平成17年4月22日 63,525,000

本業務は、国道２９８号の全線４車線化に伴う整備効果を調査・分析す
るものである。本業務を遂行するにあたっては、高度な技術、経験、知
識を必要とするものである。
よって、プロポーザル方式にて、予定技術者の資格・実績等および予定
技術者の専門技術力、取り組み姿勢、コミュニケーション力
、技術提案についての的確性、実現性について評価したところ、他社よ
り予定技術者の実績と予定技術者の専門技術力が優位であったため、
随意契約を行うものである。（会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条
の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3779 日本工営㈱
平成17年度国道298号整備効果調査
(その3)業務

小口安雄
関東地方整備局北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-15

平成18年1月17日 52,710,000

本業務は、国道２９８号の全線４車線化及び外かん専用部（三郷ＪＣＴ～
三郷南ＩＣ）開通に伴う整備効果を調査・分析するものである。本業務を
遂行するにあたっては、高度な技術、経験、知識を必要とするものであ
る。
よって、プロポーザル方式にて、予定技術者の資格・実績等および予定
技術者の専門技術力、取り組み姿勢、コミュニケーション力、技術提案
についての的確性、実現性について評価したところ、他社より予定技術
者の実績と技術提案の実現性が優位であったため、随意契約を行うも
のである。（会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3780 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ ﾀﾞﾑ効果広報設備設計製作業務
仲川博雄
利根川ﾀﾞﾑ統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成18年2月24日 14,700,000
プロポーザル方式を活用し、業務実績及び業務遂行における技術的提
案において、的確性及び実現性が他社と比較し優位であったため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3781 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 利根川ﾀﾞﾑ情報提供検討業務
仲川博雄
利根川ﾀﾞﾑ統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成17年12月27日 23,835,000
プロポーザル方式を活用し、業務実績及び業務遂行における技術的提
案において、的確性及び実現性が他社と比較し優位であったため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3782 ㈱ｺﾙﾊﾞｯｸ 管内ﾀﾞﾑ事前放流等検討業務
仲川博雄
利根川ﾀﾞﾑ統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成18年1月30日 6,562,500
プロポーザル方式を活用し、業務実績及び業務遂行における技術的提
案において、的確性及び実現性が他社と比較し優位であったため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）
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3783 ㈱ﾗｯｸ計画研究所 水源地域活性化対策推進業務
石島威
利根川ﾀﾞﾑ統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成17年5月20日 17,493,000
プロポーザル方式を活用し、業務実績及び業務遂行における技術的提
案において、的確性及び実現性が他社と比較し優位であったため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3784 ㈱建設技術研究所
利根川河川整備基本方針等(治水)検
討業務

石島威
利根川ﾀﾞﾑ統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成17年4月20日 40,950,000
プロポーザル方式を活用し、業務実績及び業務遂行における技術的提
案において、的確性及び実現性が他社と比較し優位であったため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3785 ㈱建設技術研究所
利根川水系利水計画基礎資料検討業
務

石島威
利根川ﾀﾞﾑ統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成17年4月20日 42,210,000
プロポーザル方式を活用し、業務実績及び業務遂行における技術的提
案において、的確性及び実現性が他社と比較し優位であったため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3786 日本ﾚｺｰﾄﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ 資料管理情報検討業務
仲川博雄
利根川ﾀﾞﾑ統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成18年1月23日 19,845,000
プロポーザル方式を活用し、業務実績及び業務遂行における技術的提
案において、的確性及び実現性が他社と比較し優位であったため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3787 日本工営㈱
H17藤原ﾀﾞﾑ利水放流設備改造検討業
務

仲川博雄
利根川ﾀﾞﾑ統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成17年10月27日 7,770,000
プロポーザル方式を活用し、業務実績及び業務遂行における技術的提
案において、的確性及び実現性が他社と比較し優位であったため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3788 日本工営㈱ 利根川中流域現況調査検討業務
仲川博雄
利根川ﾀﾞﾑ統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成17年4月21日 26,985,000
技術者のヒアリングにおいて、業務管理に対する妥当性と実現性におい
て他社より有利と評価したため、（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3789 応用地質㈱ H17本宿耕地高規格堤防設計業務

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県佐原市佐原ｲ4149

平成18年1月11日 13,545,000
標準プロポーザル方式で特定したものである。（会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3790 ㈱建設環境研究所 魚類生息環境評価検討業務

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県佐原市佐原ｲ4149

平成18年1月17日 13,860,000

利根川下流部の環境調査を長年実施してきており、下流管内の生物生
息環境に精通している。また、横断構造物等の設計も多く手がけてお
り、環境と人口構造物双方の観点より他社に比較して優れていた。（会
計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3791 ㈱建設技術研究所 利根川下流部河川整備計画検討業務

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県佐原市佐原ｲ4149

平成17年11月30日 9,975,000
標準プロポーザル方式で特定したものである。（会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3792 国際航業㈱ 利根川下流部航空ﾚｰｻﾞｰ測量

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県佐原市佐原ｲ4149

平成18年3月17日 57,750,000
レーザー測量の実績を多数有するとともに、その利用ソフトにおいても汎
用性が高く、利用性に優れている。（会計法第29条の3第4項、予算決算
及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3793 日本建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 利根川下流部低水管理手法検討業務

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県佐原市佐原ｲ4149

平成17年12月5日 14,910,000

利根川下流部の利水状況及び水理特性を十分理解しており、さらに他
地整における湛水域での低水管理検討の実績を有しており、その検討
結果は十分満足を得るものであった。（会計法第29条の3第4項、予算決
算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3794 日本工営㈱ 安西地区機場撤去詳細設計業務

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県佐原市佐原ｲ4149

平成17年9月21日 23,520,000
標準プロポーザル方式で特定したものである。（会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）
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3795 日本工営㈱ 利根川下流部堤防地質探査業務

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県佐原市佐原ｲ4149

平成17年10月31日 57,540,000
標準プロポーザル方式で特定したものである。（会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3796 応用地質㈱ 利根川上流堤防安全性評価検討業務

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目19番
1号

平成17年12月8日 48,562,500

利根川上流部は、非常に複雑な基礎地盤と堤体構造を成していること
から、本業務の執行には「河川堤防設計指針」に関する理解や経験に
基づく幅広い知見、利根川に対する深い知見と経験が必要である。当該
業者の技術提案書では利根川における基礎地盤の特徴が明確に示さ
れ、その結果より業務遂行上で重要となる着眼点が詳細に記載されて
いたことから、他社よりも利根川に対する深い知見と十分な技術力を有
していると判断した（会計法第29条の3第4項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3797 日本ﾚｺｰﾄﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ 平成17年度情報管理検討業務

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目19番
1号

平成17年4月1日 51,450,000
利根川に関する情報を広く一般に広報するため、効果的な広報ができる
ノウハウが求められる。業務への取り組み姿勢が他社より優位であっ
た。（会計法第29条の3第4項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3798 日本建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱
渡良瀬貯水池干し上げ関連施設設計
業務

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目19番
1号

平成18年1月13日 46,410,000
過去にゴム引布製起伏堰（ゲート面積５０ｍ２）において詳細設計の実績
のある業者から取水施設の構造形式、取水方法等について、プロポー
ザル方式を活用し提案を求めた。(会計法29条の3第4項)

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3799 日本測地設計㈱ 栗橋地区高規格堤防検討業務

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目19番
1号

平成18年1月16日 22,050,000

高規格堤防事業は、広範囲な地域へ影響を与えるため、地区特性・住
民意向等の多岐難問を解決し計画を策定する必要があることから、河
川計画・まちづくりを始め、総合的な知見・経験・技術を有している必要
があった。このことから、当該業務の着眼点、実施方針、類似業務の実
績等が特に優れていた当該業者を特定した。（会計法第29条の3第4項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3800 ｱｼﾞｱ航測㈱ 烏川流域河床変動計算業務

星野和彦
関東地方整備局利根川水系砂防事務
所
群馬県渋川市渋川121-1

平成17年6月9日 16,275,000

建設コンサルタント選定委員会により、選択された業者に技術提案書の
提出を依頼し、本業務を担当する技術者の経験・能力、技術者評価の
各評価項目を定め、提出された技術提案書を総合的に評価した結果、

高評価となったため（会計法第29条の3第4項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3801 ｱｼﾞｱ航測㈱ 管内魚道機能調査検討業務

星野和彦
関東地方整備局利根川水系砂防事務
所
群馬県渋川市渋川121-1

平成17年11月24日 9,345,000

建設コンサルタント選定委員会により、選択された業者に技術提案書の
提出を依頼し、本業務を担当する技術者の経験・能力、業務の実施方
針、技術提案等の各評価項目を定め、提出された技術提案書を総合的
に評価した結果、 高評価となったため（会計法第29条の3第4項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3802 ｱｼﾞｱ航測㈱ 管内地形情報整備検討業務

星野和彦
関東地方整備局利根川水系砂防事務
所
群馬県渋川市渋川121-1

平成17年11月24日 18,795,000

建設コンサルタント選定委員会により、選択された業者に技術提案書の
提出を依頼し、本業務を担当する技術者の経験・能力、技術者評価の
各評価項目を定め、提出された技術提案書を総合的に評価した結果、

高評価となったため（会計法第29条の3第4項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3803 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 花園床固群予備設計業務

星野和彦
関東地方整備局利根川水系砂防事務
所
群馬県渋川市渋川121-1

平成17年9月16日 8,190,000

建設コンサルタント選定委員会により選定された業者に技術提案書の
提出を依頼し、本業務を担当する技術者の経験・能力、技術者評価（ヒ
アリング）の各評価項目を定め、提出された技術提案書を総合的に評価
した。（会計法第29条の3第4項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3804 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 三原上流床固群施設検討業務

星野和彦
関東地方整備局利根川水系砂防事務
所
群馬県渋川市渋川121-1

平成17年9月7日 14,910,000

建設コンサルタント選定委員会により選定された業者に技術提案書の
提出を依頼し、本業務を担当する技術者の経験・能力、業務の実施方
針、技術提案等の各評価項目を定め、提出された技術提案書を総合的
に評価した。（会計法第29条の3第4項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）
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3805 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱
榛名川土砂移動ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ検討業
務

星野和彦
関東地方整備局利根川水系砂防事務
所
群馬県渋川市渋川121-1

平成17年11月25日 13,387,500

建設コンサルタント選定委員会により、選択された業者に技術提案書の
提出を依頼し、本業務を担当する技術者の経験・能力、業務の実施方
針、技術提案等の各評価項目を定め、提出された技術提案書を総合的
に評価した結果、 高評価となったため（会計法第29条の3第4項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3806 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 田代床固群予備設計業務

星野和彦
関東地方整備局利根川水系砂防事務
所
群馬県渋川市渋川121-1

平成18年3月13日 24,990,000

建設コンサルタント選定委員会により選定された業者に技術提案書の
提出を依頼し、本業務を担当する技術者の経験・能力、技術者評価（ヒ
アリング）の各評価項目を定め、提出された技術提案書を総合的に評価
した。（会計法第29条の3第4項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3807 ㈱ｺﾙﾊﾞｯｸ 砂防堰堤地震計設置検討業務

星野和彦
関東地方整備局利根川水系砂防事務
所
群馬県渋川市渋川121-1

平成17年11月24日 14,647,500

建設コンサルタント選定委員会により、選択された業者に技術提案書の
提出を依頼し、本業務を担当する技術者の経験・能力、業務の実施方
針、技術提案等の各評価項目を定め、提出された技術提案書を総合的
に評価した結果、 高評価となったため（会計法第29条の3第4項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3808 ㈱桜井測量設計 重要施設点検箇所検討業務

星野和彦
関東地方整備局利根川水系砂防事務
所
群馬県渋川市渋川121-1

平成18年2月23日 8,085,000

建設コンサルタント選定委員会により、選択された業者に技術提案書の
提出を依頼し、本業務を担当する技術者に即日作成してもらう技術提案
書の技術者評価（ヒアリング）項目を定め、提出された技術提案書を総
合的に評価した結果、 高評価となったため（会計法第29条の3第4項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3809 国際航業㈱ 電子管内図作成業務

星野和彦
関東地方整備局利根川水系砂防事務
所
群馬県渋川市渋川121-1

平成17年11月24日 13,387,500

建設コンサルタント選定委員会により、選択された業者に技術提案書の
提出を依頼し、本業務を担当する技術者の経験・能力、業務の実施方
針、技術提案等の各評価項目を定め、提出された技術提案書を総合的
に評価した結果、 高評価となったため（会計法第29条の3第4項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3810 ㈱ﾌﾟﾚｯｸ研究所 H17利根川上流域環境調査検討業務
郡司篤
利根川水系総合調査事務所
群馬県沼田市薄根町3392-1

平成17年7月27日 42,525,000

本業務は、環境調査業務のため、標準プロポーザル方式（技術者評価
型）を活用し、技術者資格、同種類似業務の実績、専門技術力、取り組
み姿勢について評価を行った。その結果、ヒアリングによる専門技術力
が他社より比較優位であった。（会計法２９条の３第４項及び予決令第１
０２号の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3811 ㈱建設環境研究所
H17ﾀﾞﾑ群再編事業水質等影響検討業
務

郡司篤
利根川水系総合調査事務所
群馬県沼田市薄根町3392-1

平成17年9月15日 27,825,000

本業務は、水質影響検討業務のため、標準プロポーザル方式（技術者
評価型）を活用し、技術者資格、同種類似業務の実績、専門技術力、取
り組み姿勢について評価を行った。その結果、業務実績が他社より比較
優位であった。（会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２号の４第３
号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

3812
エヌ・テイ・テイ・インフラネット
（株）

電線共同溝システムパッケージ購入

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成18年2月22日 7,108,500 他社から購入することが不可能なため（会計法第29条の3第4項） その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3813 新日本法規出版（株） 判例不動産法－賃貸借外追録

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年6月28日 2,133,800 他社から購入することが不可能なため（会計法第29条の3第4項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

3814 （株）ぎょうせい 現行日本法規外追録

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年5月24日 4,654,950 他社から購入することが不可能なため（会計法第29条の3第4項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

3815 カラーケミカル工業（株） 凍結防止剤購入（1,150袋）
吉木務
首都国道事務所
松戸市竹ヶ花90

平成18年2月9日 910,455

本凍結防止剤は、従来品に無い錆止め効果により、通行車輌の塩害が
無くなると共に、道路周辺地域への環境汚染も緩和されるものである。
この製品は、国土交通省の新技術情報提供システムにも登録されてお
り、本契約の相手方が唯一の調達先である。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１８年度より実施予
定）
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3816
（株）武揚堂
東京都中央区日本橋3-8-16

物品購入（管内図1000部）

池杉文昭
関東地方整備局宇都宮営繕事務所
栃木県宇都宮市桜5-1-13
宇都宮地方合同庁舎5Ｆ

平成18年2月27日 831,600
この種の業務に精通しているうえに地図データを保存しているので効率
的であるため。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（版権の調整等を行い、競争入札に
移行することで検討）

3817
（有）佐藤デザイン事務所
栃木県下都賀郡壬生町緑町2-1-7

物品購入（宇都宮営繕事務所事業概
要2000部）

池杉文昭
関東地方整備局宇都宮営繕事務所
栃木県宇都宮市桜5-1-13
宇都宮地方合同庁舎5Ｆ

平成18年3月16日 290,000
当該業者が印刷データを作成しているので効率的で納期までが短期間
であるため。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（版権の調整等を行い、競争入札に
移行することで検討）

3818 ㈱ぎょうせい 追録
久保田勉
関東地方整備局宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年8月9日 2,703,930
当該追録は、当該図書の追録を行う唯一の業者のため
（会計法第２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
2.703,930(4月よ
り月計)

3819 内外地図（株）
物品購入（鬼怒川・小貝川管内図そ
の１外２点）

吉田高樹
下館河川事務所
茨城県筑西市二木成1753番地

平成17年4月15日 981,225

本購入は、下館河川事務所管内の計画、管理等での利用を目的とした
５万分の１，１０万分の１管内図が不足したことによる購入である。
　上記業者は、既存管内図の原版を唯一保有しており、また、国土交通
省での実績もある。従って、上記業者と随意契約を締結することがもっと
も効率的である。よって、会計法第２９条の３第４項（予算決算及び会計
令第１０２条の４第４号（イ）の規定に基づき、随意契約を行うものであ
る。

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

3820 内外地図（株）
物品購入（鬼怒川・小貝川管内図その１
３０枚外３点）

吉田高樹
下館河川事務所
茨城県筑西市二木成1753番地

平成18年2月24日 924,840

本購入は、下館河川事務所管内の計画、管理等での利用を目的とした
５万分の１，１０万分の１管内図が不足したことによる購入である。
　上記業者は、既存管内図の原版を唯一保有しており、また、国土交通
省での実績もある。従って、上記業者と随意契約を締結することがもっと
も効率的である。よって、会計法第２９条の３第４項（予算決算及び会計
令第１０２条の４第４号（イ）の規定に基づき、随意契約を行うものであ
る。

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

3821 クリエイティヴ　アダック（株） 霞ヶ浦パンフレット２０００部購入
唐澤仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所茨
城県潮来市潮来3510

平成17年6月16日 1,680,000
本パンフレットの製版フィルムを所有しており、競争に付した場合著しく
有利な価格で契約することが可能なため。（会計法第２９条の３第４項）

問題があるもの
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

3822 広和（株） 水中カメラ１式購入
唐澤仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所茨
城県潮来市潮来3510

平成17年10月7日 1,727,250
霞ヶ浦の湖底を撮影するために、十分な照度と画素数を有し、底泥を乱
さず撮影可能な機器を有しているため（会計法第２９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3823 スカイマップ（株）関東営業所
平成１７年度霞ヶ浦植生緊急対策工事
空中写真集購入

唐澤仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所茨
城県潮来市潮来3510

平成18年2月16日 723,450
緊急対策工事着工後から定期的に写真撮影を行い植生のの回復状況
の写真を保有しているため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

3824 クリエイティヴ　アダック（株） 霞ヶ浦パンフレット３００部購入
唐澤仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所茨
城県潮来市潮来3510

平成18年3月3日 796,320
本パンフレットの製版フィルムを所有しており、競争に付した場合著しく
有利な価格で契約することが可能なため。（会計法第２９条の３第４項）

問題があるもの
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

3825 クリエイティヴ　アダック（株）
「霞ヶ浦」パンフレット（平成１８年２月
版）購入

唐澤仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所茨
城県潮来市潮来3510

平成18年3月3日 1,417,500
本パンフレットの製版フィルムを所有しており、競争に付した場合著しく
有利な価格で契約することが可能なため。（会計法第２９条の３第４項）

問題があるもの
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

3826 （株）常陽新聞新社 霞ヶ浦と文学購入
唐澤仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所茨
城県潮来市潮来3510

平成18年3月28日 4,767,420

当該業者は、上記出版物を霞ヶ浦流域の学校関係及び公共図書館に
配布し霞ヶ浦の環境教育の参考資料として活用するものである。そのた
めには、出版元である上記業者から購入し配布を委託することが経済
的である。このことから、本業務を時価に比べて著しく有利な価格をもっ
て契約することができるのは上記業者以外にはない。（会計法の29条の
3第4項）

問題があるもの
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3827 北海道日本油脂（株） 液状凍結防止剤購入
廣瀬　昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年11月29日 1,432,200

前年度に設置した凍結防止剤自動供給設備の消耗品である液状凍結
防止剤の購入を行うものであり、本装置に使われている凍結防止剤はこ
の装置と一体的に使って効果が発揮されるもので、他の業者では販売さ
れていない。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より移行）
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3828 （株）アド井上
「甲斐の国　山梨の道を探して」１
８００部購入

廣瀬　昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年4月22日 572,670

株式会社アド井上は、パンフレットの初版を作成しており、使用している
一部の写真・資料の版権等を保有しているため、他業者が同様に当パ
ンフレットを印刷する場合は、同じ資料を使用できない。よって他社と比
べ総合的に有利に作成することができる唯一の契約対象であることから
随意契約するものである。（会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条
の４第３項）

見直しの余地があり 公募を実施

3829 （株）ビッグサンズ 電光掲示板周辺機器購入
廣瀬　昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年11月9日 204,750

本業務は、既存の河川広報用電光掲示板について、制御用周辺機器及
び制御ソフトのバージョンアップを図るものである。設置済みの電光掲示
板及び制御機器は開発した業者から納入したものである。したがって、
周辺機器の購入及びソフトについてはこの会社以外の製品では対応出
来ない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3830 （株）ぎょうせい 追録
廣瀬　昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年4月1日 5,609,680
当該追録は、当該図書の追録を行う唯一の者であるため随意契約を行
うものである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3831 新日本法規出版（株） 追録
廣瀬　昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年4月1日 2,020,350
当該追録は、当該図書の追録を行う唯一の者であるため随意契約を行
うものである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3832 （株）上毛新聞社 「川に親しむ」７，０００部購入
村山一弥
関東地方整備局高崎河川国道事務所
群馬県高崎市栄町6-41

平成17年12月8日 2,469,600
小学生向けの総合学習用副読本として、群馬県教育委員会の監修を受
けた上毛新聞社が唯一作成しており、市販品ではないが継続的な配布
を鑑み同社が保管している。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3833 （株）上毛新聞社 「川に親しむ」２６，０００部購入
村山一弥
関東地方整備局高崎河川国道事務所
群馬県高崎市栄町6-41

平成17年7月22日 9,172,800
小学生向けの総合学習用副読本として、群馬県教育委員会の監修を受
けた上毛新聞社が唯一作成しており、市販品ではないが継続的な配布
を鑑み同社が保管している。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3834 （株）上毛新聞社
「ぐんまの防災」２５，５００部購
入

村山一弥
関東地方整備局高崎河川国道事務所
群馬県高崎市栄町6-41

平成18年3月29日 10,415,475
小学生向けの総合学習用副読本として、群馬県教育委員会の監修を受
けた上毛新聞社が唯一作成しており、市販品ではないが継続的な配布
を鑑み同社が保管している。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3835
有限会社信州映像舎南安曇郡堀金村
大字烏川５６９０－５

国営アルプスあづみの公園春季事業
映像記録購入

片山壮二
関東地方整備局国営アルプスあづみ
の公園事務所
長野県安曇野市穂高牧149-12

平成17年9月12日 2,152,500
各種行事の開催状況を記録映像として撮影しており、有効性の高い内
容を撮影しているため。（会計法第２９条の３第４項予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3836
株式会社小川テック東京都江東区木
場６－４－１３

移動型フワフワドーム購入

片山壮二
関東地方整備局国営アルプスあづみ
の公園事務所
長野県安曇野市穂高牧149-12

平成18年3月8日 2,467,500
設営時の安全確保、イベント開催時の撤去・収納ができる唯一の製品の
ため。（会計法第２９条の３第４項予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3837 カラーケミカル工業（株） 凍結防止剤購入
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年11月21日 2,733,066

塩化ナトリウム・塩化マグネシウムの混合物にクエン酸を添加し特殊加
工を施すことにより従来の塩化カルシウムと同等の凍結防止・融氷高架
があり、金属腐食と植物への薬害がなく安価であり、国土交通省の新技
術情報システムに登録しており、唯一の調達先であるため。（会計法第２
９条の３第４項、予算決算及び予決令第１０２条の４第３項）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3838 データウエスト（株） 交通流動計測システム外１点購入
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成18年1月20日 729,456
道路の走りやすさを計測するための計測機器の購入であり調査の仕様
に合った機器の製造・販売が当社のみであるため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度以降移行予定）

3839 八王子郵便局 収入印紙購入
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年7月25日 2,886,650
収入印紙は、価格が決まっており競争を許さないため随意契約を行うも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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3840 新日本法規出版㈱ 追録購入
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年6月17日 1,650,260
当該追録は、当該図書の追録を行う唯一の者であるため随意契約を行
うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3841 新日本法規出版（株） 追録
後藤　敏行
関東地方整備局大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉野町1-435

平成17年5月10日 1,782,750
当該追録は、当該図書の追録を行う唯一の者であるため（会計法第２９
条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3842 （株）ぎょうせい 追録
後藤　敏行
関東地方整備局大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉野町1-435

平成17年5月26日 2,745,550
当該追録は、当該図書の追録を行う唯一の者であるため（会計法第２９
条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3843 東京デジタルマップ（株）
航空写真等購入東京外かく環状道路
調査事務所

山本悟司
関東地方整備局東京外かく環状道路
調査事務所
東京都世田谷区用賀4丁目5番16号Ｔ
Ｅビル7F

平成17年11月1日 7,717,500

本件の遂行にあたっては、国土交通省公共測量作業規定に準じた精度
の高いデータであるとともに、東京都の都市計画基本図と整合が図れて
いる必要がある。また、平成１７年度に撮影された航空写真データ（デジ
タルオルソ画像）を提供可能でなければならない。
　東京デジタルマップ株式会社は、東京都と共同事業である「東京都縮
尺１／２，５００地形図更新事業」を平成１５年３月２０日に協定締結し、
都市計画法に基づく東京都内の都市計画基本図を作成することを主目
的として、測量業務とその共同著作物等の管理・運営等を行っている会
社である。また、製作している航空写真データは、国土交通省公共測量
作業規定に準じた精度の高い製品であるとともに、今年度、対象地域の
航空写真撮影を実施し、その航空写真データをデジタルオルソ画像化し
ており、都市計画基本図と整合した 新のデータを提供することが可能
である。さらに、測量成果品に関し、東京都と共有著作権を保有している
ことから、本件を遂行するに必要な用件を備えた唯一の契約対象会社
である。（会計法２９条の３第４項及び予算決算及び予決例第１０２条の
４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

3844 プッシュ建設（株） 土嚢製造機「どのうくん」購入
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成18年2月2日 1,484,700

本機器は、災害時に土砂崩れや冠水箇所に置く土嚢袋製造を迅速化、
省力化、安全性を目的とした土嚢製造機を購入するものである。本機器
は、東京国道事務所管内の災害時に利用するため、災害箇所で土嚢を
積み重ねた時の安定性をもつためには、各土嚢袋の土量を一定にする
必要がある。　また、通常時には東京国道事務所で作成している堆肥の
袋積め作業にも使用するため、土嚢袋より小さい袋にも対応できる必要
性がある。上記業者は、タイマー設定により１袋あたり土量が一定にな
り、二人の作業員で１日に１，８００袋製造出来る土嚢製造機・販売を
行っている、唯一の契約対象業者である。（会計法第２９条の３第４項、
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3845 （株）ぎょうせい 追録
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年6月7日 1,995,320
業務上必要な法令等が記載されているこの追録については、随意契約
の相手方のみが発行しているためその者と契約するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3846
特定非営利活動法人砂防広報セン
ター

土砂災害防止月間キャンペーン用品
購入

田井中治
関東地方整備局日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面2390

平成17年5月9日 939,750

「土砂災害防止月間」は、土砂災害防止に対する国民の理解と関心を深
めるとともに、土砂災害に関する防災知識の普及、警戒避難体制整備
の促進等の運動を強力に推進し、土砂災害による生命・財産の被害を
防止することを目的に、毎年度6月1日から6月30日の期間に国土交通
省及び都道府県主催で実施されている。当該期間中の広報活動は、時
代のニーズ、土砂災害等の 新情報を常に集積した新たな広報用品に
よることが有効であり、また上記目的達成には、共通課題としての認識
のもと全国で統一された砂防広報用品が必要とされる。特定非営利活
動法人砂防広報センターは、災害実態、災害防止策に関する知識につ
いての啓発・普及活動を通じ、生命・財産の保全及び地域の安全確保に
貢献することを目的に設立されたものであり、土砂災害防止に関する諸
資料のネットライブラリーを管理運営し、防災関係者に資料情報をサー
ビス提供あるいは関係資料を作成提供している。以上の観点から、土砂
災害防止月間キャンペーン用品は、全国規模で統一された広報用品で
あること、不特定多数のものの利益の増進に目的に制作された広報用
品であり、かつ全国規模での制作・購入により安価であることを考慮す
ると、当該法人から購入することが も適当である。（会計法第29条の3
第4項、予決令第102条4第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
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3847 フォトハウスグローバル パネル四切外３点
田井中治関東地方整備局日光砂防事
務所栃木県日光市萩垣面2390

平成18年2月15日 321,930

「大谷川・鬼怒川フォトコンテスト」は当事務所において、砂防事業の意
義や重要性を多くの方々に理解と関心を深めていただくための一般公
募による写真コンテストである。これらのコンテストに受賞した作品につ
いて、パネルを作成し展示することにより、広く一般の方々に砂防事業
について広報するのものである。これらパネルの作成にあたっては、使
用状況が多く、過酷な状況にさらされるため特殊な工法を用いて加工製
作しなければならない。同業者は、栃木県内においてこの特殊な技術
（静電気式写真圧着）を有している唯一の業者である。（会計法第29条
の3第4項、予決令第102条4第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

3848
特定非営利活動法人砂防広報セン
ター

パンフレット
田井中治
関東地方整備局日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面2390

平成18年3月22日 613,305

砂防事業の広報を行う上において、一般の方々のみららず小学生等に
おいて子供たちが身近な地域に予想される自然災害に関心を持ち、そ
れらの様子や災害を防ぐための事業、努力について正しく理解するとと
もに被害を 小限にくいとめるために、日頃から防災意識を高めること
は非常に重要である。下記法人が出版した「ふるさと安全たんけんたい
（児童用）、ふるさと安全たんけんたい（指導用）」は小学校高学年の生
徒及び指導者に広く砂防事業の意義と重要性を理解してもらうために発
行されているのものであり、見開きで構成されている各テーマごとに児童
用と指導者用としてリンクして構成されているため、それぞれの立場で
理解が図れる構成になっており、これらを用いることにより時間の限られ
た小学校高学年の総合学習の時間において自然災害や砂防事業につ
いて容易に理解できる唯一のパンフレットである。当該パンフレットを用
いて小学校高学年を対象とした総合学習の時間において活用を行うも
のであり、当該パンフレットは下記法人のみで製作・販売しているため随
意契約を結ぶものである。（会計法第29条の3第4項、予決令第102条4
第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

3849 新日本法規出版㈱ 追録

小口安雄
関東地方整備局北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-15

平成17年8月8日 1,908,362
当該追録は、当該図書の追録を行う唯一の者であるため随意契約を行
うものである。（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3850 新日本法規出版（株） 公務員関係法規総覧追録

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町2-19-1

平成17年5月30日 1,985,730 出版元であるため（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

3851 小糸工業（株） 超音波流速計データーロガー１台購入

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町2-19-1

平成18年3月2日 892,500
今回購入する演算機能付きデータロガーは、現在使用中のの機器との
調整が必要不可欠であり、既存システムの設置業者である当該業者か
らしか購入できない（会計法２９条の３第４号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3852 （株）毎日イーヴィアール・システム 利根川探検ブック１０,０００部購入

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町2-19-1

平成17年10月26日 3,599,925 原板を保有している業者である（会計法２９条の３第４号） その他 随意契約によらざるを得ないもの

3853 （財）日本地図センター
昭和２２年カスリーン台風時の利根川流
域空中写真

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町2-19-1

平成18年2月27日 3,282,426
本調達の航空写真のうち、国土地理院が所有する写真は、米軍が戦後
国土地理院に版権を譲渡し、貴法人のみが販売しているため。（会計法
２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3854 （株）上毛新聞社
ぐんまの防災
８，５００部

仲川  博雄
利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成18年3月3日 3,471,825

「ぐんまの防災」の作成にあたっては、群馬県内の地域の事情に精通･
密着し､河川、ダム及びその流域の歴史･生活・文化･環境等に関する知
識と豊富な経験を要するとともに、小学校の総合学習等における授業内
容、指導方針を踏まえる必要がある。当該用件を満たすものは、株式会
社上毛新聞社が企画・編集を担当し、小学校の総合学習の利用におい
て、群馬県教育委員会の監修を受けている「ぐんまの防災」が唯一のも
のである。
また、本件の編集にあたっては、国土交通省として資料提供、取材協力
しており、広く地域の人々に広報すべきものであり、国土交通行政の広
報も兼ね備えているものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第
１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3855 明星電気株式会社 Ｈ１７降水粒子観測機器購入
仲川  博雄
利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成17年11月2日 3,053,253
当事務所と共同研究を実施している気象研究所と共同で開発・製造して
いる気象観測機器で、一般に汎用性のない特殊な機器であるため（会
計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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3856 明星電気株式会社 降水粒子観測機器購入
仲川  博雄
利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成18年3月16日 9,310,455
当事務所と共同研究を実施している気象研究所と共同で開発・製造して
いる気象観測機器で、一般に汎用性のない特殊な機器であるため（会
計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3857 ＣＴＩサイエンスシステム 河床高計１基購入

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県香取市佐原イ4149

平成17年11月11日 3,881,850

砂州の形成や河床洗掘の変動などを連続的に計できる機器を製作販売
している業者が他にないため。
（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第三号に
該当）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3858 新日本法規出版（株） 追録代

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県佐原市佐原イ4149

平成17年5月12日 1,790,570
該当する追録を取り扱っている唯一の業者のため（会計法２９条の３第４
項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3859 長島石油（株） 重油（Ａ）２，０００Ｌ購入

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県佐原市佐原イ4149

平成17年8月26日 116,000

黒部川排水機場は、タンク容量が少ないため、長期間の継続運転に耐
えないものであるが、台風１１号の接近により、内水排除のため断続的
な運転をせざるを得ず、そのため、当該施設に近く、もっとも早く給油が
できる当該業者と随意契約をする（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１９年
度より移行予定）

3860 （株）磯徳商店 重油（Ａ）１４，０００Ｌ購入

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県佐原市佐原イ4149

平成17年8月26日 779,100
台風１１号の接近により、内水排除のため尾羽根川、十日川の両排水
機場で連続運転をせざるを得ず、そのため、当該施設に給油ができる当
該業者と随意契約をする（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１９年
度より移行予定）

3861 （株）ミナミ燃料 白灯油
武部勝行
関東地方整備局品木ダム水質管理所
群馬県吾妻郡草津町大字草津604-1

平成17年4月1日 1,883,132
３社見積もりの価格比較による[（会計法第２９条の３第５項　予決令第９
９条第３号）]

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

単価契約

3862 矢崎総業（株） 機械管理装置購入

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-18

平成18年3月16日 4,830,000
関東地整（関東技術）と矢崎総業（契約者）が開発検討を行った独自シ
ステムの装置で、本装置の製造販売を行っている唯一の業者である。
（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3863 ㈱オフィスサンサーラ 河川広報資料購入
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年4月22日 6,161,400
流域住民等に対する荒川の広報活動として使用する上で有意義なもの
であるが、制作販売は当該業者のみである（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１９年
度からは企画競争に移行予定）

3864 ㈱オフィスサンサーラ 河川広報資料購入
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年5月23日 6,161,400
流域住民等に対する荒川の広報活動として使用する上で有意義なもの
であるが、制作販売は当該業者のみである（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１９年
度からは企画競争に移行予定）

3865 ㈱オフィスサンサーラ 河川広報資料購入
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年6月23日 6,161,400
流域住民等に対する荒川の広報活動として使用する上で有意義なもの
であるが、制作販売は当該業者のみである（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１９年度より実
施予定）

3866 ㈱博報堂　企画業務局 羅針盤2500部購入
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年7月12日 908,250
当事務所の事業紹介、荒川の広報等を目的に配布するもので、当該業
者が作成、版を所有しているため他の業者では作成できず、競争に付
せられないので購入（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より移行することで検
討）

3867 ㈱オフィスサンサーラ 河川広報資料購入
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年7月22日 6,161,400
流域住民等に対する荒川の広報活動として使用する上で有意義なもの
であるが、制作販売は当該業者のみである（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１９年
度からは企画競争に移行予定）

3868 ㈱博報堂　企画業務局 羅針盤2000部購入
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年8月1日 787,500
当事務所の事業紹介、荒川の広報等を目的に配布するもので、当該業
者が作成、版を所有しているため他の業者では作成できず、競争に付
せられないので購入（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より移行することで検
討）
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3869 ＮＰＯ法人　水のフォルム理事長 水のＦＯＲＵＭ300部購入
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年8月1日 315,000
荒川の広報目的に配布するため発行している当該業者から購入（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3870 ㈱オフィスサンサーラ 河川広報資料購入
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年8月22日 6,161,400
流域住民等に対する荒川の広報活動として使用する上で有意義なもの
であるが、制作販売は当該業者のみである（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１９年度より実
施予定）

3871 ㈱博報堂　企画業務局 羅針盤2000部購入
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年9月5日 787,500
当事務所の事業紹介、荒川の広報等を目的に配布するもので、当該業
者が作成、版を所有しているため他の業者では作成できず、競争に付
せられないので購入（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より移行することで検
討）

3872 ㈱オフィスサンサーラ 河川広報資料購入
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年9月20日 6,161,400
流域住民等に対する荒川の広報活動として使用する上で有意義なもの
であるが、制作販売は当該業者のみである（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１９年度より実
施予定）

3873 ㈱オフィスサンサーラ 河川広報資料購入
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年10月24日 6,161,400
流域住民等に対する荒川の広報活動として使用する上で有意義なもの
であるが、制作販売は当該業者のみである（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１９年度より実
施予定）

3874 ㈱博報堂　企画業務局 羅針盤2500部購入
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年11月4日 908,250
当事務所の事業紹介、荒川の広報等を目的に配布するもので、当該業
者が作成、版を所有しているため他の業者では作成できず、競争に付
せられないので購入（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より移行することで検
討）

3875 ㈱オフィスサンサーラ 河川広報資料購入
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年11月11日 6,048,000
流域住民等に対する荒川の広報活動として使用する上で有意義なもの
であるが、制作販売は当該業者のみである（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１９年度より実
施予定）

3876 ㈱博報堂　企画業務局 羅針盤2000部購入
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年12月12日 787,500
当事務所の事業紹介、荒川の広報等を目的に配布するもので、当該業
者が作成、版を所有しているため他の業者では作成できず、競争に付
せられないので購入（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より移行することで検
討）

3877 ㈱オフィスサンサーラ 河川広報資料購入
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年12月22日 6,048,000
流域住民等に対する荒川の広報活動として使用する上で有意義なもの
であるが、制作販売は当該業者のみである（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１９年度より実
施予定）

3878 ㈱博報堂　企画業務局 羅針盤2500部購入
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成18年1月13日 908,250
当事務所の事業紹介、荒川の広報等を目的に配布するもので、当該業
者が作成、版を所有しているため他の業者では作成できず、競争に付
せられないので購入（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より移行することで検
討）

3879 ㈱オフィスサンサーラ 河川広報資料購入
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成18年1月18日 6,048,000
流域住民等に対する荒川の広報活動として使用する上で有意義なもの
であるが、制作販売は当該業者のみである（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１９年度より実
施予定）

3880 ㈱拓和 デジタル式水位計購入
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成18年2月7日 14,649,600
水位観測所の水位観測システムは当該業者の機器類を用いて構築さ
れており、水位計の更新を他の業者のものを用いるのは不可能である
ため、他との競争に付することはできない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

3881 ㈱オフィスサンサーラ 河川広報資料購入
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成18年2月17日 6,048,000
流域住民等に対する荒川の広報活動として使用する上で有意義なので
当該業者のみが制作販売しているため購入（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１９年度より実
施予定）
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3882 横河電子機器㈱ 水位・雨量観測機器購入
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成18年2月21日 13,242,600
水位観測所の水位観測システムは当該業者の機器類を用いて構築さ
れており、水位計の更新を他の業者のものを用いるのは不可能である
ため、他との競争に付することはできない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

3883 国際航業㈱東京支店
流域空中写真（荒川・新河岸川）購
入

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成18年3月3日 6,984,600
特定都市河川浸水被害対策法適用に向け新河岸川流域の解析を行う
ための基礎資料としての本資料を唯一販売している当該業者から購入
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3884 ㈱拓和 水位記録計購入
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成18年3月7日 10,899,000
水位観測所の水位観測システムは当該業者の機器類を用いて構築さ
れており、水位計の更新を他の業者のものを用いるのは不可能である
ため、他との競争に付することはできない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

3885 ㈱オフィスサンサーラ 河川広報資料購入
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成18年3月16日 6,048,000
流域住民等に対する荒川の広報活動として使用する上で有意義なので
当該業者のみが制作販売しているため購入（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１９年度より実
施予定）

3886 国際航業㈱東京支店 新河岸川流域地形標高データ購入
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成18年3月17日 10,747,800
特定都市河川浸水被害対策法適用に向け、新河岸川流域の解析を行
うための基礎資料としての使用するため、唯一販売している当該業者か
ら購入（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3887 クリエイティブァダック㈱ 荒川流域管内立体地図購入
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成18年3月22日 4,588,500
当該業者は荒川流域の立体地図を製作した実績があり、他社と比べ著
しく有利な価格で契約できるので他社との競争が不利である。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より移行することで検
討）

3888 ㈱地域交流センター企画 水害対策ガイドブック購入
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成18年3月22日 2,940,000
水害への知識、避難活動の方法を示しているものであるが、過去に当
該業者が作成した実績があり、著作権、版権を有しているため、他との
競争に付することはできない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より移行することで検
討）

3889 日本スペースイメージング㈱
荒川下流高解像度衛星デジタル画像
データ購入

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成18年3月24日 14,994,000

本物品は２次元画像を購入するものだが、モザイク処理、色調整等の観
点からイコノス衛星画像しかなく、同画像データの日本地域での受信
権、販売権著作権、加工権は当該業者のみが有しているため、他との
競争に付することはできない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3890 新日本法規出版㈱ 公務員関係法規総覧外　追録購入
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年7月13日 1,921,730 当該業者だけが製作販売しているため購入（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

3891 新日本法規出版（株） 追録
高橋　定雄
荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-12

平成17年6月6日 2,376,000
当該追録は、当該図書の追録を行う唯一者であるため、随意契約を行う
ものである。（会計法第２９条の３第４項　予算決算及び会計令第１０２条
の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3892 新日本法規出版 追録
鮫島寛
常総国道事務所
茨城県土浦市川口1-1-37

平成17年4月1日 1,753,045
当該追録は、当該図書の追録を行う唯一の者であるため随意契約を行
うものである。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号に該当）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3893 第一航業（株）北関東支社 久慈川・那珂川ポケット管内図増刷
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年7月25日 1,260,000 版下を所有しているため（会計法第２９条の３第４項） 問題があるもの
公募を実施（平成１９年度以降実施
予定）

3894 新日本法規出版㈱ 追録
劍持貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰145

平成17年4月1日 3,022,900
当該追録は、当該図書の追録を行う唯一の者であるため随意契約を行
うものである。（会計法第２９条３第４項預決令１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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3895 崙書房出版（株） 論集江戸川１，８００冊購入
高柳　淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成18年2月28日 3,600,000

本書籍は江戸川の歴史・文化等を総合的にとりまとめており、本書籍を
流域自治体や小中学校に配布することで、江戸川及び河川事業の啓蒙
をはかるものである。本書籍は、崙書房出版（株）が企画・製作したもの
で、他では購入することが出来ないため。（会計法第２９条の３第４項、
予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3896
（株）日刊建設通信新聞社北関東支
局

建設通信新聞

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 2,356,200
新聞の価格は決まっており競争を許さないものであるため、随意契約を
行うものである。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3897 （株）全販 信濃毎日新聞　外７点

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 1,840,380
新聞の価格は決まっており競争を許さないものであるため、随意契約を
行うものである。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3898 （有）倉持新聞店 朝日新聞　外２点

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 3,125,040
新聞の価格は決まっており競争を許さないものであるため、随意契約を
行うものである。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3899 （株）書楽 ＡＥＲＡ　外７６点

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 3,794,527
書籍購入価格は決まっており、競争を許さないため随意契約を行うもの
である。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3900 （株）大成出版社 建設リサイクル　外１点

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 4,191,840
書籍購入価格は決まっており、競争を許さないため随意契約を行うもの
である。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3901 日本経済新聞　大宮中央専売所 日経経済新聞　外２点

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 2,417,472
新聞の価格は決まっており競争を許さないものであるため、随意契約を
行うものである。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3902 （株）日刊建設工業新聞社 日刊建設工業新聞

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 4,069,800
新聞の価格は決まっており競争を許さないものであるため、随意契約を
行うものである。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3903 （株）ぎょうせい
行政判例集成行政法総則編（９０８
－９１０）２部外８７点　追録

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年11月7日 2,661,230
当該追録は、当該図書の追録を行う唯一の者であるため随意契約を行
うものである。（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3904 （株）そごう 作業服（夏服）購入
野田勝
関東地方整備局首都国道事務所
千葉県松戸市竹ヶ花90

平成17年8月22日 76,981

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））

3905
（株）そごう
大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3

物品購入（作業服）

池杉文昭
関東地方整備局宇都宮営繕事務所
栃木県宇都宮市桜5-1-13
宇都宮地方合同庁舎5Ｆ

平成17年5月12日 24,915

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））

3906 （株）そごう 作業服（上衣・長袖）６着外３点
渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成17年8月1日 57,778

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））
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3907
（株）そごう
神奈川県横浜市西区高島2-18-1

作業服上下（夏服）購入

石井正夫
関東地方整備局鬼怒川ダム統合管理
事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地14-3

平成17年9月1日 78,052

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））

3908 （株）そごう 作業服（夏服）購入
廣瀬　昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年7月15日 90,641

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））

3909 （株）そごう 作業服７着購入
徳田京誠
関東地方整備局甲武営繕事務所
東京都立川市緑町3567

平成17年8月1日 58,135

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））

3910
株式会社そごう
大阪府大阪市中央区心斎橋筋１－８
－３

作業服（上衣長袖）３着外２点購入

片山壮二
関東地方整備局国営アルプスあづみ
の公園事務所
長野県安曇野市穂高牧149-12

平成17年9月1日 24,915

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））

3911 ㈱そごう法人外商部 作業服

桑原正直
関東地方整備局国営常陸海浜公園事
務所
茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-
4

平成17年8月4日 33,220

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））

3912 （株）そごう 作業服購入
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年8月1日 71,532

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））

3913 （株）そごう 作業服（夏服）４６着
櫛引繁雄
関東地方整備局川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2-3-3

平成17年8月19日 160,388

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））

3914 （株）そごう 作業服購入
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年8月26日 66,440

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））

3915 （株）そごう 作業服上衣４着外１点購入

山本悟司
関東地方整備局東京外かく環状道路
調査事務所
東京都世田谷区用賀4丁目5番16号Ｔ
Ｅビル7F

平成17年8月24日 31,792

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））

3916 （株）そごう法人外商部
作業服（上衣・長袖）２９着外３点
購入

石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年8月19日 325,049

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））
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3917
（株）そごう
大阪市中央区心斎橋筋１－８－３

作業服（夏服）３着
内野井宗哉
関東地方整備局東京第一営繕事務所
東京都新宿区百人町3-28-8

平成17年8月24日 11,738

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））

3918
（株）そごう
東京都千代田区丸の内１－１－２

作業服（上衣（夏服・長袖））１着
外１点購入

石川直幸
関東地方整備局東京湾岸道路調査事
務所
千葉県船橋市浜町2-5-2

平成17年7月15日 7,948

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））

3919 （株）そごう
作業服（上衣・長袖）８着外２点購
入

笛田俊治
関東地方整備局湯西川ダム工事事務
所
栃木県日光市西川164

平成17年9月1日 66,440

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））

3920 (株)そごう 作業服（夏服）
田井中治
関東地方整備局日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面2390

平成17年7月19日 113,057

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））

3921 （株）そごう
作業服（夏服・上衣・長袖）１５着
外３点

安田吾郎
関東地方整備局八ッ場ダム工事事務
所
群馬県吾妻郡長野原町大字与喜屋11

平成17年8月2日 156,367

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））

3922 （株）そごう 作業服（上衣）５着外２点購入
山下勝
関東地方整備局富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-12-27

平成17年8月25日 41,525

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））

3923 ㈱そごう 作業服（上衣・長袖）外３点

小口安雄
関東地方整備局北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-15

平成17年8月22日 99,671

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））

3924 （株）そごう法人外商部 作業服（上衣　長袖）８８着外２点購入

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町2-19-1

平成17年8月22日 703,603

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））

3925 （株）そごう
作業服（夏　上衣　長袖）１３着外２点購
入

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町2-19-1

平成17年7月1日 107,965

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））

3926 （株）そごう
作業服（上衣・長袖）２９着外２点
購入

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県香取市佐原イ4149

平成17年10月17日 234,419

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））
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3927 （株）そごう 作業服（上衣・長袖）外２点購入
武部勝行
関東地方整備局品木ダム水質管理所
群馬県吾妻郡草津町大字草津604-1

平成17年9月5日 8,305

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））

3928 ㈱そごう法人外商部 作業服20着外2点購入
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年9月5日 166,100

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））

3929 （株）そごう 作業服
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年9月2日 224,795

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））

3930 （株）そごう
作業服（夏服・上衣長袖）１２０着
外２点購入

渡辺和足
支出負担行為担当官関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月21日 996,660

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））

3931 （株）そごう 作業服１０着外２点　購入
唐澤仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所
茨城県潮来市潮来3510

平成17年9月1日 83,050

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

問題があるもの

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））

3932 （株）そごう
作業服(上衣)６着
作業服(下衣)６着
ベルト　　　６本

羽鳥耕一
関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務
所
茨城県土浦市下高津2-1-3

平成17年9月8日 49,830

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））

3933 ㈱そごう 作業服（下衣）１着
高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年7月25日 4,158

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））

3934 （株）そごう 作業服（上衣）外点購入
竹内清文
渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町661-18

平成17年8月31日 83,050

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））

3935 （株）そごう 物品購入（作業服（下衣）
吉田高樹
下館河川事務所
茨城県筑西市二木成1753番地

平成17年8月26日 24,948

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））

3936 （株）そごう 作業服購入

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年8月25日 145,920

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））
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3937 （株）そごう 作業服購入
仲川博雄
利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成17年8月25日 58,135

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））

3938 （株）そごう 作業服購入

坂本和雄
関東地方整備局相模川水系広域ダム
管理事務所
神奈川県相模原市津久井町青山字南
山2145-50

平成17年9月1日 8,305

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））

3939 （株）そごう 作業服（上衣・長袖）外購入
後藤敏行
関東地方整備局大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉野町1-435

平成17年8月25日 62,513

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））

3940 （株）そごう法人外商部 作業服購入
鮫島寛
関東地方整備局常総国道事務所
茨城県土浦市川口1-1-37

平成17年8月16日 32,506

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））

3941 （株）そごう 作業服16着外３点購入
久保田勉
関東地方整備局宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年8月8日 173,417

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））

3942 ㈱そごう 作業服上衣（長袖）１着外１点購入
劍持貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰145

平成17年8月26日 7,948

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））

3943 （株）そごう法人外商部 作業服（夏服）上衣外３点購入
渡邉三男
国営武蔵丘陵森林公園管理所
埼玉県比企郡滑川町大字山田1920

平成17年9月20日 70,428

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））

3944 （株）そごう 作業服（夏服上衣）７着外２点購入
桜田由香里
関東地方整備局横浜営繕事務所
神奈川県横浜市中区山下町37-9

平成17年8月1日 58,135

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））

3945 （株）そごう 作業服（４着）外２点
新宅浩明
関東地方整備局営繕部筑波分室
茨城県つくば市吾妻1-12-1

平成17年10月3日 33,220

作業服は平成１６年度に一般競争契約で購入しており、平成１７年度に
災害緊急用及び人事異動等で追加購入するにあたり、既存の作業服と
同仕様、同品質、同価格で購入できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度から一般競争に移行
（本局一括契約））

3946 新日本法規出版（株） 追　　　　　録
村山一弥
関東地方整備局高崎河川国道事務所
群馬県高崎市栄町6-41

平成17年5月23日 2,032,800
当該追録は、当該図書の追録を行う唯一の者であるため随意契約を行
うものである（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3947 （株）ぎょうせい 追　　　　　録
村山一弥
関東地方整備局高崎河川国道事務所
群馬県高崎市栄町6-41

平成17年6月10日 3,058,500
当該追録は、当該図書の追録を行う唯一の者であるため随意契約を行
うものである（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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3948 ＣＴＩサイエンスシステム 河床高計１基購入

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県香取市佐原イ4149

平成17年11月11日 3,881,850

砂州の形成や河床洗掘の変動などを連続的に計できる機器を製作販売
している業者が他にないため。
（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第三号に
該当）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3949 （株）磯徳商店 重油（Ａ）１４，０００Ｌ購入

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県佐原市佐原イ4149

平成17年8月26日 779,100
台風１１号の接近により、内水排除のため尾羽根川、十日川の両排水
機場で連続運転をせざるを得ず、そのため、当該施設に給油ができる当
該業者と随意契約をする（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１９年
度より移行予定）

3950 長島石油（株） 重油（Ａ）２，０００Ｌ購入

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県佐原市佐原イ4149

平成17年8月26日 116,000

黒部川排水機場は、タンク容量が少ないため、長期間の継続運転に耐
えないものであるが、台風１１号の接近により、内水排除のため断続的
な運転をせざるを得ず、そのため、当該施設に近く、もっとも早く給油が
できる当該業者と随意契約をする（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１９年
度より移行予定）

3951 新日本法規出版（株） 追録代

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県佐原市佐原イ4149

平成17年5月12日 1,790,570
該当する追録を取り扱っている唯一の業者のため（会計法２９条の３第４
項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3952 （株）上毛新聞社 Ｈ１７八ッ場ダム情報紙広報業務

安田吾郎
関東地方整備局八ッ場ダム工事事務
所
群馬県吾妻郡長野原町大字与喜屋11

平成17年4月1日 9,043,755

八ッ場ダム建設事業に関しての正しい理解及び知識を有し、広報誌の
企画立案、製作に精通し、吾妻川流域の取材にあたり地理・情勢に詳し
く、水没地住民とも取材を通じ理解と信頼を得ている。また、群馬県内唯
一の地方紙であり、かつ県内約５０％のシェアを誇るため。（会計法第２
９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3953 群馬県自然保護連盟 Ｈ１７八ッ場ダム周辺自然環境調査

安田吾郎
関東地方整備局八ッ場ダム工事事務
所
群馬県吾妻郡長野原町大字与喜屋11

平成17年4月18日 4,830,000
事業実施区域内における自然環境の状況や地域特性に精通した有識
者が多数おり、県内の自然環境に関する調査を多数実施しているため。
（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 随意契約によらざるを得ないもの

3954 （株）上毛新聞社 八ッ場ダム新聞誌面広報業務

安田吾郎
関東地方整備局八ッ場ダム工事事務
所
群馬県吾妻郡長野原町大字与喜屋11

平成17年10月7日 6,885,900

行政広報の企画立案、製作、新聞広報等の実績を多数有し、当事務所
発行の「広報やんば」も手がけ、八ッ場ダム建設事業について理解し、
水源地域住民とも取材を通じ、理解と信頼を得ている。また、県民に親し
まれた郷土新聞として、発行部数３０万部／日を数え群馬県内一を有
し、かつ県内約５０％のシェアを誇るため。（会計法第２９条の３第４項、
予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3955 （株）ＴＢＳビジョン
Ｈ１７八ッ場ダム関連広報資料作成
業務

安田吾郎
関東地方整備局八ッ場ダム工事事務
所
群馬県吾妻郡長野原町大字与喜屋11

平成18年2月13日 24,150,000

上記業者は、平成１４年度に八ッ場に暮らす子供たちとその家族たちの
生活を撮影・編集し、ＢＳ及び地方４局において放送している。これらの
取材は過去数年に渡り現地で継続実施し、その活動と放送内容により
水没関係者との信頼関係を築いているとともに、事業の経緯と現状を理
解しているため。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より公募を実施するこ
とで検討）

3956
大柏木トンネル新設戸田・三井住友
特定建設工事共同企業体

川原湯地区水道水運搬業務

安田吾郎
関東地方整備局八ッ場ダム工事事務
所
群馬県吾妻郡長野原町大字与喜屋11

平成18年3月1日 4,466,700

本業務の履行場所近隣で、２４時間体制により大規模な工事を実施して
いるため、本業務を迅速・確実に遂行できる。（常に配水池の水位を確
認し残量を把握する必要がある。）また、地元との連絡調整についても
十分な実績があるため。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条
の４第３項）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3957 （財）日本生態系協会 生態系業務運営補助

安田吾郎
関東地方整備局八ッ場ダム工事事務
所
群馬県吾妻郡長野原町大字与喜屋11

平成18年3月1日 396,522

プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の手続」における業者
評価の元となる資料作成補助を行うため、八ッ場ダム周辺の猛禽類調
査について調査実績を有しており、かつ八ッ場ダム事業及びその周辺に
ついての自然環境にも精通している。加えて動植物に関する生息特性
等の専門知識を十分に有しているため。（会計法第２９条の３第４項、予
決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3958 コーエィ（株） 北軽井沢地先広報活動会場設営業務

安田吾郎
関東地方整備局八ッ場ダム工事事務
所
群馬県吾妻郡長野原町大字与喜屋11

平成17年4月28日 609,000

群馬県植樹祭に参加し、広報活動を行うにあたり、当該業者は、植樹祭
全体の外地計画から設営・撤去まで携わっていることから、狭い会場内
における資材搬入計画等の見直し、調整の必要がなく、設営・撤去作業
が円滑に行うことが出来るため。（会計法第２９条の３第４項、予決令第
１０２条の４第４号ロ）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの
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3959 応用地質（株） 八ッ場ダム地質整理業務

安田吾郎
関東地方整備局八ッ場ダム工事事務
所
群馬県吾妻郡長野原町大字与喜屋11

平成17年6月20日 822,150

八ッ場ダムサイト及び貯水池周辺の地質解析を数多く手がけた実績を
有しおり、事前準備としての資料整理等を要することなく本業務を遂行
可能なため、着実かつ迅速に、また経済的に業務が実施可能なため。
（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3960 応用地質（株） 八ッ場ダム周辺地下水調査

安田吾郎
関東地方整備局八ッ場ダム工事事務
所
群馬県吾妻郡長野原町大字与喜屋11

平成17年8月26日 697,900
ダムサイト周辺の地質解析を実施しており、事前準備としての資料整理
等を要することなく本業務を遂行可能なため、着実かつ迅速に実施可能
なため。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3961 群馬リコー㈱ H17電子複写機賃貸借

安田吾郎
関東地方整備局八ッ場ダム工事事務
所
群馬県吾妻郡長野原町大字与喜屋11

平成17年4月1日 8,005,501
機器の契約は平成１５年４月１日に締結し、機器の消却年である３年を
基準としてリース契約した上で、その機器を１年毎に契約を重ねている
為。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成２１
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

3962 （株）ナルセ H17カラー複写機賃貸借及び保守

安田吾郎
関東地方整備局八ッ場ダム工事事務
所
群馬県吾妻郡長野原町大字与喜屋11

平成17年4月1日 1,374,667
機器の契約は平成１５年４月１日に締結し、機器の消却年である３年を
基準としてリース契約した上で、その機器を１年毎に契約を重ねている
為。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

単価契約

3963 （株）ナルセ
H17電子複写機（モノクロ）賃貸借
及び保守

安田吾郎
関東地方整備局八ッ場ダム工事事務
所
群馬県吾妻郡長野原町大字与喜屋11

平成17年4月1日 1,241,186
機器の契約は平成１５年４月１日に締結し、機器の消却年である３年を
基準としてリース契約した上で、その機器を１年毎に契約を重ねている
為。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

単価契約

3964 （株）ナルセ H17プロッター賃貸借及び保守

安田吾郎
関東地方整備局八ッ場ダム工事事務
所
群馬県吾妻郡長野原町大字与喜屋11

平成17年4月1日 952,560

機器の契約は平成１５年４月１日に締結し、機器の消却年である３年を
基準としてリース契約した上で、その機器を１年毎に契約を重ね、１７年
度末で３年を経過するが機器の使用頻度等を考慮し継続して使用する
ことが可能であること、また新規に賃貸借契約を締結するよりも経済的
である為。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

単価契約

3965 東日本電信電話（株） 電話料

安田吾郎
関東地方整備局八ッ場ダム工事事務
所
群馬県吾妻郡長野原町大字与喜屋11

平成17年4月1日 2,145,612
ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、有線回線を確保するた
め。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3966 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料

安田吾郎
関東地方整備局八ッ場ダム工事事務
所
群馬県吾妻郡長野原町大字与喜屋11

平成17年4月1日 1,176,745
ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、有線回線を確保するた
め。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3967 （株）ＮＴＴドコモ 電話料

安田吾郎
関東地方整備局八ッ場ダム工事事務
所
群馬県吾妻郡長野原町大字与喜屋11

平成17年4月1日 2,185,207
（株）ＮＴＴドコモは他社より通信可能エリアが広く、災害対応を考慮して
いるため。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3968 日本郵政公社 後納郵便料

安田吾郎
関東地方整備局八ッ場ダム工事事務
所
群馬県吾妻郡長野原町大字与喜屋11

平成17年4月1日 2,039,390
信書は日本郵政公社のみしか配達できないため。（会計法第２９条の３
第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3969 (株)榊原不動産鑑定事務所 不動産鑑定評価

羽鳥耕一
関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務
所
茨城県土浦市下高津2-1-3

平成17年8月23日 4,197,000

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として(株)榊原不動産鑑定事務所が 適である。（会計法第29条の3第4
項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3970 関東不動産鑑定事務所 不動産鑑定評価

羽鳥耕一
関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務
所
茨城県土浦市下高津2-1-3

平成17年8月23日 4,197,000

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として関東不動産鑑定事務所が 適である。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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3971 新安全警備保障（株） 庁舎等警備業務

羽鳥耕一
関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務
所
茨城県土浦市下高津2-1-3

平成17年4月1日 2,324,700
当該業者は警備機器の設置をしており、警報機器に接続される警報受
信装置も唯一保有しているため（会計法第２９条の３第４項、予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より競争入札に移行す
ることで検討）

3972 （株）常陽新聞新社 Ｈ１７霞ヶ浦導水新聞掲載業務

羽鳥耕一
関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務
所
茨城県土浦市下高津2-1-3

平成17年8月23日 2,100,000

　霞ヶ浦流域への新聞供給及び霞ヶ浦に対する歴史や地元文化等に関
する深い知識が必要不可欠である。
　上記について新聞掲載等を行い、分かり易く情報を伝えてきた実績を
有する唯一の業者であるため。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より公募を実施するこ
とで検討）

3973 （株）茨城新聞社 Ｈ１７霞ヶ浦導水事業広報業務

羽鳥耕一
関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務
所
茨城県土浦市下高津2-1-3

平成17年9月26日 27,331,500

　県内の河川事業に係わる幅広い情報、記録、知識等を有し、地域住民
の意見を幅広く取り上げられ、多くの県民に広報が行える体制が確立さ
れていることが必要不可欠である。
　上記要件を満たす唯一の業者であるため。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3974 新安全警備保障（株） 高浜機場試験水槽警備業務

羽鳥耕一
関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務
所
茨城県土浦市下高津2-1-3

平成17年5月26日 397,950
警備対象となる施設内には既に契約先と契約が締結している為。（会計
法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3975 （社）茨城県公害防止協会
茨城町常井地先騒音・振動等調査業
務

羽鳥耕一
関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務
所
茨城県土浦市下高津2-1-3

平成17年6月17日 984,900

公的証明機関であり豊富な知識、経験と茨城県条例を把握し中立な立
場での信頼性の高い計測をすることが必要である。茨城県援助法人とし
て必要要件を有する唯一のものであること。
（会計法第29条の3第4項）

問題があるもの
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3976 （株）日水コン 霞ヶ浦導水運用補足検討業務

羽鳥耕一
関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務
所
茨城県土浦市下高津2-1-3

平成17年8月19日 399,000

平成16年度に標準プロポーザル方式における評価の結果「霞ヶ浦導水
管理運用検討業務」を履行するにあたり 適であると選定された業者で
あり、本業務内容としては、上記業務の補足を行うための追加資料収集
であることから、本業務を円滑かつ効率的に遂行できるものは他にいな
いため。
（会計法第29条の3第4項）

問題があるもの

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より競争入札に移行す
ることで検討）

3977
（株）日さく
関東支店

大山原地先あぜ道補強資料調査

羽鳥耕一
関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務
所
茨城県土浦市下高津2-1-3

平成17年9月9日 554,400

法面の保護構造について近接する民間所有者より法面保護構造の説
明を要求されており、当該業者は法面保護が必要となる理由である観
測井戸の調査、設置を施工しており専門知識があり、迅速かつ的確な
検討・提案を行える（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

3978 （社）茨城県公害防止協会 土浦市湖北地先騒音・振動調査業務

羽鳥耕一
関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務
所
茨城県土浦市下高津2-1-3

平成17年11月2日 997,500

公的証明機関であり豊富な知識、経験と茨城県条例を把握し中立な立
場での信頼性の高い計測をすることが必要である。茨城県援助法人とし
て必要要件を有する唯一のものであること。
（会計法第29条の3第4項）

問題があるもの
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3979 （株）ティ－ズオフィス
水文資料管理運用システム改良・更
新作業業務

羽鳥耕一
関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務
所
茨城県土浦市下高津2-1-3

平成17年11月9日 941,850
平成１１年度に本システムを開発し、著作権を有していることから、これ
らを有するものは他にはいないため。（会計法29条の3第4項、予決令第
102条の4第4号）

問題があるもの
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3980 （株）東京設計
パンフレット「霞ヶ浦導水事業って
知ってますか？」増刷

羽鳥耕一
関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務
所
茨城県土浦市下高津2-1-3

平成17年11月17日 348,600
　パンフレットの原稿（版）を所有しており、増刷を行うにあたり経済的に
優位であるため。
（会計法２９条の３第４項、予決令１０２条の４第５号）

問題があるもの 随意契約によらざるを得ないもの

3981
住信・松下フィナンシャルサ－ビス
（株）法人営業第一部

模写電送装置賃貸借

羽鳥耕一
関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務
所
茨城県土浦市下高津2-1-3

平成17年4月1日 263,340 契約の性質。（会計法第29条の3第4号） 見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より、国庫債務負担行
為を計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

3982 （株）かどや商店
キャノン電子複写機の賃貸借及び保
守業務

羽鳥耕一
関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務
所
茨城県土浦市下高津2-1-3

平成17年4月1日 145,320 契約の性質。（会計法第29条の3第4号） 見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

単価契約

3983 茨城ゼロックス（株）
電子複写機賃貸借、保守及び消耗品
の供給

羽鳥耕一
関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務
所
茨城県土浦市下高津2-1-3

平成17年4月1日 4,714,896
平成１６年４月１日に一般
競争契約で３６ヶ月当該機を使用する条件のもとに賃貸借したため。（会
計法第29条の3第4号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より、国庫債務負担行
為を計上）

単価契約

3984 冨士ゼロックス（株）茨城営業所 電子複写機の賃貸借及び保守等

羽鳥耕一
関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務
所
茨城県土浦市下高津2-1-3

平成17年4月1日 578,472 契約の性質。（会計法第29条の3第4号） 見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より、国庫債務負担行
為を計上）

単価契約

3985 東日本電信電話（株） ＮＴＴ電話料

羽鳥耕一
関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務
所
茨城県土浦市下高津2-1-3

平成17年4月1日 2,337,010
ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
に随意契約を行うものである

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3986 茨城町長 水道料

羽鳥耕一
関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務
所
茨城県土浦市下高津2-1-3

平成17年4月1日 2,374,614 当該地域で唯一の水道事業者と随意契約を行うものである その他 随意契約によらざるを得ないもの

3987
中日本高速道路（株）
横浜支社

通行料

羽鳥耕一
関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務
所
茨城県土浦市下高津2-1-3

平成17年4月1日 1,689,025
当該通行料の支払は、当該有料道路の管理会社と随意契約により行う
ものである

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3988
（株）大崎コンピュ－タエンヂニア
リング

所内スイッチングＨＵＢ設定変更作
業

羽鳥耕一
関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務
所
茨城県土浦市下高津2-1-3

平成17年8月3日 210,000

本局、事務所間の通信に使用するスイッチングＨＵＢの設定変更を行う
もので経験及び技術が必要不可欠であり、当該業者は過去の所内ＬＡＮ
改修工事の実績があり、確実かつ迅速に行うことができる唯一の業者で
ある。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

3989
日本テクニカル・サ－ビス（株）北
関東支社

東・佐原向け無線機臨局検査対応作
業

羽鳥耕一
関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務
所
茨城県土浦市下高津2-1-3

平成17年6月8日 312,900
総務省関東総合通信局が行う無線局定期検査の現地対応を行うため
検査前測定と同様の機器を使用し当日測定できる唯一の業者である。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

3990
日本無線（株）ソリュ－ション営業
務

宝鏡山向け無線機臨局検査対応作業

羽鳥耕一
関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務
所
茨城県土浦市下高津2-1-3

平成17年6月8日 217,980
総務省関東総合通信局が行う無線局定期検査の現地対応を行うため
検査前測定と同様の機器を使用し当日測定できる唯一の業者である。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

3991
富士通（株）官公庁ソリュ－ション
事業本部第一総括営業部

マルチキャスト制御部設定変更作業

羽鳥耕一
関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務
所
茨城県土浦市下高津2-1-3

平成17年8月3日 627,690

本局、事務所間の通信に使用するマルチキャスト制御部の設定変更作
業を実施するものであり、確実かつ迅速な作業が求められる。当該業者
は過去にネットワーク機器の製造及び接続調整を行っておりネットワー
ク装置の構造・通信設定に精通している唯一の業者である。（会計法第
２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

3992
セコム（株）東京都渋谷区神宮前１
－５－１

新宿地方合同庁舎警備保守料

遠藤淳一
関東地方整備局東京第一営繕事務所
東京都新宿区百人町3-28-8

平成17年4月1日 913,500
事務所の防犯設備は、セコム（株）で製造したものであり、同社以外に防
犯管理が出来ないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

3993
フジタビルメンテナンス（株）東京
都渋谷区千駄ヶ谷５－８－１０

日常清掃業務

遠藤淳一
関東地方整備局東京第一営繕事務所
東京都新宿区百人町3-28-8

平成17年4月1日 756,000

当事務所は新宿地方合同庁舎内に位置し、共用部分の清掃について
はフジタビルメンテナンス(株)がおこなっている。その為、本業務を行なう
にあたり、他業者に比べ効率良く、また安価で行えると考られる。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（競争入札に移行することで検討）

3994
富士ゼロックス（株）ニューマーケ
ティング営業部東京都港区六本木３
－１－１

電子複写機　３台
賃貸借及び保守

遠藤淳一
関東地方整備局東京第一営繕事務所
東京都新宿区百人町3-28-8

平成17年4月1日 2,660,088
支障がない限り３６ヶ月使用する条件のもとに賃貸借したものであり、現
在でも特に問題が生じていないため継続して使用することが適当であ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１９
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約



件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

3995 セコム（株）
事務所庁舎外6箇所防犯管理業務
（一式）

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年4月1日 6,184,080
電気錠システム、ダブルキーシステム及びトランスファーシステムを同一
システム上において機能させることができる唯一の業者であるため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

3996 （株）毎日新聞社
みんなの荒川シンポジウム運営業務
（一式）

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年4月8日 9,030,000
左記業者が昨年度行った企画業務の成果の内容及び趣旨を的確に、
かつ短期間で本年度のシンポジウム運営に反映させることが必要不可
欠であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3997 （株）ティ・ビー・エス・ビジョン
第8回荒川市民マラソン記録映像制
作等業務（一式）

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年4月12日 35,805,000

左記業者は、「平成１６年度荒川交流フェア企画運営業務」を実施してお
り、「東京・荒川市民マラソン」及び同時開催の「荒川交流フェア」の内容
について熟知しているとともにこれらのイベントの効果的な広報展開に
ついての検討も実施しており、全体的な広報展開を踏まえた広報映像
の製作及びマスメディアを活用した広報に関してのコンセプト、進め方、
留意点についても精通している。また、「平成１６年度荒川交流フェア企
画運営業務」で記録映像の撮影を行なっており、本業務ではその映像を
用いて広報映像を製作するものであるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3998 （株）毎日新聞社
みんなの荒川シンポジウム広報業務
（一式）

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年5月2日 10,668,000

本業務の実施には、シンポジウムの開催趣旨を理解して的確かつ時宜
にかなった報道を行うとともに、若年層を対象にした広報において実績
を有することが必要不可欠であり、左記業者はシンポジウムの企画運営
段階から携わり、かつ中学生を対象とした日刊紙を唯一発行しているた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3999 （株）中日新聞社 荒川流域広報企画運営業務（一式）
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年6月2日 8,967,000

本業務の実施に当たっては、荒川流域との関わりの観点から、流域全
体の相互理解を深めることを目的としており、地域に密着し、地域特性
を反映させた情報収集・企画能力と広報効果の面々を考慮し、地方紙を
用いたきめの細かい広報が も適切であると判断し、東京都唯一の地
方紙である左記業者を広報媒体として選定した。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4000 （株）中日新聞社
荒川流域新聞掲載「防災情報」広報
業務（一式）

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年8月18日 13,324,500

本業務の実施に当たっては、荒川流域と地域との関わりの観点から、流
域全体の相互理解を深めることを目的としており、地域に密着し、地域
特性を反映させた情報収集・企画能力と広報効果の面々を考慮し、地
方紙を用いたきめの細かい広報が も適切であると判断し、東京都唯
一の地方紙である左記業者を広報媒体として選定した。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4001 （株）中日新聞社
荒川流域新聞掲載「施設整備」広報
業務（一式）

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年9月1日 13,324,500

本業務の実施に当たっては、荒川流域と地域との関わりの観点から、流
域全体の相互理解を深めることを目的としており、地域に密着し、地域
特性を反映させた情報収集・企画能力と広報効果の面々を考慮し、地
方紙を用いたきめの細かい広報が も適切であると判断し、東京都唯
一の地方紙である左記業者を広報媒体として選定した。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4002 （株）中日新聞社
荒川流域新聞掲載「地震防災」広報
業務（一式）

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年9月20日 13,324,500

本業務の実施に当たっては、荒川流域と地域との関わりの観点から、流
域全体の相互理解を深めることを目的としており、地域に密着し、地域
特性を反映させた情報収集・企画能力と広報効果の面々を考慮し、地
方紙を用いたきめの細かい広報が も適切であると判断し、東京都唯
一の地方紙である上記業者を広報媒体として選定した。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4003 （株）ＴＢＳビジョン
流域交流展示物等構成企画・設置業
務（一式）

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年9月22日 199,500,000

本業務は、資料館の改装計画立案等を行うため、標準プロポーザル方
式の業務発注を行い、検討方針等の提案内容が も優れた上記業者を
選定し、業務を実施したものである。Ｈ１６年度に１階部分のみ実施した
資料館展示物等の企画・設置について、引き続き２階部分の具体的な
企画・設置を図るものであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの
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4004 （株）ＮＨＫエンタープライズ
平成17年度荒川ロックゲート広報映
像制作業務（一式）

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年11月2日 21,840,000

左記業者は、「平成１７年度荒川ロックゲート広報企画・運営業務」を実
施しており、荒川ロックゲートの効果的な広報展開についての検討も実
施しており、全体的な広報展開を踏まえた広報映像の制作及びマスメ
ディアを活用した広報に関してのコンセプト、進め方、留意点についても
精通している。また、上記業務で記録映像の撮影や荒川ロックゲートを
説明するためのアニメーション制作、資料映像の収集を行っており、本
業務ではその映像を用いて広報映像を制作するものであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4005 （株）埼玉新聞社
平成17年度浄化導水事業新聞掲載業
務（一式）

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年12月2日 10,804,500

浄化導水事業を広報するにあたっては、地域に密着した情報収集・企画
能力と広報効果の観点から、地方紙を用いた広報手段が も適切であ
ると判断し、埼玉県唯一の地方紙である上記業者を広報媒体として選定
した。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4006 （株）日映科学映画製作所 広報用動画更新作成業務（一式）
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年12月21日 4,095,000
広報ビデオのキャラクター「ガンブッチ」の著作権を有しているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4007 （株）拓和
綾瀬川・芝川等浄化施設水質計保守
修繕業務（一式）

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成18年3月23日 60,270,000

本業務の対象施設である既設水質監視装置は、左記業者により製造さ
れたものであり、その細部にわたる分解整備・交換部品の必要性の判
断・再設置時の調整作業等については、設備の特性及び設置構造を熟
知している必要性があるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4008 昭和ネオス（株） ボイラー保守点検（一式）
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年4月12日 577,500
ボイラーに異常が見られた場合、危険防止のため、迅速かつ的確な対
処が必要であるため、製造元で設置業者である左記業者を選定した。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4009 （株）パスコ
荒川運行ガイド地図データ作成（一
式）

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年9月13日 730,548

元データファイルを加工修正するには、高度の技術力とその取扱いに熟
知していることが必要であるため、元データ作成者である先業者を選定
した。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4010 東都タクシー無線協同組 タクシー借上げ（その１）（一式）
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年4月1日 4,764,970
車両保有台数が多く、当事務所の近くに営業所があり、緊急の場合でも
２４時間体制で速やかな対応が可能なため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4011 東京都個人タクシー協同組合 タクシー借上げ（その２）（一式）
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年4月1日 1,005,450
都内全域を業務範囲とし、車両保有台数も多いため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4012 富士ゼロックス（株） カラー複写機賃貸借（３台）
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年4月1日 1,217,160

償却予定期間を３年間として昨年度、左記業者と新規契約を締結したも
のであり、今年度は、その２年目として左記業者と契約を行うものであ
る。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１９
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4013 富士ゼロックス（株） カラー複写機保守契約（一式）
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年4月1日 15,825,200

左記業者とは、当該複写機の賃貸借契約を予定しており、業務の性質
上、賃貸業者と契約を結ぶべきものであり、ほかに競争を許さないた
め。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１９
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4014 キャノン販売（株）
電子複写機及び電子複合機賃貸借
（６台）

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年4月1日 592,200

償却予定期間を３年間として昨年度、左記業者と新規契約を締結したも
のであり、今年度は、その２年目として左記業者と契約を行うものであ
る。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１９
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4015 キャノン販売（株）
電子複写機及び電子複合機保守契約
（一式）

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年4月1日 7,188,302

左記業者とは、当該複写機の賃貸借契約を予定しており、業務の性質
上、賃貸業者と契約を結ぶべきものであり、ほかに競争を許さないた
め。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１９
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約
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4016 （株）大塚商会 電子複写機賃貸借（９台）
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年4月1日 4,251,240

償却予定期間を３年間としてH14～16年度に左記業者と新規契約を締
結したものであり、今年度は、継続して左記業者と契約を行うものであ
る。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１９
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4017 （株）大塚商会 電子複写機保守契約（一式）
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年4月1日 3,727,668

左記業者とは、当該複写機の賃貸借契約を予定しており、業務の性質
上、賃貸業者と契約を結ぶべきものであり、ほかに競争を許さないた
め。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１９
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4018 （株）大塚商会 図面複写機賃貸借（１台）
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年4月1日 2,116,800

償却予定期間を３年間としてH15年度に、左記業者と新規契約を締結し
たものであり、今年度は、その３年目として左記業者と契約を行うもので
ある。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１９
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4019 （株）大塚商会 図面複写機保守契約（一式）
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年4月1日 472,500

左記業者とは、当該複写機の賃貸借契約を予定しており、業務の性質
上、賃貸業者と契約を結ぶべきものであり、ほかに競争を許さないた
め。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１９
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4020 東日本電信電話（株） 電話料
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年4月1日 4,146,101
ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
に随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０
２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4021 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 電話料
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年4月1日 4,766,033
当該業者は、通信可能エリアが広く、災害対応を考慮して当該業者と随
意契約を行うものである（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4022 東京都水道局 水道料
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年4月1日 2,682,418 光熱水料等 その他 随意契約によらざるを得ないもの

4023 日本郵政公社 郵便料金
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年4月1日 1,519,810 光熱水料等 その他 随意契約によらざるを得ないもの

4024 （株）オリエンタルクルーズ 巡視船借上（その２）（一式）
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年8月26日 750,750
一定人数が着席でき、かつ江東区内河川を通航可能な大きさの船舶を
唯一有しているため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１９年
度より移行予定）

4025 （株）オリエンタルクルーズ 巡視船借上（その３）（一式）
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年9月30日 588,000
一定人数が着席でき、かつ江東区内河川を通航可能な大きさの船舶を
唯一有しているため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１９年
度より移行予定）

4026 （株）オリエンタルクルーズ 巡視船借上（その４）（一式）
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年11月11日 278,250
一定人数が着席でき、かつ江東区内河川を通航可能な大きさの船舶を
唯一有しているため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１９年
度より移行予定）

4027 （株）オリエンタルクルーズ 巡視船借上（その５）（一式）
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年11月25日 556,500
一定人数が着席でき、かつ江東区内河川を通航可能な大きさの船舶を
唯一有しているため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１９年
度より移行予定）

4028 （株）オリエンタルクルーズ 巡視船借上（その６）（一式）
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成18年3月17日 278,250
一定人数が着席でき、かつ江東区内河川を通航可能な大きさの船舶を
唯一有しているため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１９年
度より移行予定）
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4029 （株）オリエンタルクルーズ 巡視船借上（一式）
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年7月11日 183,750
一定人数が着席でき、かつ江東区内河川を通航可能な大きさの船舶を
唯一有しているため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１９年
度より移行予定）

4030 （株）日立ビルシステム
荒川ロックゲート管理棟昇降設備保
守点検（一式）

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年10月31日 378,000
昇降設備は、施工業者の独自の技術で設計・施工されており、その保守
は施工業者以外では安全性が確保できないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4031 （株）日立ビルシステム
総合管理棟昇降設備保守点検（一
式）

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年4月1日 882,000
昇降設備は、施工業者の独自の技術で設計・施工されており、その保守
は施工業者以外では安全性が確保できないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4032 セコム（株）
荒川ロックゲート管理棟防犯管理業
務（一式）

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年7月11日 430,052
事務所庁舎や他の施設の防犯管理業務を左記業者に発注しており、事
務所全体の施設の管理を同一システム上に統一することが 善である
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4033 鈴中工業（株） 船舶管理業務（一式）
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年4月1日 57,739,022

管内河川の状況だけでなく業務対象船舶についてもその構造・特徴を熟
知しているとともに、荒川下流域での船舶の航行に豊富な経験を持つ船
員を有しているため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１９年
度より移行予定）

単価契約

4034
(株)アイ・エイチ・アイマリンユナ
イテッド東京都港区海岸3-22-23

巡視船(03-4777)定期整備
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成18年2月8日 20,527,500

修理を短期間に履行するには、本船の構造やデータを熟知し各機器の
劣化状態を的確に判断しながら修理するとともに、船体に変形を与えな
い上架架台施設が不可欠である。左記業者は本船の製造業者であり本
船の構造や設計データ及び過去の修繕履歴に関して熟知しているととも
に、本船の専用上架架台を所有している。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より移行）

4035 （株）オフィスサンサーラ
平成17年度河川広報資料加工業務
（一式）

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年6月1日 13,944,000
荒川下流域を一括した一般向け情報誌を専門に製作、編集、発行して
いる唯一の業者であり、かつインターネット閲覧用データとして左記業者
の有する著作物の使用許諾が必要なため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4036 セコム（株） 機械警備システム設置（一式）
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成18年3月16日 352,590
事務所庁舎や他の施設の防犯管理業務を左記業者に発注しており、事
務所全体の施設の管理を同一システム上に統一することが 善である
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4037 メディアエクスチェンジ（株）
平成１７年度通信情報提供業務（一
式）

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年4月1日 9,926,280

左記業者は、多くのインターネットサービスプロバイダーと相互接続し、
瞬時に多くの人々へ情報伝達できる体制を有している国内有数の会社
であり、かつ万が一の場合には迅速に復旧できる自前の大容量光ファイ
バーケーブルにて当事務所まで接続できる唯一の会社であるため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１９年
度より移行予定）

単価契約

4038
荒川メトロポリタンネットワーク
（株）

平成17年度荒川下流域情報ネット
ワーク監視業務（一式）

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年4月1日 15,750,000
荒川下流河川事務所に係わる防災情報等を沿川各ケーブルテレビ局の
代表として収集・配信等を行っている唯一の会社であるため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１９年
度より移行予定）

4039 住友電気工業（株）
平成17年度ARAサーバ保守契約（一
式）

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年4月1日 7,612,500
キャッシュサーバ等の機器の設置者で、システムの構築・設定を行い、
当該システム構成を熟知しているため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4040 住友電気工業（株）
事務所レイヤー２スイッチ設定変更
（一式）

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成18年3月9日 151,200
既存設備の設定変更を赤い信頼性を確保しつつ的確に行えるのは、製
造業者のみであるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）
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4041
住友電気工業(株)東京都港区元赤坂
1-3-12

センタースイッチ改造
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成18年2月14日 972,037
本件センタースイッチは左記業者により製造されたものであり、既存設
備を熟知し修繕を高い信頼性を確保しつつ効率的に履行できる。（会計
法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4042
住友電気工業(株)東京都港区元赤坂
1-3-12

情報コンセント子局修繕
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成18年2月2日 630,000
本件情報コンセント子局は左記業者により製造されたものであり、既存
設備を熟知し修繕を高い信頼性を確保しつつ効率的に履行できる。（会
計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4043 松下電器産業（株） 出退表示改修（一式）
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成18年3月6日 928,830
既存設備の機能改造を高い信頼性を確保しつつ確実に行えるのは、機
能及び設備の電気的特性を熟知している装置の製造業者のみであるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4044 東芝情報機器（株）
ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞ機器賃貸借及び保守（一
式）

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年4月1日 735,000
償却予定期間を３年間としてH14年度途中に左記業者と新規契約を締
結したものであり、今年度は、その３年目として左記業者と契約を行うも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

単価契約

4045 日本無線（株） 河川情報設定作業
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成18年3月24日 997,500
既存設備の設定変更を高い信頼性を確保しつつ的確に行えるのは、製
造業者のみであるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4046 富士通（株）
事務所センタースイッチ設定変更
（一式）

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成18年3月9日 252,000
既存設備の設定変更を赤い信頼性を確保しつつ的確に行えるのは、製
造業者のみであるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4047 福井コンピュータ（株）
電子納品管理システム保守業務（一
式）

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年4月1日 548,520
本プログラムを作成し、システムの保守に必要な情報・知識を持ち、シス
テム保守、テレフォンサービスを行える唯一の業者であるため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4048
信越放送株式会社長野市吉田１－２
１－２４

関東圏向け秋季行事概要周知業務

片山壮二
関東地方整備局国営アルプスあづみ
の公園事務所
長野県安曇野市穂高牧149-12

平成17年9月1日 2,730,000
安曇野を広く紹介する特別番組の計画があり、長野県内及び関東圏内
の人々に対してより高い広報効果が期待できるため。（会計法第２９条
の３第４項予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（平
成１８年度業務終了）

4049
株式会社リクルート東京都中央区銀
座７－３－５

関東圏他観光情報誌公園行事周知業
務

片山壮二
関東地方整備局国営アルプスあづみ
の公園事務所
長野県安曇野市穂高牧149-12

平成17年5月26日 1,974,000

旅行雑誌として複数の座雑誌を発行しており、発行部数、認知度等業界
第一位であり、雑誌を活用した広告周知は公園の促進につながるた
め。。（会計法第２９条の３第４項予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4050
信濃毎日新聞式会社長野県長野市南
県町６５７

国営アルプスあづみの公園行事周知
業務

片山壮二
関東地方整備局国営アルプスあづみ
の公園事務所
長野県安曇野市穂高牧149-12

平成17年5月20日 12,583,200

県内のリーディングメディアとして地域に密着し県民に親しまれた郷土新
聞であり、本業務は広く周知するため効率的実施できる新聞社であるた
め。（会計法第２９条の３第４項予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4051
有限会社中日新聞長野広告社長野県
松本市宮北４０５－１０

中京地区国営アルプスあづみの公園
行事周知業務

片山壮二
関東地方整備局国営アルプスあづみ
の公園事務所
長野県安曇野市穂高牧149-12

平成17年5月20日 14,214,900
中日新聞は中京地区で極めて高い普及率があり、この地区への広い周
知を行う本業務は効率的実施できる新聞社であるため。（会計法第２９
条の３第４項予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4052
株式会社カントリープレス長野県長
野市三輪６－６－１

県内観光情報誌公園行事周知業務

片山壮二
関東地方整備局国営アルプスあづみ
の公園事務所
長野県安曇野市穂高牧149-12

平成17年5月18日 1,662,497
各世代層に広く読まれる情報誌を複数発行しており、関連する情報とあ
わせて総合的周知は公園の利用促進につながるため。（会計法第２９条
の３第４項予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

単価契約

4053
株式会社角川書店千代田区富士見２
－１３－３

中京圏他観光情報誌秋季行事周知業
務

片山壮二
関東地方整備局国営アルプスあづみ
の公園事務所
長野県安曇野市穂高牧149-12

平成17年7月14日 6,447,000
各世代層に広く読まれる情報誌を複数発行しており、関連する情報とあ
わせて総合的周知は公園の利用促進につながるため。（会計法第２９条
の３第４項予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの
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4054 キャノンマーケティングジャパン 電子複写機賃貸借

片山壮二
関東地方整備局国営アルプスあづみ
の公園事務所
長野県安曇野市穂高牧149-12

平成17年4月1日 1,762,336
平成１５年度４月に３６ヶ月の継続使用を条件に行う業務である。従って
当該事業者と随意契約を行うものである。会計法第２９条の３代４条予
算決算及び会計令１０２条の４第３号

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成２１
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

4055
中部電力（株）名古屋市東区東新町
１

電気料

片山壮二
関東地方整備局国営アルプスあづみ
の公園事務所
長野県安曇野市穂高牧149-12

平成17年4月12日 21,559,040 当該地域で唯一の一般電気事業者と随意契約をよりおこなうものである その他 随意契約によらざるを得ないもの

4056
東日本電信電話（株）長野県長野市
中御所３－２－１５

電話料等

片山壮二
関東地方整備局国営アルプスあづみ
の公園事務所
長野県安曇野市穂高牧149-12

平成17年4月25日 2,067,319
ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、優先回路を確保するため
随意契約をおこなうものである

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4057
セコム上越（株）新潟県新光１－１
０

防犯管理

片山壮二
関東地方整備局国営アルプスあづみ
の公園事務所
長野県安曇野市穂高牧149-12

平成17年8月11日 354,696
即応できる機器による現状把握警告システムを有している唯一の業者
である。

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4058 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） ＡＤＳＬ接続料
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年4月1日 2,948,073
ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
（会計法第２９条の３第５項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4059 東芝パソコンシステム（株） グループウェアサーバ保守点検
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年4月1日 411,600
グループウェアサーバ機器の製品の専門技術を有しているため（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度以降実施
予定）

4060 日本電子計算機（株） 端末機装置賃貸借
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年4月1日 6,621,300
電子計算機の賃貸借のできる唯一の会社であるため（会計法第２９条の
３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4061 東芝パソコンシステム（株） 運用サーバ機器１台賃貸借
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年4月1日 2,338,681
平成１８年３月１２日までが予定賃貸借期間であるため（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

単価契約

4062
日立電線（株）営業本部産業システ
ム営業統括部産業営業部

光波長測定装置内光スイッチ交換作
業

佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年6月24日 756,000 本設備に も精通しているため（会計法第２９条の３第４項） 問題があるもの 公募を実施

4063 ㈱エヌティティドコモ 電話料
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年4月1日 3,578,150
㈱NTTドコモは他社より通信可能エリアが広く、災害対応を考慮して㈱
NTTドコモと随意契約を行うものである。
（会計法２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4064 ＫＤＤＩ㈱ 電話料
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年4月1日 2,248,236
過年度より契約していたため
（会計法２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4065 ＮＴＴコミュニケーションズ㈱ 電話料
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年4月1日 1,734,196
過年度より契約していたため
（会計法２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4066 中日本高速道路（株） 通行料金
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年4月1日 1,371,097
当該通行料の支払いは、当該有料道路の管理会社と随意契約により行
うものである。
（会計法２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの １０月～３月
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4067 東日本電信電話㈱ 電話料
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年4月1日 8,260,044
ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
に随意契約を行うものである。
（会計法２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4068 八王子市 水道料
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年4月1日 7,996,206
当該地域で唯一の水道事業者と随意契約を行うものである。
（会計法２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4069 川村　英通 不動産鑑定料
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年6月28日 2,449,000

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として川村英通が 適である。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4070 栗原不動産鑑定事務所 不動産鑑定料
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年6月28日 2,571,450

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として栗原不動産鑑定事務所が 適である。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4071 合資会社イワサワ不動産鑑定事務所 神奈川４６８号新設不動産鑑定料
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年12月9日 2,701,230

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として合資会社イワサワ不動産鑑定事務所が 適である。（会計法第29
条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4072 中津川不動産鑑定事務所 神奈川４６８号新設不動産鑑定料
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年6月28日 3,113,250

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として中津川不動産鑑定事務所が 適である。（会計法第29条の3第4
項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4073
平山不動産鑑定事務所　不動産鑑定
士　平山　廣司

神奈川４６８号新設不動産鑑定料
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年6月28日 3,113,250

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として平山不動産鑑定事務所が 適である。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4074 ㈱神奈川県都市開発研究所 神奈川４６８号新設不動産鑑定料
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年6月28日 1,425,900

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として㈱神奈川県都市開発研究所が 適である。（会計法第29条の3第
4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4075 ㈱九段都市鑑定 神奈川４６８号新設不動産鑑定料
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年6月28日 1,425,900

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として㈱九段都市鑑定が 適である。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4076 ㈱西東京不動産鑑定所 東京４６８号新設不動産鑑定料
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年6月16日 2,302,650

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として㈱西東京不動産鑑定所が 適である。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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4077 ㈱西東京不動産鑑定所 東京４６８号新設不動産鑑定料
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成18年3月10日 2,264,850

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として㈱西東京不動産鑑定所が 適である。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4078 ㈱富士不動産鑑定所 東京４６８号新設不動産鑑定料
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年6月16日 2,302,650

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として㈱富士不動産鑑定所が 適である。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4079 ㈱富士不動産鑑定所 東京４６８号新設不動産鑑定料
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成18年3月10日 2,264,850

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として㈱富士不動産鑑定所が 適である。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4080 ㈲岩崎不動産鑑定事務所 神奈川４６８号新設不動産鑑定料
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年12月9日 2,572,600

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として㈲岩崎不動産鑑定事務所が 適である。（会計法第29条の3第4
項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4081
（株）エヌエイチケイエンタープラ
イズ

情報伝達啓発ビデオ改訂

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年12月22日 9,922,500
本業務は、ビデオの改訂業務でありオリジナルビデオの著作権を有して
いるため。

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4082
コニカミノルタビジネスソリュー
ションズ（株）

Ｈ17東京第二営繕事務所複写機の賃
貸借及び保守

吉田弘
関東地方整備局東京第二営繕事務所
東京都墨田区立花1-24-1

平成17年4月1日 1,434,578
継続使用を条件に競争契約より、当該業者と賃貸借契約を結んだもの
であり、既存製品の賃貸を行得るものは当該業者以外ないため随意契
約をするものである。（会計法２９条の３第４号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成２０
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

4083 日本電子計算機（株）
Ｈ17年度東京第二営繕端末装置賃貸
借一式

吉田弘
関東地方整備局東京第二営繕事務所
東京都墨田区立花1-24-1

平成17年4月1日 131,040
当該機器の賃貸借を行える業者は、当該業者以外ないため随意契約す
るものである。（会計法２９条の３第４号）

問題があるもの
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4084 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 電話料
吉田弘
関東地方整備局東京第二営繕事務所
東京都墨田区立花1-24-1

平成17年4月1日 2,577,373
（株）NTTドコモは他社より通信可能エリアが広く、災害対応を考慮して
（株）NTTドコモと随意契約を行うものである（会計法第２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4085 筑西市水道事業企業出納員 上下水道料
吉田弘
関東地方整備局東京第二営繕事務所
東京都墨田区立花1-24-1

平成17年4月1日 1,005,300
当該地域で唯一の水道事業者と随意契約を行うものである（会計法第２
９条の３第４号

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4086 日本郵政公社 後納郵便料
吉田弘
関東地方整備局東京第二営繕事務所
東京都墨田区立花1-24-1

平成17年4月1日 1,890,685
信書は日本郵政公社のみしか配達出来ないため、日本郵政公社と随意
契約を行うものである（会計法第２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4087 日本郵政公社 後納郵便料
吉田弘
関東地方整備局東京第二営繕事務所
東京都墨田区立花1-24-1

平成17年4月1日 1,890,685
信書は日本郵政公社のみしか配達出来ないため、日本郵政公社と随意
契約を行うものである（会計法第２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4088 茨城ゼロックス（株）
電子複写機賃貸借及び保守（その
２）

吉田弘
関東地方整備局東京第二営繕事務所
東京都墨田区立花1-24-1

平成17年4月1日 2,238,346

平成１６年度において、一般競争入札で落札したものであり、その入札
執行に当たっては、３６ヶ月を見込んでいた。本年度は予算の訂正な執
行上契約延長とし、茨城ゼロックス（株）と随意契約を行うものである（会
計法第２９条の３第４号）

その他

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わないもの
（平成１９年度より国庫債務負担行
為を計上））

単価契約
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4089 茨城ゼロックス（株）
電子複写機賃貸借及び保守（その
２）

吉田弘
関東地方整備局東京第二営繕事務所
東京都墨田区立花1-24-1

平成17年4月1日 2,238,346

平成１６年度において、一般競争入札で落札したものであり、その入札
執行に当たっては、３６ヶ月を見込んでいた。本年度は予算の訂正な執
行上契約延長とし、茨城ゼロックス（株）と随意契約を行うものである（会
計法第２９条の３第４号）

その他

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わないもの
（平成１９年度より国庫債務負担行
為を計上））

単価契約

4090 茨城ゼロックス（株）
電子複写機賃貸借及び保守（その
３）

吉田弘
関東地方整備局東京第二営繕事務所
東京都墨田区立花1-24-1

平成17年4月1日 3,008,246

平成１５年度において、一般競争入札で落札したものであり、その入札
執行に当たっては、３６ヶ月を見込んでいた。本年度は予算の訂正な執
行上契約延長とし、茨城ゼロックス（株）と随意契約を行うものである（会
計法第２９条の３第４号）

その他

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成２０年度以降において当該事
務・事業を行わないもの（平成２１年
度より国庫債務負担行為を計上））

単価契約

4091 茨城ゼロックス（株）
電子複写機賃貸借及び保守（その
３）

吉田弘
関東地方整備局東京第二営繕事務所
東京都墨田区立花1-24-1

平成17年4月1日 3,008,246

平成１５年度において、一般競争入札で落札したものであり、その入札
執行に当たっては、３６ヶ月を見込んでいた。本年度は予算の訂正な執
行上契約延長とし、茨城ゼロックス（株）と随意契約を行うものである（会
計法第２９条の３第４号）

その他

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成２０年度以降において当該事
務・事業を行わないもの（平成２１年
度より国庫債務負担行為を計上））

単価契約

4092 茨城リコー（株）
電子複写機賃貸借及び保守（その
１）

吉田弘
関東地方整備局東京第二営繕事務所
東京都墨田区立花1-24-1

平成17年4月1日 5,146,027
平成１４年度において、落札したものであり、既存製品の既存製品の賃
貸借契約を行える茨城リコー（株）と随意契約を行うものである（会計法
第２９条の３第４号）

問題があるもの
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

単価契約

4093 茨城リコー（株）
電子複写機賃貸借及び保守（その
１）

吉田弘
関東地方整備局東京第二営繕事務所
東京都墨田区立花1-24-1

平成17年4月1日 5,146,027
平成１４年度において、落札したものであり、既存製品の既存製品の賃
貸借契約を行える茨城リコー（株）と随意契約を行うものである（会計法
第２９条の３第４号）

問題があるもの
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

単価契約

4094 セコム（株） 防犯管理業務
吉田弘
関東地方整備局東京第二営繕事務所
東京都墨田区立花1-24-1

平成17年4月1日 5,263,020
防犯業務に必要な設備は既に当該御者の機器が設置されており、これ
らの機器に対応して防犯業務を行える業者は当該業者しかいないた
め、随意契約を行うものである（会計法第２９条の３第４号）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4095 セコム（株） 防犯管理業務
吉田弘
関東地方整備局東京第二営繕事務所
東京都墨田区立花1-24-1

平成17年4月1日 5,263,020
防犯業務に必要な設備は既に当該御者の機器が設置されており、これ
らの機器に対応して防犯業務を行える業者は当該業者しかいないた
め、随意契約を行うものである（会計法第２９条の３第４号）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4096 （株）茨城新聞
平成１７年度利根川水系流域新聞広
報業務

吉田弘
関東地方整備局東京第二営繕事務所
東京都墨田区立花1-24-1

平成17年8月5日 4,032,000
当該業者は茨城県に密着し親しまれた郷土新聞として茨城県内におけ
るリーディングメディアである。本業務を効率的に行えるのは当該業者で
あるため随意契約を行うものである（会計法第２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4097 東日本電信電話（株） 電話料
吉田弘
関東地方整備局東京第二営繕事務所
東京都墨田区立花1-24-1

平成17年4月1日 8,139,094
ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、優先電話回線を確保する
ため随意契約を行うものである（会計法第２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4098 東日本電信電話（株） 電話料
吉田弘
関東地方整備局東京第二営繕事務所
東京都墨田区立花1-24-1

平成17年4月1日 8,139,094
ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、優先電話回線を確保する
ため随意契約を行うものである（会計法第２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4099 （株）電業社機械製作所 遠隔監視制御設備修繕
吉木務
首都国道事務所
松戸市竹ヶ花86

平成18年3月9日 987,000

　矢切排水機場にはポンプ設備の状態監視を行うための監視システム
装置があり、システムの無停電電源装置のバッテリーの寿命低下による
不具合が生じて、データの欠落等が発生している状況を復旧し健全な状
況に戻す修理であり、当該業者は、この監視システムの新設工事にあた
り設計製作及び据付施工を行っており、監視システムの構造、機能を十
分熟知し修理を行う能力、体制を有する唯一の業者である。（会計法第
29条の3第4項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
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4100 （株）千葉日報社 H17道路環境改善広報業務
吉木務
首都国道事務所
松戸市竹ヶ花86

平成18年2月1日 39,847,500

交通部門全般におけるCO2削減等の取り組みと、千葉県内における外
かんの役割を示すことが重要であり、本展示会の趣旨に沿った企画及
び取りまとめを行うことが必要不可欠であり、株式会社千葉日報社は千
葉県内唯一の地方新聞社であり、千葉県内の道路事情や都市整備に
ついて精通していることはもとより、本展示会の主催会社であるため本
展示会の趣旨に沿った企画及び取りまとめを行うことができる唯一の契
約対象機関である。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4101 セコム（株）
庁舎等安全管理業務の警備システム
増設外

吉木務
首都国道事務所
松戸市竹ヶ花86

平成18年2月8日 456,855
当事務所における警備システムの増強と警備配線の移動は、契約済み
安全管理業務の当該業者以外にない為（会計法29条の3第4項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4102 （株）　都市開発不動産鑑定所 千葉298号新設工事　不動産鑑定料
吉木務
首都国道事務所
松戸市竹ヶ花86

平成18年3月6日 3,690,750

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として（株）　都市開発不動産鑑定所が 適である。（会計法第29条の3
第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4103 （株）　都市開発不動産鑑定所 千葉298号新設工事　不動産鑑定料
吉木務
首都国道事務所
松戸市竹ヶ花86

平成18年3月6日 1,141,350

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として（株）　都市開発不動産鑑定所が 適である。（会計法第29条の3
第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4104 （株）東洋不動産鑑定所 千葉298号新設工事　不動産鑑定料
吉木務
首都国道事務所
松戸市竹ヶ花86

平成18年3月6日 3,690,750

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として（株）東洋不動産鑑定所が 適である。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4105 （株）東洋不動産鑑定所 千葉298号新設工事　不動産鑑定料
吉木務
首都国道事務所
松戸市竹ヶ花86

平成18年3月6日 1,141,350

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として（株）東洋不動産鑑定所が 適である。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4106 個人情報のため非公表 千葉298号新設工事　不動産鑑定料
吉木務
首都国道事務所
松戸市竹ヶ花86

平成18年3月6日 1,260,000

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として当該法人が 適である。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4107 個人情報のため非公表 千葉298号新設工事　不動産鑑定料
吉木務
首都国道事務所
松戸市竹ヶ花86

平成18年3月6日 1,260,000

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として当該法人が 適である。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4108 日本ダイナマット（株） 車両重量計修理
吉木務
首都国道事務所
松戸市竹ヶ花86

平成18年2月8日 630,000

本件は、過積載運行の防止対策等に使用するための車両重量計の修
理を行うものであり、車両重量計はその使用目的上、常に高い精度を維
持するためにも早急的な修理を行うことが必要不可欠である。当事務所
で使用している車両重量計は、上記業者製であるが、修理を行うには、
当該機械の構造、システムに精通していることや検査設備を備えている
ことが必要条件であり、他業者に委託した場合は、機器の構造、システ
ムの理解に時間がかかり、費用も高価になる。よって、以上の理由から
上記業者と随意契約を行うものである。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
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4109 セコム㈱ Ｈ１７砂田資材置場防犯管理業務
久保田勉
関東地方整備局宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年4月1日 801,360
設置されている機器の製作・設置を行い他業者では保守点検等に対応
出来ないため
（会計法第２９条の３第４号）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

801,360

4110 セコム㈱ Ｈ１７国分寺出張所防犯管理業務
久保田勉
関東地方整備局宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年4月1日 504,000
設置されている機器の製作・設置を行い他業者では保守点検等に対応
出来ないため
（会計法第２９条の３第４号）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

504,000

4111 セコム㈱ Ｈ１７小山出張所防犯管理業務
久保田勉
関東地方整備局宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年4月1日 504,000
設置されている機器の製作・設置を行い他業者では保守点検等に対応
出来ないため
（会計法第２９条の３第４号）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

504,000

4112 北関東綜合警備保障㈱ Ｈ１７矢板出張所防犯管理業務
久保田勉
関東地方整備局宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年4月1日 448,500
設置されている機器の製作・設置を行い他業者では保守点検等に対応
出来ないため
（会計法第２９条の３第４号）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

448,500

4113 ㈱栃木ﾘﾋﾞﾝｸﾞ新聞社 地域情報紙掲載
久保田勉
関東地方整備局宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年4月18日 945,000
無料の地域情報紙を作成していて、北関東を中心に関東全域に配付す
る唯一の業者のため
（会計法第２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 945,000

4114 ㈱日刊建設工業新聞社 新４号国道及び国道50号新聞掲載
久保田勉
関東地方整備局宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年4月25日 945,000
全国建設専門紙として、北関東を中心に 大の発行部数を有し、土木
及び道路に関する幅広い知識と経験を有する業者のため
（会計法第２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 945,000

4115 ㈱栃木ﾘﾋﾞﾝｸﾞ新聞社 地域情報紙掲載（その２）
久保田勉
関東地方整備局宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年4月18日 149,100
無料の地域情報紙を作成していて、北関東を中心に関東全域に配付す
る唯一の業者のため
（会計法第２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 149,100

4116 ㈱新潮プレス Ｈ１７道路事業掲載業務（その２）
久保田勉
関東地方整備局宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年6月10日 609,000
地元ﾀｳﾝ誌に掲載するもので、栃木県内全域に配付し発行実績有数の
ﾀｳﾝ誌の業者のため
（会計法第２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 609,000

4117 ㈱栃木ﾘﾋﾞﾝｸﾞ新聞社 地域情報紙掲載（その３）
久保田勉
関東地方整備局宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年4月18日 630,000
無料の地域情報紙を作成していて、北関東を中心に関東全域に配付す
る唯一の業者のため
（会計法第２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 630,000

4118 セコム㈱
Ｈ１７小山高架下資材置場防犯管理
業務

久保田勉
関東地方整備局宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年7月29日 504,000
設置されている機器の製作・設置を行い他業者では保守点検等に対応
出来ないため
（会計法第２９条の３第４号）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

470,400

4119 ㈱新潮プレス Ｈ１７道路事業掲載業務（その３）
久保田勉
関東地方整備局宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年9月13日 609,000
地元ﾀｳﾝ誌に掲載するもので、栃木県内全域に配付し発行実績有数の
ﾀｳﾝ誌の業者のため
（会計法第２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 609,000

4120 ㈱新潮プレス Ｈ１７道路事業掲載業務（その４）
久保田勉
関東地方整備局宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年11月18日 609,000
地元ﾀｳﾝ誌に掲載するもので、栃木県内全域に配付し発行実績有数の
ﾀｳﾝ誌の業者のため
（会計法第２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 609,000

4121 北関東綜合警備保障㈱ Ｈ１７那須除雪基地防犯管理業務
久保田勉
関東地方整備局宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年12月1日 448,500
設置されている機器の製作・設置を行い他業者では保守点検等に対応
出来ないため
（会計法第２９条の３第４号）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

105,000
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4122 北関東綜合警備保障㈱
Ｈ17矢板出張所防犯管理業務（その
2）

久保田勉
関東地方整備局宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町504

平成18年2月16日 60,000
設置されている機器の製作・設置を行い他業者では保守点検等に対応
出来ないため
（会計法第２９条の３第４号）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

105,000

4123 富士ｾﾞﾛｯｸｽ栃木㈱
電子複写機賃貸借及び保守（その
１）

久保田勉
関東地方整備局宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年5月30日 2,042,326
設置されている機器の保守等を行い他業者では保守点検等に対応出
来ないため
（会計法第２９条の３第４号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成２２
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

2,042,326(単価
契約)

4124 富士ｾﾞﾛｯｸｽ栃木㈱
電子複写機賃貸借及び保守（その
２）

久保田勉
関東地方整備局宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年5月30日 2,196,343
設置されている機器の保守等を行い他業者では保守点検等に対応出
来ないため
（会計法第２９条の３第４号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成２２
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

2,196,343(単価
契約)

4125 富士ｾﾞﾛｯｸｽ栃木㈱
電子複写機賃貸借及び保守（その
３）

久保田勉
関東地方整備局宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年6月6日 4,279,820
設置されている機器の保守等を行い他業者では保守点検等に対応出
来ないため
（会計法第２９条の３第４号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成２２
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

4,279,820(単価
契約)

4126 富士ｾﾞﾛｯｸｽ栃木㈱
電子複写機賃貸借及び保守（その
４）

久保田勉
関東地方整備局宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年5月30日 2,755,542
設置されている機器の保守等を行い他業者では保守点検等に対応出
来ないため
（会計法第２９条の３第４号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成２２
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

2,755,542(単価
契約)

4127 富士ｾﾞﾛｯｸｽ栃木㈱
電子複写機賃貸借及び保守（その
５）

久保田勉
関東地方整備局宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年5月30日 768,499
設置されている機器の保守等を行い他業者では保守点検等に対応出
来ないため
（会計法第２９条の３第４号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成２２
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

768,499(単価契
約)

4128 栃木リコー㈱ 大型ﾃﾞｼﾞﾀﾙ複合機賃貸借及び保守
久保田勉
関東地方整備局宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年5月30日 619,920
設置されている機器の保守等を行い他業者では保守点検等に対応出
来ないため
（会計法第２９条の３第４号）

見直しの余地があり

随意契約によらざるを得ないもの（平
成２０年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの（平成
２１年度より、国庫債務負担行為を
計上）

619,920(単価契
約)

4129 日本電子計算機㈱ ＯＣＲ機器１台外４点賃貸借
久保田勉
関東地方整備局宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年5月24日 1,772,820
設置されている機器の保守等を行い他業者では保守点検等に対応出
来ないため
（会計法第２９条の３第４号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

1,772,820(単価
契約)

4130 ｹｲﾃﾞｨｰﾃﾞｨｰｱｲ㈱ 電話料
久保田勉
関東地方整備局宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年4月19日 3,137,717
当該電話料は、ﾊﾞｽﾛｰﾌﾞ業務に伴い設置されてたもので、その通信機器
の管理をする唯一の業者のため
（会計法第２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
3,137,717(10月
より月計)

4131 ｹｲﾃﾞｨｰﾃﾞｨｰｱｲ㈱ 通信料
久保田勉
関東地方整備局宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年4月25日 2,053,800
当該電話料は、ﾊﾞｽﾛｰﾌﾞ業務に伴い設置されてたもので、その通信機器
の管理をする唯一の業者のため
（会計法第２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
2,053,800(10月
より月計)

4132 東日本電信電話㈱ 電話料
久保田勉
関東地方整備局宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年4月12日 7,962,176
当該電話料の支払いは、当該電話会社が災害時優先回線を所有してい
る唯一の業者のため
（会計法第２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
7,962,176(4月よ
り月計)

4133 東日本電信電話㈱ 通信料
久保田勉
関東地方整備局宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年4月25日 5,714,081
当該通信料の支払いは、当該災害優先回線を所有している電話会社の
ため
（会計法第２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
5,714,081(4月よ
り月計)

4134 日本郵政公社 後納郵便料
久保田勉
関東地方整備局宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年5月16日 1,538,885
当該後納郵便料の支払いは、当該後納郵便料金の格安サービスの
も格安な業者のため
（会計法第２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
1,538,885(4月よ
り月計)
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4135 関東交通㈱ タクシー代
久保田勉
関東地方整備局宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年5月24日 4,664,180
当該タクシー代の支払いは、当該タクシー代金の格安サービスの も格
安な業者のため
（会計法第２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
4,664,180(4月よ
り月計)

4136 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 電話料
久保田勉
関東地方整備局宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年4月25日 2,677,501
当該電話料の支払いは、当該電話料金の格安サービスの も格安な業
者のため
（会計法第２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
2,677,501(4月よ
り月計)

4137 宇都宮市上下水道事業管理者 水道料
久保田勉
関東地方整備局宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年6月6日 1,106,938
当該水道料の支払いは、当該水道事業者が当該地域で唯一の業者の
ため
（会計法第２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
1,106,938(4月よ
り月計)

4138 川崎個人タクシー協同組合 川崎国道事務所タクシーの借上げ
櫛引繁雄
関東地方整備局川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2-3-3

平成17年4月1日 4,740,540

保有台数が川崎市内で 多であることと神奈川県内、東京都内の個人
タクシー協同組合とも連携が図られており災害時等緊急の配車要請に
対しても迅速に対応できる。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２
条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4139
（社）神奈川県公共嘱託登記土地家
屋調査士協会

平成１７年度公共嘱託登記（その
１）業務

櫛引繁雄
関東地方整備局川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2-3-3

平成17年7月21日 3,036,883

本業務を遂行するにあたっては、不動産の表示に関する登記の専門的
な知識と土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士の資格を有し、短
期間に大量の業務を処理できる能力が必要である。本業務を適切かつ
迅速に遂行できる能力を有する者として、（社）神奈川県公共嘱託土地
家屋調査士協会が 適である。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4140
（社）神奈川県公共嘱託登記司法書
士協会

平成１７年度公共嘱託登記（その
２）業務

櫛引繁雄
関東地方整備局川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2-3-3

平成17年7月21日 1,432,903

本業務を遂行するにあたっては、権利に関する登記の専門的な知識と
司法書士法に基づく司法書士の資格を有し、短期間に大量の業務を処
理できる能力が必要である。本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力
を有する者として、（社）神奈川県公共嘱託司法書士協会が 適であ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4141 （株）神奈川新聞社
平成１７年度神奈川地域道路事業広
報業務

櫛引繁雄
関東地方整備局川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2-3-3

平成17年8月2日 10,552,500

本業務を遂行するにあたっては、神奈川県内の道路情勢や地域事情に
極めて精通していること、また広報主体として、企画力および表現力に
優れ、効果的な紙面への掲載を実施することが不可欠である。株式会
社神奈川新聞社については、神奈川県内の道路情勢にも精通してお
り、標記の広報の目的にも合致していること、また、当該会社の発行す
る神奈川新聞については、紙面構成においても地域に密着した話題を
中心に扱っており、県内の情報を主要記事として掲載している当該地域
唯一の地方紙である。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4142 （株）テレビ神奈川
平成１７年度川崎国道管内における
幹線道路が果たしてきた役割に関す
る広報業務

櫛引繁雄
関東地方整備局川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2-3-3

平成17年12月26日 15,960,000

本業務の遂行にあたっては、神奈川県域における地域密着型の情報や
道路交通事情に関する豊富な知識と情報を有するとともに、神奈川県内
の幹線道路ネットワークに関連する映像資料を有していることが必要で
ある。また、街の歴史に関連しながら道路整備について紹介することか
ら、神奈川県域の歴史文学や社会経済にも精通していることや、神奈川
全域にテレビ放映できることが不可欠である。株式会社テレビ神奈川
は、昭和４６年の開局以来、地方局の特性を活かした独自の地域密着
型番組を制作・放映しており、これまでにも神奈川県内の道路交通・幹
線道路ネットワークに関する特集番組を制作・放映していることから、本
業務に関する豊富な知識や情報、映像資料などを有している。また、昭
和５２年からは地域の歴史・文化・風土記などを題材とした生涯教育番
組を制作・放映しており、神奈川県域の歴史的な映像を多数保有してい
る。さらに、神奈川県内に本社を有し、神奈川県全域を放映エリアとして
いる唯一のテレビ放送局であることから、本業務を遂行するに必要な要
件を備えた唯一の契約対象機関である。（会計法第２９条の３第４項、予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

4143 （株）テレビ神奈川
幹線道路の役割に関する放送映像編
集業務

櫛引繁雄
関東地方整備局川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2-3-3

平成18年3月13日 1,995,000

本業務の遂行にあたっては、神奈川県域における地域密着型の情報や
道路交通事情に関する豊富な知識と情報を有するとともに、広報・映像
の編集にあたって、神奈川県内の幹線道路ネットワークに関連する映像
資料を有していることが必要である。また、街の歴史に関連しながら道
路整備についての広報映像を編集することから、神奈川県域の歴史文
学や社会経済にも精通していることが不可欠である。株式会社テレビ神
奈川は、昭和４６年の開局以来、地方局の特性を活かした独自の地域
密着型番組を制作・放映しており、これまでにも神奈川県内の道路交
通・幹線道路ネットワークに関する特集番組を制作・放映している。ま
た、今回二次利用処理及び編集を行う広報映像の制作を行っていること
から、本業務に関する豊富な知識や情報、映像資料などを有している。
さらに、昭和５２年からは地域の歴史・文化・風土記などを題材とした生
涯教育番組を制作・放映しており、神奈川県域の歴史的な映像を多数
保有していることから、本業務を遂行するに必要な要件を備えた唯一の
契約対象機関である。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4144
三菱電機ビルテクノサービス（株）
横浜支社

昇降機保守点検業務
櫛引繁雄
関東地方整備局川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2-3-3

平成17年4月1日 955,080
当該施設を施工し設備の細部まで熟知しており的確な保守点検及び安
全管理ができる。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4145 セコム（株） 川崎国道事務所庁舎防犯管理業務
櫛引繁雄
関東地方整備局川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2-3-3

平成17年4月1日 733,320
当該防犯設備を設置し設備の適切な運用管理を行える唯一の業者であ
る。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
公募を実施（平成２０年度より実施予
定）

4146 セコム（株） 川崎国道出張所庁舎防犯管理業務
櫛引繁雄
関東地方整備局川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2-3-3

平成17年4月1日 708,120
当該防犯設備を設置し設備の適切な運用管理を行える唯一の業者であ
る。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
公募を実施（平成２０年度より実施予
定）

4147 （有）グラフィティマガジンズ 川崎国道管内広報記事掲載業務
櫛引繁雄
関東地方整備局川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2-3-3

平成17年9月30日 630,000

 本業務の履行にあたっては、首都圏域における若い世代の購読者を多
く持っていること及び分かりやすく広報するために、道路事業の広報記
事掲載についての経験・知識を有する必要がある。（有）グラフィティマガ
ジンズは、関東地方を中心とした全国で、１０～２０歳代といった若い層
の購読者を持つ月刊誌「東京グラフィティ」を発行しており、今回の道路
事業ＰＲを考えている対象者と世代が合致している。また、（有）グラフィ
ティマガジンズが発行している月刊誌は、これまでにも共同溝をはじめと
する道路事業に関する記事の掲載を行っていることから、業務精通度が
高く、高度な企画能力を有している。このことから、本業務を遂行する条
件を備えた唯一の相手方である。（会計法第２９条の３第４項、予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4148 （有）グラフィティマガジンズ
川崎国道管内広報記事掲載業務（そ
の２）

櫛引繁雄
関東地方整備局川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2-3-3

平成17年11月11日 630,000

本業務の履行にあたっては、首都圏域における若い世代の購読者を多
く持っていること及び難しく思われがちな道路事業について、読者に対し
親近感を与えながら広報することが必要である。また、分かりやすく広報
するために、道路事業の広報記事掲載についての経験・知識を有するこ
とが不可欠である。（有）グラフィティマガジンズは、関東地方を中心とし
た全国で、１０～２０歳代といった若い層の購読者を多く持つ月刊誌「東
京グラフィティ」を発行しており、今回の道路事業ＰＲを考えている対象者
と世代が合致している。また、（有）グラフィティマガジンズが発行してい
る月刊誌は、全てのページにわたり一般の人が参加して記事の掲載を
していることから、読者に対して身近に感じられ、親しみを与えながら道
路事業ＰＲを行うことができる。このような一般読者参加型の雑誌として
は全国で唯一の業者であり、これまでにも共同溝をはじめとする道路事
業に関する記事の掲載を行っていることから、業務精通度が高く、高度
な企画能力を有している。これらのことから、本業務を遂行する条件を備
えた唯一の相手方である。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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4149 （有）グラフィティマガジンズ
川崎国道管内広報記事掲載業務（そ
の３）

櫛引繁雄
関東地方整備局川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2-3-3

平成18年3月3日 945,000

本業務の履行にあたっては、首都圏域における若い世代の購読者を多
く持っていること及び難しく思われがちな道路事業について、読者に対し
親近感を与えながら広報することが必要である。また、完成前の立体部
の状況と比較しながら、分かりやすい広報記事を制作することから、道
路事業における広報記事掲載についての経験・知識を有することが不
可欠である。（有）グラフィティマガジンズは、関東地方を中心とした全国
で、１０～２０歳代といった若い層の購読者を多く持つ月刊誌「東京グラ
フィティ」を発行しており、今回の道路事業ＰＲを考えている対象者と世代
が合致している。また、（有）グラフィティマガジンズが発行している月刊
誌は、全てのページにわたり一般の人が参加して記事の制作・掲載をし
ていることから、読者から身近に感じられ、親しみを与えながら道路事業
ＰＲを行うことができ、このような一般読者参加型の雑誌としては全国で
唯一の業者である。さらには、「新石川立体事業」など道路事業に関す
る記事の制作・掲載を過去に行っていることから、完成前の立体部の写
真を多数保有しており、業務精通度が高く、高度な企画能力を有してい
る。これらのことから、本業務を遂行する条件を備えた唯一の契約対象
機関である。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4150 アジア航測（株） 設計・施工技術連絡会議
櫛引繁雄
関東地方整備局川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2-3-3

平成17年8月31日 136,500

本業務は、設計業者と施工業者の意志疎通を図ることにより、コスト縮
減を行うことを目的としているものであり、当該業務を遂行できるのは
「横浜町田立体高架橋詳細設計（その１）業務」の受注者であるアジア航
測（株）が唯一の契約対象機関である。（会計法第２９条の３第４項、予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（競争入札に移行することで検討）

4151 東日本電信電話（株） 川崎国道事務所外電話料
櫛引繁雄
関東地方整備局川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2-3-3

平成17年4月25日 2,676,260
ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
に随意契約を行うものである（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２
条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4152 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 携帯電話料
櫛引繁雄
関東地方整備局川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2-3-3

平成17年4月25日 1,051,698
（株）ＮＴＴドコモは他社よりも通信可能エリアが広く災害対応を考慮して
（株）ＮＴＴドコモと随意契約を行うものである（会計法第２９条の３第４
項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4153 川崎市水道局 川崎国道出張所外上下水道料
櫛引繁雄
関東地方整備局川崎国道事務所
神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2-3-3

平成17年4月25日 1,157,694
当該地域で唯一の水道事業者と随意契約を行うものである（会計法第２
９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4154 茨城ゼロックス㈱ 電子複写機の賃貸借及び保守

桑原正直
国営常陸海浜公園事務所
茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-
4

平成17年4月1日 753,806
平成１５年度からの契約で賃貸借に関わる償却期間を満了していないた
め。

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4155 ㈱理研三英堂 カラー電子複写機の賃貸借及び保守

桑原正直
国営常陸海浜公園事務所
茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-
4

平成17年4月1日 593,678
平成１５年度からの契約で賃貸借に関わる償却期間を満了していないた
め。

見直しの余地があり 随意契約によらざるを得ないもの

4156 東日本電信電話㈱ 回線専用料

桑原正直
国営常陸海浜公園事務所
茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-
4

平成17年4月1日 1,158,306
無線基地局と交換局を接続する専用回線であり、地整内にて統一する
必要があり、今後新たな回線を使用するに当たっての内部調整が完了
していないため随意契約を行うものである。

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4157
（財）ひたちなか市住宅・都市サー
ビス公社

水道料金・下水道使用料

桑原正直
国営常陸海浜公園事務所
茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-
4

平成17年4月1日 4,140,617 当公園内を管轄する、唯一の水道事業者と随意契約を行うものである。 その他 随意契約によらざるを得ないもの

4158
ひたちなか・東海広域事務組合管理
者

公共下水道使用料

桑原正直
国営常陸海浜公園事務所
茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-
4

平成17年4月1日 6,580,591 当公園内を管轄する、唯一の水道事業者と随意契約を行うものである。 その他 随意契約によらざるを得ないもの

4159 （株）ヴァル研究所 駅すぱあと２セット購入

郡司篤
関東地方整備局利根川水系総合調査
事務所
群馬県沼田市薄根町3392-1

平成17年6月13日 63,000
当該ソフトの使用ライセンス契約における権利者との契約ため（１０２条
の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施
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4160 東日本電信電話（株） 電話料
後藤敏行
関東地方整備局大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉野町1-435

平成17年5月23日 11,089,364
ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
随意契約を行うものである（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条
の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4161
日本ユーティリティサブウェイ
（株）

Ｈ１７大宮共同溝監視業務委託
後藤敏行
関東地方整備局大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉野町1-435

平成17年4月1日 19,950,000

本業務は、当事務所が管理する大宮共同溝を常時監視し、異常時には
関係機関との連絡調整を迅速かつ的確に行い、共同溝の安全を確保す
るものである。共同溝内には、重要なライフラインが収容されており、損
傷した場合社会に与える影響が大きい。本業務の履行に当たっては、共
同溝本体及び収容施設についての知識や関係機関との的確な対応等、
高度な管理能力が必要である。本業者は、共同溝の管理を目的に設立
された会社で前記要件を満たす唯一の会社である。（会計法第２９条の
３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 随意契約によらざるを得ないもの

4162 （株）ＦＭ　ＮＡＣＫ５ 平成１７年度管内道路事業広報業務
後藤敏行
関東地方整備局大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉野町1-435

平成17年4月13日 11,340,000
地域に精通し、地域情報の提供が可能であり、聴取率は県内で も高
く、本業務を遂行する必要な要件を備えた唯一の契約対象機関である。
（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4163 （株）埼玉新聞社
平成１７年度埼玉県内道路事業等啓
発推進業務

後藤敏行
関東地方整備局大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉野町1-435

平成17年4月13日 25,767,366
地域の歴史・文化・道路整備事情に関する情報や知識を蓄積し本業務
の主旨を確実に実施することが可能な唯一の契約対象期間である。（会
計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4164
（社）埼玉県公共嘱託登記土地家屋
調査士協会

登記業務委託（その２）
後藤敏行
関東地方整備局大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉野町1-435

平成17年5月24日 14,336,637

本業務を遂行するにあたっては、不動産の表示に関する登記の専門的
な知識と土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士の資格を有し、短
期間に大量の業務を処理できる能力が必要である。本業務を適切かつ
迅速に遂行できる能力を有する者として、（社）埼玉県公共嘱託土地家
屋調査士協会が 適である。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4165 （株）テレビ埼玉 Ｈ１７道路事業広報業務
後藤敏行
関東地方整備局大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉野町1-435

平成17年7月20日 6,510,000

本業務は埼玉県民に道路事業のテレビ広報を行うものでる。業務の実
施にあたっては、埼玉県内各地の道路現況並びに道路に関する映像等
が不可欠であり、県内各地域の諸事情に精通していることが必要である
ことから、地域の実情に精通しており、埼玉県に密着した番組を作成し、
地元情報を中心とした放送を行っているテレビ放送局が主旨を理解し、
その効果がもっとも期待され、かつ的確に実施できる契約対象である。
会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4166 さいたま市水道事業管理者 水道料
後藤敏行
関東地方整備局大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉野町1-435

平成18年5月16日 1,734,682
当該地域で唯一の水道事業者であるため（会計法第２９条の３第４項、
予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4167 （株）ＴＢＳビジョン 「道の駅」ラジオ広報業務
後藤敏行
関東地方整備局大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉野町1-435

平成17年12月22日 12,600,000
（株）ＴＢＳビジョンは聴取実績が高いため（会計法第２９条の３第４項、
予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4168 春日部市水道事業管理者 水道料
後藤敏行
関東地方整備局大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉野町1-435

平成17年6月6日 1,433,591
当該地域で唯一の水道事業者であるため（会計法第２９条の３第４項、
予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4169 （株）埼玉交通 ハイヤータクシー供給業務委託
後藤敏行
関東地方整備局大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉野町1-435

平成17年4月1日 6,195,140

タクシーの運賃については、国土交通大臣の許可を得なければならなく
同一事業地域で事業を行う事業者が定める旅客の運賃及び運送約款
について同一のものとなっており競争性が存在しない。したがって会計
法第２９条の３の４により随意契約をおこうなうものである。また、（株）埼
玉交通は当事務所至近に営業所があり、早急な対応が可能であり、保
有台数もおおいため。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４
第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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4170 太平自動車交通（株） ハイヤータクシー供給業務委託
後藤敏行
関東地方整備局大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉野町1-435

平成17年4月1日 2,666,100

タクシーの運賃については、国土交通大臣の許可を得なければならなく
同一事業地域で事業を行う事業者が定める旅客の運賃及び運送約款
について同一のものとなっており競争性が存在しない。したがって会計
法第２９条の３の４により随意契約をおこうなうものである。また、太平自
動車交通（株）は当事務所至近に営業所があり、早急な対応が可能であ
り、保有台数もおおいため。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２
条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4171 （社）岡部町シルバー人材センター 道の駅「おかべ」清掃業務
後藤敏行
関東地方整備局大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉野町1-435

平成17年4月1日 2,992,500
適な人材の確保（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第

３号）
見直しの余地があり 公募を実施

4172 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 電話料
後藤敏行
関東地方整備局大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉野町1-435

平成17年4月25日 4,210,186
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモは他社より通信可能エリアが広く、災害対応を
考慮して随意契約を行うものである（会計法第２９条の３第４項、予決令
第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4173 セコム（株） 事務所・出張所庁舎等防犯管理業務
後藤敏行
関東地方整備局大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉野町1-435

平成17年4月1日 4,882,290

本業務において必要とされる防犯機器については、平成１１年３月にセ
コム（株）により設置されており、他社での機器の使用及び管理業務の
実施が不可能となるため。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条
の４第３号）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4174 ケイディーディーアイ（株） 電話料
後藤敏行
関東地方整備局大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉野町1-435

平成17年5月16日 1,498,132
利用地域及び利用形態によって他社より有利であるため（会計法第２９
条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4175 富士ゼロックス（株）埼玉営業所 電子複写機賃貸借（その１）
後藤敏行
関東地方整備局大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉野町1-435

平成17年4月1日 1,703,699
本業務においては、平成１４年度に一般競争契約を行い、富士ゼロック
ス（株）と契約を締結しており、今年度は３年間の賃貸借期間の３年目で
あるため。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１９
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

4176 富士ゼロックス（株）埼玉営業所 電子複写機賃貸借（その２）
後藤敏行
関東地方整備局大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉野町1-435

平成17年4月1日 5,912,828
本業務においては、平成１６年度に一般競争契約を行い、富士ゼロック
ス（株）と契約を締結しており、今年度は３年間の賃貸借期間の２年目で
あるため。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１９
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

4177 横浜中央郵便局 郵便料
後藤敏行
関東地方整備局大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉野町1-435

平成17年5月10日 3,007,290
信書は日本郵政公社のみしか配達できないため（会計法第２９条の３第
４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4178 貫井　隆夫 駐車場借り上げ料
後藤敏行
関東地方整備局大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉野町1-435

平成17年4月1日 1,320,000
他社では契約の目的を達成できないため（会計法第２９条の３第４項、
予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4179 （財）道路保全技術センター 巡回支援システム修繕
後藤敏行
関東地方整備局大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉野町1-435

平成18年3月16日 630,000

システムのプログラムを含む技術的な内容及び操作方法について熟知
している必要があり、システムプログラムの基本部分について、著作者
人格権の同一性保持権（著作権法第20条）を有していることから、本業
務を確実に遂行できる契約対象機関である。
（会計法第29条の３第４項、予決令第102条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（公募を実施することで検討）

4180 矢崎総業（株） 機械管理装置修繕
後藤敏行
関東地方整備局大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉野町1-435

平成18年3月14日 840,588

機能追加のためのシステムプログラムの改造を行うもので、その技術的
な内容について熟知している必要がある。また、システムプログラムの
基本部分について、著作者人格権の同一性保持権（著作権法第20条）
を有していることから、本業務を確実に遂行できる契約対象業者であ
る。
（会計法第29条の３第４項、予決令第102条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（公募を実施することで検討）

4181 東日本電信電話（株） 電話料
高橋定雄
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-12

平成17年4月15日 12,404,660
ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
に随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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4182 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 電話料
高橋定雄
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-12

平成17年4月22日 4,954,536
（株）ＮＴＴドコモは他社より通信可能エリアが広く、災害対応を考慮して
（株）ＮＴＴドコモと随意契約を行うものである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4183 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料
高橋定雄
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-12

平成17年4月26日 1,000,576 過年度より契約しているため。（会計法第２９条の１２） その他 随意契約によらざるを得ないもの

4184 川越市水道部 水道料
高橋定雄
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-12

平成17年5月17日 1,379,795
当該地域で唯一の水道事業者と随意契約を行うものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4185
日本郵政公社横浜中央郵便局共通事
務センター

郵便料
高橋定雄
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-12

平成17年5月16日 2,655,550
信書は日本郵政公社のみしか配達できないため、日本郵政公社と随意
契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4186
（株）埼央不動産鑑定事務所　代表
取締役　岩崎仁三郎

不動産鑑定料
高橋定雄
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-12

平成17年5月9日 1,813,350

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として（株）埼央不動産鑑定事務所が 適である。（会計法第29条の3第
4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4187 （有）松本不動産鑑定 不動産鑑定料
高橋定雄
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-12

平成17年5月11日 1,813,350

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として（有）松本不動産鑑定が 適である。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4188 国土地図（株） 荒川上流管内水防対策図修正
高橋定雄
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-12

平成17年4月11日 997,500

本図面は、荒川上流河川事務所管内の重要水防箇所を荒川上流河川
事務所管内図に記号や色分けにより表示するものであるが、上記契約
相手方が作成当初（Ｓ６２年）から本図面に必要な編集作業を行い、修
正・印刷を行ってきたものである。このような経緯から、上記契約相手方
は印刷のための原版の版権を有しており、本業務を遂行できる唯一の
業者である。よって、随意契約を締結するものである。（会計法第２９条
の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１８
年度以降競争入札に移行予定）

4189 （株）産経新聞埼玉事業社
平成17年度「水道の安定供給と貴重
な水資源確保」について特集記事掲
載

高橋定雄
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-12

平成17年7月22日 630,000

産経新聞埼玉版に掲載予定の「安全で安心な水の安定供給と貴重な水
資源確保を考える！」記事の一つとして、沿川水道事業管理者の現状と
将来に関する記事掲載の協力の申出に対し当該企画に協賛するもので
ある。契約相手方は、当該企画について当事務所が協賛する前から企
画立案を行っているとともに、関係機関との諸調整を行っている。
（会計法第29条の3　第4項及び会計令102条の4　第3号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4190 （株）FMNACK5 荒川広報業務
高橋定雄
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-12

平成17年4月1日 6,321,000

FMNACK5は、荒川流域の実状に精通しているとともに、埼玉県に密着し
た番組を制作し、地元情報を中心とした放送を行っている唯一のラジオ
放送局であり、本業務を適切かつ効率的に行える唯一の業者である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令１０２条の
４第３号により随意契約を締結する。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4191
コニカミノルタビジネスソリュー
ションズ（株）

電子複写機賃貸借
高橋定雄
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-12

平成17年4月1日 6,534,402
Ｈ１５に３年継続使用を条件に一般競争を行い、コニカミノルタビジネスソ
リュージョンズ（株）と賃貸借契約を実施しているため。（会計法２９条の
３第４項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成２１年度より、国庫債務負担行
為を計上）

単価契約
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4192 西武ハイヤー（株） タクシー借上その１
高橋定雄
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-12

平成17年4月1日 4,199,480

タクシーは、配車状況及び時間等により官用車が利用できない場合、ま
たは、災害時　等を含め業務上利用するものであり、迅速に対応する事
が必要となる。当該業者は、川越市内で営業所を持つ業者（西武ハイ
ヤー、朝日タクシー、練馬タク　シー、川越交通、川越乗用自動車、三共
交通、富士見ハイヤー等）の中で 多の台数を　保有すると同時に事務
所からの距離が も近く、適切かつ迅速に対応できる唯一の業者　であ
り、同社以外では　契約の目的を達成することができない.（会計法第２９
条の３第４項　予算決算及び会計令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（公募を実施することで検討）

単価契約

4193 セコム（株） 庁舎防犯管理業務
高橋定雄
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-12

平成17年4月1日 4,019,400

当該防犯管理業務の目的を適正に達成するには、機器を利用した自動
監視システムを常時的確に運用できること、異常発生時において、緊急
（約１５分以内）に事務所、各出張所に到着できる体制が整備されている
ことが必要である。当該業者は、当事務所の自動監視システムを構築、
所有しており、従前から適正に管理していることから、同システムを的確
に運用できるとともに障害発生時に迅速かつ適切に対応できる唯一の
業者であり、同社以外では契約の目的を達成することができない。よっ
て、上記業者と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（公募を実施することで検討）

4194 （株）ウェザーニューズ 防災気象情報提供業務
高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年4月1日 3,591,000

平成14年度に江戸川河川事務所への気象情報提供コンテンツ並びに
気象情報提供システムを構築しており、当事務所管内の局地気象予測
及び気象情報と河川情報を統合化したデータ配信を行える唯一の業者
であり、当該業者との契約以外、所期の成果が期待できないため。（会
計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4195 日本レコードマネジメント
江戸川河川事務所情報資料等管理運
営及び支援業務

高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年4月1日 58,222,500

前年度実施した同種業務の契約において、複数年での履行を前提とし
たプロポーザル方式により、当該業者による「管理運営・業務支援」が特
定された。今年度は、特定された内容に基づき、引き続き効率的な情報
資料等の管理運営及び業務支援を行うものであり、当該業者との契約
以外、所期の成果が期待できないため。（会計法第29条の3第4項、予決
令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4196 （有）ふるさと工房 「月刊とも」記事掲載
高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年4月5日 2,520,000

有限会社ふるさと工房が発刊する「月刊とも」は、江戸川と地域を１つの
文化圏と捉え、地域に密着した総合的な情報を掲載することを目的とし
て、千葉・埼玉の江戸川流域に広範囲に発刊している。また、当事務所
における事業についての記事掲載を行っており、地域に密着した情報発
信の効果的な方法に精通しているため。（会計法第29条の3第4項、予
決令第102条の4第3号）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4197 （株）プラップジャパン
Ｈ１７江戸川河川事務所ＷＥＢ広報
誌等作成業務

高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年4月1日 19,162,500

昨年度実施した同種業務の契約において、複数年での検討を前提とし
た標準プロポーザル方式により、当該業者による「ホームページに掲載
する広報誌に関する企画編集方針」が特定された。今年度は、特定され
た内容に基づき引き続き広報業務を実施するものであり、当該業者との
契約以外、所期の成果が期待できないため。（会計法第29条の3第4項、
予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4198 （株）ティ・ビー・エス・ビション
Ｈ１７江戸川管内広報映像撮影等業
務

高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年4月1日 22,417,500

前年度実施した同種業務の契約において、複数年での履行を前提とし
たプロポーザル方式により、当該業者による「企画・構成・内容」が特定
された。今年度は、前年度特定した技術提案に基づき、映像撮影等を行
うものであり、当該業者との契約以外、所期の成果が期待できないた
め。（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4199 （株）千葉日報社
利根川・江戸川流域広報企画運営業
務

高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年6月22日 8,347,500

利根川・江戸川流域全体の相互理解を深めるため、広報効果の観点か
ら、地域に密着し、地域特性を反映させた情報収集・企画能力を有し、き
めの細かい広報が期待できる地方紙等を用いた広報手法を選択した。
当該業者は、千葉県唯一の地方紙であるため。（会計法第29条の3第4
項、予決令第102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4200 日本スペースイメージング（株）
中川・綾瀬川流域衛星画像データ作
成業務

高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年9月29日 26,670,000

正確な土地被覆分類を行うために必要不可欠な植物繁茂期及び水田
湛水時におけるデジタル衛星画像データを保有しており、土地被覆分類
までの作業を一連として行える唯一の業者であり、他の者をもって代え
ることができないため。（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第
3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
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4201 （株）拓和東京支店
平成１８年度八潮水門デジタル式
データロガー他設置

高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年11月17日 8,400,000

既設の水位測定機器及び水位計記録装置は、水位測定したデータを独
自の信号でデータ送信を行い、記録装置側で受信する一体不可の機器
である。従って、八潮水門水位観測所の水位測定機器及び草加南放水
路水位観測所の記録装置を製造・設置した本業者が、本業務の目的を
達成できる唯一の業者であるため。（会計法第29条の3第4項、予決令第
102条の4第3項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4202 富士ゼロックス（株） Ｈ１７複合機賃貸借
高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年4月1日 15,329,416

現在使用中の複合機を継続して賃貸借するものであり、既存製品を賃
貸借できるのは当該業者以外にないため。(平成16年3月33日ＷＴＯ一
般競争契約において36ヶ月継続使用予定で契約締結）（会計法第29条
の3第4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4203 富士ゼロックス（株） 大型複写機の保守及び消耗品供給
高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年4月1日 233,100

平成17年度は新機種に切り替えるための一般競争公示を行ったが、応
札者が無かった。再度、公示し、契約締結する予定であるが、契約締結
までの6ヶ月間、大型複写機が無いと業務に支障をきすため、既存製品
を賃貸借し、保守及び消耗品供給については、本業者と随意契約を結
ぶことが得策であるため。（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の
4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１９
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

4204 日立キャピタル（株） 大型複写機賃貸借
高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年4月1日 140,490

平成17年度は新機種に切り替えるための一般競争公示を行ったが、応
札者が無かった。再度、公示し、契約締結する予定であるが、契約締結
までの6ヶ月間、大型複写機が無いと業務に支障をきすため、既存製品
を賃貸借し、保守及び消耗品供給については、本業者と随意契約を結
ぶことが得策であるため。（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の
4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１９
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

4205 東京四社営業委員会 タクシー借上げ（事務所）
高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年4月1日 1,173,170

当事務所及び各出張所の近隣に営業所があり、休日、夜間の配車が可
能であること。また、保有台数も確保されていて、当事務所管理区間各
所より遅滞なく乗車できること。この2要件を満たす もふさわしい業者
であるため。（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4206 セコム（株） 事務所・出張所庁舎等防犯管理業務
高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年4月1日 4,679,640

日頃防犯管理について講習・研修等を実施し資質の向上を図っており、
また要員についても的確な人員体制がなされている。独自に開発された
機器設備を既に事務所及び出張所等に設置しており、これらの機器に
対応して防犯業務を行える唯一の業者であるため。（会計法第29条の3
第4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があり 公募を実施

4207 東日本電信電話（株） 電話料
高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年4月1日 8,436,305 （会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号） その他 随意契約によらざるを得ないもの

4208 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 携帯電話料
高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年4月1日 4,052,152 （会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号） その他 随意契約によらざるを得ないもの

4209 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料
高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年4月1日 1,841,337 （会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号） その他 随意契約によらざるを得ないもの

4210 東亜鉄工（株） Ｈ１７水面清掃船「ちどり」外修繕
高柳淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成18年2月17日 10,458,000

製造時の品質および施工管理等の総合的なノウハウを有しており、ま
た、主要機器の整備における信頼性確保の観点からも製造メーカによる
独自の情報が不可欠であり、他の業者に施工させた場合、当該船舶を
使用した清掃作業および浚渫作業等に著しく支障を生じるおそれがある
ため。（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

その他
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（競争入札に移行することで検討）

4211 （株）埼玉新聞社
平成17年度荒川水系流域新聞掲載広
報業務

今村能之
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-12

平成17年9月27日 11,025,000

荒川水系と地域との関わりを広報するにあたっては、地域に密着した情
報収集・企画能力と広報効果の観点から、地方紙を用いた広報手段が
もっとも適切であると判断し、埼玉県唯一の地方紙である業者を広報媒
体として選定した。
（会計法第29条の3　第4項及び会計令102条の4　第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

4212 クリエイティブ　アダック株式会社 平成17年度荒川読本増刷業務
今村能之
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-12

平成18年2月16日 8,925,000

小学４年生が理解しやすいよう多数の写真等を使用し冊子を制作してい
る。写真等について著作者から掲載許可を受けていること、印刷のため
の原版及び著作権を有している。
（会計法第29条の3　第4項及び会計令102条の4　第3号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4213 （株）オリエンタルコンサルタンツ
平成１７年度大里地区道路修正概略
検討

今村能之
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-12

平成18年2月17日 997,500

地元自治体と調整を踏まえ道路詳細設計を行ったが市町村合併により
道路構造に疑義が生じた。同年度に詳細設計を行っており当該地区に
係る諸条件に精通している。（会計法第29条の3　第4項　予決令102条
の4　第3号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4214 （株）テレビ埼玉 平成17年度荒川流域水環境広報業務
今村能之
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-12

平成18年2月23日 473,550

荒川流域の実情に精通しているとともに、埼玉県に密着した番組を制作
し地元情報を中心とした放送を行っている唯一の放送局であり相手方が
主催・放送する親子ふれあいマラソンと併せて放送することが可能であ
る。（会計法第29条の3　第4項　予決令102条の4　第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4215 （株）FMNACK5 荒川広報（その２）業務
今村能之
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-12

平成17年10月1日 6,321,000

FMNACK5は、荒川流域の実状に精通しているとともに、埼玉県に密着し
た番組を制作し、地元情報を中心とした放送を行っている唯一のラジオ
放送局であり、関東地方整備局では河川愛護の普及を図る番組を１０年
間、現在では道路や荒川の広報番組を製作・放送しており、本業務を適
切かつ効率的に行える唯一の業者である。
　よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令１０２条の
４第３号により随意契約を締結する。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4216 （株）たけのうち電器 ダム情報監視システム改良業務
今村能之
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-12

平成18年3月8日 951,580

平成１０年度に「ダム情報監視システム」を構築しており、又、平成１１年
度には「ダム情報監視システムの改良」、平成１４年度には「i-mode版の
ダム情報提供」を構築し、本システムの改良を行うなど、本システム（「ダ
ム情報監視システム」）の現状に熟知・精通している。
さらに、既存の「ダム情報監視システム」の著作権は国に帰属している
が、開発者である上記業者は、本システムの著作者人格権の同一性保
持（著作権法第２０条第一項）を有している。
　このことから、本業務を適切かつ効率的に行えるのは、上記業者以外
になく、競争に付すことが出来ないことから、会計法第２９条の３第４項
及び予算決算及び会計令１０２条の４第３号により随意契約を締結す
る。

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4217 （株）ヴェル研究所 ソフトウェア（駅すぱあと）１個
今村能之
関東地方整備局荒川上流河川事務所
埼玉県川越市新宿町3-12

平成17年5月24日 220,500

時刻表検索ソフト「駅すぱあと」の開発・販売を手がけており、荒川上流
河川事務所においてもこれまで「駅すぱあと」を使用し時刻検索・運賃算
出にあたってきたが、サポート期間が平成１７（２００５）年７月３１日で切
れてしまうため、平成１７年８月以降も年間サポート（駅すぱあとの
バァージョンアップ等）を引き続き行う必要がある。　もし、８月以降の年
間サポートが行われない場合、事務を担当する者が時刻検索・運賃算
出にあたって「駅すぱあと」を使用したとしても、データの更新が図られて
いないため、正しい情報が提示できるとは限らない状況である。そこで今
回の更新にあたっては、これまでの契約内容（５０ユーザー分）を引き継
ぐ形で、 新のデータに対応させるものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4218 （株）神奈川新聞社
H17相模川水系流域新聞掲載広報業
務

坂本和雄
関東地方整備局相模川水系広域ダム
管理事務所
神奈川県相模原市津久井町青山字南
山2145-50

平成17年9月6日 4,452,000

相模川水系と地域の関わりを広報するにあたり、地域に密着した情報収
集・企画能力・広報効果得るために地方紙を用いた広報手段が 適と
判断し神奈川県内で唯一の地方紙である相手方と随意契約を行うもの
である。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4219 （財）宮ヶ瀬ダム周辺振興財団 H17ダム周辺施設等管理業務

坂本和雄
関東地方整備局相模川水系広域ダム
管理事務所
神奈川県相模原市津久井町青山字南
山2145-50

平成17年4月1日 61,320,000

本業務は、関係行政機関等との調整等及びダム湖周辺地域に関する広
範かつ専門的な知識を必要とする。契約相手は、ダム湖周辺地域の振
興及び水源地域の保全に寄与することを目的として関係行政機関等が
共同出資して設立したものであり、上記要件を満たす唯一の団体である
ため随意契約を行うものである。(会計法第29条の3第4項)

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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4220 （財）宮ヶ瀬ダム周辺振興財団
H17宮ヶ瀬ダム水とエネルギー館運
営業務

坂本和雄
関東地方整備局相模川水系広域ダム
管理事務所
神奈川県相模原市津久井町青山字南
山2145-50

平成17年4月1日 63,987,000

本業務は、ダム広報施設の運営管理を行うものであり、ダム等に関する
広範な知識と関係行政機関等との調整等が必要となる。契約相手は、
ダム湖周辺地域の振興及び水源地域の保全に寄与することを目的とし
て関係行政機関等が共同出資して設立したものであり、上記要件を満
たす唯一の団体であるため随意契約を行うものである。(会計法第29条
の3第4項)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4221 （株）アイプラネット
「宮ヶ瀬ダム水とエネルギー館」
宮ヶ瀬ダムシンボル他2点修繕

坂本和雄
関東地方整備局相模川水系広域ダム
管理事務所
神奈川県相模原市津久井町青山字南
山2145-50

平成18年3月17日 7,980,000
契約相手は、当該修繕にかかる展示物の企画作成及び展示物製作・設
置を行っており、また、著作権法の同一保持権を有していることから随
意契約を行うものである。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4222 後藤商事（株） 平成17年度電子複写機賃貸借

坂本和雄
関東地方整備局相模川水系広域ダム
管理事務所
神奈川県相模原市津久井町青山字南
山2145-50

平成17年4月1日 2,277,247
契約対象物品は、平成16年3月25日に一般競争入札で3年間使用を前
提に料金設定し、賃貸借を開始したものであり、本契約は2年目にあた
るため随意契約を行うものである。（会計法29条の3第4項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１９
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4223 （株）地域整備総合研究所
宮ヶ瀬ダム水とエネルギー館パンフ
レット印刷

坂本和雄
関東地方整備局相模川水系広域ダム
管理事務所
神奈川県相模原市津久井町青山字南
山2145-50

平成18年3月22日 829,500
契約相手は当該印刷物の製版を作成し、パンフレットの図形著作物及
び写真著作物についての著作権法上の著作権及び同一保持権を有し
ていることから随意契約を行うものである。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１９年度より実
施予定）

4224 （社）日本水産資源保護協会 コイヘルペスウイルスPCR検査

坂本和雄
関東地方整備局相模川水系広域ダム
管理事務所
神奈川県相模原市津久井町青山字南
山2145-50

平成17年5月16日 18,000

契約相手は農林水産省所管公益法人であり、魚類の防疫に関する調査
を専門としており、コイヘルペスウィルスについての農林水産省のガイド
ラインに準拠した検査を実施できることから随意契約を行うものである。
（会計法第29条の3第4項）

問題があるもの
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

単価契約

4225 道志新田組合組合長 水温測定単価契約

坂本和雄
関東地方整備局相模川水系広域ダム
管理事務所
神奈川県相模原市津久井町青山字南
山2145-50

平成17年4月1日 105,000
当事務所管理の導水路放水による農業用水路の水温変化を測定する
ため、当該水路の管理団体である契約相手と随意契約を行うものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

問題があるもの
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

単価契約

4226 東日本電信電話（株） 管理事務所外電話料外

坂本和雄
関東地方整備局相模川水系広域ダム
管理事務所
神奈川県相模原市津久井町青山字南
山2145-50

平成17年4月11日 3,285,083
NTT（株）は災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保する
ために随意契約を行うものである。（会計法29条の3第4項）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

年間使用料

4227 （株）日立ビルシステム H17作業用エレベータ他点検業務

坂本和雄
関東地方整備局相模川水系広域ダム
管理事務所
神奈川県相模原市津久井町青山字南
山2145-50

平成17年4月1日 2,290,680

本設備はダム堤体内という特殊環境下に設置されたエレベータであり、
本業務には当該環境下での劣化診断ノウハウが不可欠である。また製
作メーカーによる24時間監視システムにより非常時の迅速且つ適切な
故障対応を要するため、本設備及び監視システムを設計製作したメー
カーのメンテナンス部門である契約相手と随意契約を行うものである。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4228 横浜エレベータ（株） H17管理用エレベータ他点検業務

坂本和雄
関東地方整備局相模川水系広域ダム
管理事務所
神奈川県相模原市津久井町青山字南
山2145-50

平成17年4月1日 2,016,000

本設備はダム堤体内という特殊環境下に設置されたエレベータであり、
本業務には当該環境下での劣化診断ノウハウが不可欠である。非常時
の迅速且つ適切な故障対応を要するため、本設備を設計製作した契約
相手と随意契約を行うものである。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4229 東京索道（株） H17堤体外点検設備点検整備業務

坂本和雄
関東地方整備局相模川水系広域ダム
管理事務所
神奈川県相模原市津久井町青山字南
山2145-50

平成17年4月1日 6,720,000

本設備は他に施工実績がない独自のシステムであるため、点検整備で
異常を適切に判断するためには本設備を設計製作したノウハウが不可
欠であり、施設施工業者である契約相手と随意契約を行うものである。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4230 （株）アイアイジェイテクノロジー インターネット接続業務

坂本和雄
関東地方整備局相模川水系広域ダム
管理事務所
神奈川県相模原市津久井町青山字南
山2145-50

平成17年4月1日 5,013,918

契約相手は、ネットワーク及びセキュリティポリシー等の機密情報保持
要件を付して平成16年度一般競争入札により当該業務を請負い、当事
務所用システム機器を設置している。システムセキュリティーに精通し、
高度な知識と経験を有している点とシステム機器等初期投資にかかる
経費という有利性から随意契約を行うものである。（会計法第29条の3第
4項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
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4231
日本ポスタリア・フランコチップ
（株）

ポスタリア郵便料金計器保守

坂本和雄
関東地方整備局相模川水系広域ダム
管理事務所
神奈川県相模原市津久井町青山字南
山2145-50

平成17年4月1日 47,250
平成7年10月20日に購入した当該計器のメーカー保守契約であるため
随意契約を行うものである。（会計法29条の3第4項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4232
日本ポスタリア・フランコチップ
（株）

郵便料金計器修繕

坂本和雄
関東地方整備局相模川水系広域ダム
管理事務所
神奈川県相模原市津久井町青山字南
山2145-50

平成17年6月13日 11,550
平成7年10月20日に購入した当該計器の保守契約外修繕であるため随
意契約を行うものである。（会計法29条の3第4項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4233
富士通ネットワークソリューション
ズ（株）

H17ダム管理用制御処理設備点検業
務

坂本和雄
関東地方整備局相模川水系広域ダム
管理事務所
神奈川県相模原市津久井町青山字南
山2145-50

平成17年4月1日 5,376,000

本業務は、当該システムを熟知していない場合、点検時における誤操作
等により、ダム管理に甚大な被害を及ぼす危険性がある。契約相手は、
設備納入業者と保守契約を締結した業者であり、機器等について、専門
的に保守業務を実施しているためこれらを熟知している。よって設備全
体の機能・信頼性の確保、緊急時の対応等有利性が認められるので随
意契約を行うものである。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4234 東芝パソコンシステム（株） ファイルサーバ一式賃貸借及び保守
鮫島寛
関東地方整備局常総国道事務所
茨城県土浦市川口1-1-26

平成17年4月1日 624,960

平成15年6月24日に一般競争入札により、東芝ﾊﾟｿｺﾝｼｽﾃﾑ㈱と賃貸借
契約を締結したものであり、既存製品等の賃貸借等を行えるのは上記
業者以外にはいない。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号に該当）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4235 茨城ゼロックス（株） カラー複写機一式賃貸借及び保守
鮫島寛
関東地方整備局常総国道事務所
茨城県土浦市川口1-1-26

平成17年4月1日 10,402,296

平成15年11月10日に一般競争入札により、富士ｾﾞﾛｯｸｽ茨城㈱と賃貸
借契約を締結したものであり、既存製品の賃貸借等を行えるのは上記
業者以外にはいない。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号に該当）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わないも（平
成１９年度より、国庫債務負担行為
を計上））

4236
コニカミノルタテクノ東京（株）千
葉支社

複写機一式賃貸借及び保守
鮫島寛
関東地方整備局常総国道事務所
茨城県土浦市川口1-1-26

平成17年4月1日 2,231,409

平成16年3月15日に一般競争入札により、ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾃｸﾉ東京㈱千葉支
社と賃貸借契約を締結したものであり、既存製品の賃貸借等を行えるの
は上記業者以外にはいない。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号に該当）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わないも（平
成１９年度より、国庫債務負担行為
を計上））

4237 関彰商事（株） 大判プリンタ賃貸借及び保守
鮫島寛
関東地方整備局常総国道事務所
茨城県土浦市川口1-1-26

平成17年4月1日 266,994

平成１４年９月２日に指名競争入札により、関彰商事（株）情報事務機事
業本部と賃貸借契約を締結したものであり、既存製品の賃貸借等を行
えるのは上記業者以外にはいない。（会計法第２９条の３第４項、予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号に該当）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１８年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わないも（平
成１９年度より、国庫債務負担行為
を計上））

4238 関友商事（株） 日常・定期清掃業務委託
鮫島寛
関東地方整備局常総国道事務所
茨城県土浦市川口1-1-26

平成17年4月1日 1,935,465
民間会社の管理する建物に入居しており、当建物の管内規則により管
理人が指定した業者にて実施することとなっているため（会計法第29条
の3第4項予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に該当）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4239 （株）茨城新聞社
平成１７年度道路事業等啓発業務
（単価契約）

鮫島寛
関東地方整備局常総国道事務所
茨城県土浦市川口1-1-26

平成17年4月5日 14,260,050
業務の遂行に当たり、県内全域で購読され県全体の実情に精通し、広く
道路整備等に関する知識と報道の経験を有しているため（会計法第29
条の3第4項予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に該当）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4240 （株）常陽新聞新社
平成１７年度事務所広報資料作成業
務

鮫島寛
関東地方整備局常総国道事務所
茨城県土浦市川口1-1-26

平成17年6月2日 10,555,371

業務を遂行する上で、県南西地域で広く購読されているとともに、県南
西部の産業・歴史・文化等の知識及び広く道路整備等に関する知識と
報道の経験を十分に有していることが必要である。常陽新聞社は茨城
県に密着し県民に親しまれた県内有数の新聞社であり、地域に根ざした
数々の書籍の発行を通じて道路整備を含む様々な情報及び知識を蓄積
している。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号に該当）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約
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4241
（社）千葉県公共嘱託登記司法書士
協会

平成１７年度登記業務委託（千葉そ
の１）

鮫島寛
関東地方整備局常総国道事務所
茨城県土浦市川口1-1-26

平成17年9月16日 2,245,530

本業務を遂行するにあたっては、権利に関する登記の専門的な知識と
司法書士法に基づく司法書士の資格を有し、短期間に大量の業務を処
理できる能力が必要である。本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力
を有する者として、（社）千葉県公共嘱託司法書士協会が 適である。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4242
（社）千葉県公共嘱託登記土地家屋
調査士協会

平成１７年度登記業務委託（千葉そ
の２）

鮫島寛
関東地方整備局常総国道事務所
茨城県土浦市川口1-1-26

平成17年9月16日 9,226,213

本業務を遂行するにあたっては、不動産の表示に関する登記の専門的
な知識と土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士の資格を有し、短
期間に大量の業務を処理できる能力が必要である。本業務を適切かつ
迅速に遂行できる能力を有する者として、（社）千葉県公共嘱託土地家
屋調査士協会が 適である。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4243
（社）茨城県公共嘱託登記司法書士
協会

平成１７年度登記業務委託（茨城そ
の１）

鮫島寛
関東地方整備局常総国道事務所
茨城県土浦市川口1-1-26

平成17年12月16日 2,152,395

本業務を遂行するにあたっては、権利に関する登記の専門的な知識と
司法書士法に基づく司法書士の資格を有し、短期間に大量の業務を処
理できる能力が必要である。本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力
を有する者として、（社）茨城県公共嘱託司法書士協会が 適である。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4244
（社）茨城県公共嘱託登記土地家屋
調査士協会

平成１７年度登記業務委託（茨城そ
の２）

鮫島寛
関東地方整備局常総国道事務所
茨城県土浦市川口1-1-26

平成17年12月16日 3,993,780

本業務を遂行するにあたっては、不動産の表示に関する登記の専門的
な知識と土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士の資格を有し、短
期間に大量の業務を処理できる能力が必要である。本業務を適切かつ
迅速に遂行できる能力を有する者として、（社）茨城県公共嘱託土地家
屋調査士協会が 適である。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4245 （株）朝日鑑定 千葉４６８号新設不動産鑑定料
鮫島寛
関東地方整備局常総国道事務所
茨城県土浦市川口1-1-26

平成17年8月24日 1,036,350

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として（株）朝日鑑定が 適である。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4246 （株）高橋不動産鑑定事務所 千葉４６８号新設不動産鑑定料
鮫島寛
関東地方整備局常総国道事務所
茨城県土浦市川口1-1-26

平成17年8月24日 1,036,350

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として（株）高橋不動産鑑定事務所が 適である。（会計法第29条の3第
4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4247 （株）エヌティティドコモ 電話料
鮫島寛
関東地方整備局常総国道事務所
茨城県土浦市川口1-1-26

平成17年4月1日 1,278,025
他社より通信可能エリアが広く、災害対応を考慮して（株）エヌティティド
コモと随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項、予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号に該当）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4248 東日本電信電話（株） 電話料
鮫島寛
関東地方整備局常総国道事務所
茨城県土浦市川口1-1-26

平成17年4月1日 6,453,790
災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するために随意
契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号に該当）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4249 土浦郵便局 後納郵便料
鮫島寛
関東地方整備局常総国道事務所
茨城県土浦市川口1-1-26

平成17年4月1日 6,518,050
信書は日本郵政公社のみしか配達できないため、日本郵政公社と随意
契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号に該当）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4250 セコム山梨(株)
Ｈ１７富士川砂防事務所警備防犯管
理業務委託

山下勝
関東地方整備局富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-12-16

平成17年4月1日 1,706,040

当該業者は、信頼性はもとより機械・システムにおいて高い機動性を有
しており、本業務について極めて有効な技術を持つ事務所管内で唯一
の業者であるため。（会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3号）

見直しの余地があり 公募を実施

4251 山梨リコー(株)
デジタルカラー複合機外1点賃貸借
及び保守契約

山下勝
関東地方整備局富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-12-16

平成17年4月1日 10,477,454

本機器の導入に関しては、平成16年度に、一般競争入札により3年間継
続使用するものとして保守契約を締結済みであり、平成17年度は2年目
として引き続き契約するものである。（会計法第29条3第4項及び予決令
第102条の4第3号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

単価契約
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4252 山梨日日新聞
平成17年度富士川砂防事務所新聞掲
載業務

山下勝
関東地方整備局富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-12-16

平成17年5月31日 9,573,900

山梨県内で も発行部数が多く、地域に密着した日刊の新聞社は、山
梨日日新聞社のみであり、より広く、より効率的に広報のできる唯一の
契約対象であるため。（会計法第29条3第4項及び予決令第102条の4第
3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4253 ＮＰＯ法人砂防広報センター
富士川楽座「絵合わせゲーム」プロ
ジェクター新規交換外１件

山下勝
関東地方整備局富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-12-16

平成18年1月23日 795,900
当該法人は、当該施設を企画・製作・管理しているなど、展示物や機器
設備を熟知しており、保守管理可能な唯一の契約対象である。（会計法
第29条3第4項及び予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（公募を実施することで検討）

4254 （有）甲斐資産評価システム 不動産鑑定評価依頼
山下勝
関東地方整備局富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-12-16

平成17年8月2日 2,306,220

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として（有）甲斐資産評価システムが 適である。（会計法第29条の3第4
項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4255 （株）久保嶋不動産鑑定 不動産鑑定評価依頼
山下勝
関東地方整備局富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-12-16

平成17年8月2日 2,306,220

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として（株）久保嶋不動産鑑定が 適である。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4256 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 携帯電話使用料
山下勝
関東地方整備局富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-12-16

平成17年4月21日 2,972,436
（株）ＮＴＴドコモは他社より通信可能エリアが広く、災害対応を考慮して
（株）ＮＴＴドコモと随意契約を行うものである（会計法第２９条の３第４項
予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4257 中日本高速道路（株）八王子支社
後納料金（中日本高速道路株式会
社）

山下勝
関東地方整備局富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-12-16

平成17年11月17日 1,331,948
当該通行料の支払いは、当該有料道路の管理会社と随意契約により行
うものである（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4258 東日本電信電話（株）山梨支店 事務所電話料外３件
山下勝
関東地方整備局富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-12-16

平成17年4月21日 1,744,491
ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
に随意契約を行うものである（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２
条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4259
東日本電信電話（株）ネットワーク
ソリューション部長

白須第二ダム観測局舎通信料外２件
山下勝
関東地方整備局富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-12-16

平成17年4月21日 1,121,313
ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
に随意契約を行うものである（会計法第２９条の３第４項予決令第１０２
条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4260 （株）毎日広告社
Ｈ１７東京外かく環状道路広報活動
業務

山本悟司
関東地方整備局東京外かく環状道路
調査事務所
東京都世田谷区用賀4丁目5番16号Ｔ
Ｅビル7F

平成17年8月4日 38,220,000

「京都議定書」の発効を受け、地球温暖化防止のため、道路分野につい
ても積極的な取り組みが求められている。当該業務では、ＣＯ２削減と道
路整備の役割について理解促進を図るべく展示会「減らそう！CO2　人
間の移動と環境展」に参加し、「東京外かく環状道路」について展示を行
い、環境への寄与等の整備効果や必要性を広く情報提供し、かつ意見
収集を実施するものである。本業務の遂行にあたっては、主催社である
毎日新聞社の本展示会の趣旨に沿った企画および取りまとめを行うこと
が必要不可欠である。毎日新聞社は、展示会「減らそう！CO2　人間の
移動と環境展」を国土交通省の後援により開催することとしており、株式
会社毎日広告社は、毎日新聞社の企画を実施する広告代理店であるこ
とから、本業務を遂行するために必要な用件を備えた唯一の契約対象
機関である。（会計法第２９条の３第４項及び予決例第１０２条の４第３
号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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4261 （株）朝日エージェンシー
Ｈ１７東京外かく環状道路広域広報
業務

山本悟司
関東地方整備局東京外かく環状道路
調査事務所
東京都世田谷区用賀4丁目5番16号Ｔ
Ｅビル7F

平成17年8月17日 57,015,000

首都圏において、近い将来に東京直下や関東南部などの大型地震の発
生が予想されており、構造物の耐震補強や災害に強い生活基盤の形成
等が進められている。当該業務は、「東京外かく環状道路」の整備が非
常時の代替路の確保等への寄与が大きいことや、防災と道路整備の役
割とその必要性について、広く情報提供し、一般市民の参画意識の醸
成と理解促進を図るため、「東京都市交通シンポジウム」を朝日新聞社
とともに共催するものである。本業務の遂行にあたっては、共催社であ
る朝日新聞社との連携が必要であるほか、高度な知識を持つ有識者等
によるシンポジウムを企画・運営した豊富な経験を有していることが必要
不可欠である。朝日新聞社は、都市再生が求められる過密都市におけ
る道路ネットワーク形成のあり方、ＰＩの進め方等についての高度な知識
を持つ有識者等によるシンポジウムの企画・運営と、その成果を新聞紙
上にて広く広報した実績を有する会社である。株式会社朝日エージェン
シーは、朝日新聞社の企画を実施する広告代理店であることから、本業
務を遂行するために必要な要件を備えた唯一の契約対象機関である。
（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4262 テルヤ電機（株）
平成１７年度清掃業務東京外かく環
状道路調査事務所平成１７年４月１
日から平成１８年３月３１日

山本悟司
関東地方整備局東京外かく環状道路
調査事務所
東京都世田谷区用賀4丁目5番16号Ｔ
Ｅビル7F

平成17年4月1日 2,333,646

現在、当事務所はテルヤ電機（株）の管理する建物に入居しており、当
建物の管理規則により管理人にて実施することとなっており、本件を行
えるのは上記業者以外にはない。（会計法２９条の３第４項、予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4263 テルヤ電機（株）
東京外かく環状道路調査事務所用貸
室

山本悟司
関東地方整備局東京外かく環状道路
調査事務所
東京都世田谷区用賀4丁目5番16号Ｔ
Ｅビル7F

平成17年4月1日 34,304,596
昨年と同じ場所を維持するために引き続き契約を行うものである（会計
法第２９条の３第４項及び予決例第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4264 テルヤ電機（株）
東京外かく環状道路調査事務所用貸
室の共役費

山本悟司
関東地方整備局東京外かく環状道路
調査事務所
東京都世田谷区用賀4丁目5番16号Ｔ
Ｅビル7F

平成17年4月1日 7,000,938
昨年と同じ場所を維持するために引き続き契約を行うものである（会計
法第２９条の３第４項及び予決例第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4265
エヌ・ティ・ティ・コミュニケー
ションズ（株）

回線使用料

山本悟司
関東地方整備局東京外かく環状道路
調査事務所
東京都世田谷区用賀4丁目5番16号Ｔ
Ｅビル7F

平成17年4月1日 2,106,927
NTTは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
に随意契約を行うものである

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4266 テルヤ電機（株） 電気料

山本悟司
関東地方整備局東京外かく環状道路
調査事務所
東京都世田谷区用賀4丁目5番16号Ｔ
Ｅビル7F

平成17年4月1日 1,876,850
１施設１受電の為、管理会社であるテルヤ電機（株）と随意契約を行うも
のである

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4267 東京都個人タクシー協同組合 タクシーの借上げ

山本悟司
関東地方整備局東京外かく環状道路
調査事務所
東京都世田谷区用賀4丁目5番16号Ｔ
Ｅビル7F

平成17年4月1日 12,840,300
保有台数が も多く都内全域が営業範囲で容易に利用でき、かつ連絡
体制が整っており迅速な対応が出来るため

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4268
（株）東急コミュニティービルマネ
ジメント事業部

駐車場賃貸借その２

山本悟司
関東地方整備局東京外かく環状道路
調査事務所
東京都世田谷区用賀4丁目5番16号Ｔ
Ｅビル7F

平成17年4月1日 1,260,000
昨年に引き続きのため・事務所からも近隣であり立地条件がいいため
（会計法第２９条の３第４項及び予決例第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4269 （株）時事通信社 「ｉＪＡＭＰ」情報提供業務

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 27,720,000

中央省庁・地方自治体の動向、政治・経済・社会のニュース等を日常業
務に活用するにあたり、幅広い行政情報提供量・信頼性及び技術力の
面において優れているため。（会計法２９条の３第４項、特例政令に該
当）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4270 （株）埼玉交通 タクシーの借り上げ（その１）

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 44,939,320
運賃及び運送約款は、各社とも同一であり競争性が存在せず、協同組
合等も存在しないため。（会計法２９条の３第４項、特例政令に該当）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4271 日本交通埼玉（株） タクシーの借り上げ（その２）

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 13,866,960
運賃及び運送約款は、各社とも同一であり競争性が存在せず、協同組
合等も存在しないため。（会計法２９条の３第４項、特例政令に該当）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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4272 飛鳥交通（株） タクシーの借り上げ（その３）

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 8,488,170
運賃及び運送約款は、各社とも同一であり競争性が存在せず、協同組
合等も存在しないため。（会計法２９条の３第４項、特例政令に該当）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4273 東京都個人タクシー　協同組合 タクシーの借り上げ（その４）

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 8,416,640
運賃及び運送約款は、埼玉近県では同一であり競争性が存在せず、東
京地区で も有利と考えられるため。（会計法２９条の３第４項、特例政
令に該当）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4274 （株）きんでん
さいたま新都心合同庁舎２号館出退
庁表示設備改修業務

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成18年1月30日 1,837,500

出退庁表示設備は親機１台、表示盤７９台で構成されており、当設備の
表示パネル入替、表示盤・発信器間のアドレス変更等のシステム改良
及び当該システムの試験調整等を現設備を稼動させたままで行うにあ
たり、現設備及び現設備の動作手順に精通している必要があるため。
（会計法２９条の３第４項、予算決算及び会計令１０２条の４第３項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より競争入札に移行す
ることで検討）

4275 （株）拓和 デジタル水位計保守点検業務

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県香取市佐原イ4149

平成17年4月1日 15,435,000
点検対象であるデジタル水位測定装置を開発・製作している業者であ
り、観測状態を完全なものにすることができる唯一の業者である。（会計
法第29条の3第4項）

見直しの余地があり 競争入札に移行したもの

4276 セコム（株）
事務所庁舎外１０ヶ所防犯管理委託業
務

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県香取市佐原イ4149

平成17年4月1日 8,152,200
庁舎に設置されている防犯管理機器、システムは、独自に開発、製造し
たもので、同社のコントロールセンターと結ばれているため、同社以外に
よる業務の実施が不可能である。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地があり 公募を実施

4277 （株）沖電気カスタマアドテック Ｈ１７布川流速計点検業務

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県香取市佐原イ4149

平成17年4月26日 1,050,000
特別注文装置であるため、特別な技術指導を受けた人材を有しているこ
とによって、修繕等に対して他社での対応は不可能であるため。（会計
法第29条の3第4項、及び予算決算及び会計令102条の4の3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4278 ＪＦＥアドバンテック（株） Ｈ１７佐原流速計点検業務

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県香取市佐原イ4149

平成17年4月26日 3,202,500
特別注文装置であるため、特別な技術指導を受けた人材を有しているこ
とによって、修繕等に対して他社での対応は不可能であるため。（会計
法第29条の3第4項、及び予算決算及び会計令102条の4の3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4279 （株）千葉日報社 利根川流域新聞千葉県版掲載業務

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県香取市佐原イ4149

平成17年8月31日 6,930,000
千葉県内に効果的に広報を行うため、地域情報に精通していることが必
要であり、県内唯一の地方紙を選定(会計法第29条の3第4号)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4280 ＪＦＥアドバンテック（株） 佐原流量計修理

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県香取市佐原イ4149

平成17年12月21日 9,240,000
破損した装置がドイツ製であり、国内の販売契約ならびに使用契約を独
占締結しているため。（会計法第29条の3第4項、及び予算決算及び会
計令102条の4の3号）

その他
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4281 （株）東亜オイル興業所 特別管理産業廃棄物処理業務

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県香取市佐原イ4149

平成17年4月15日 724,500
千葉県北東部及び北西部で唯一、特別管理産業廃棄物（廃液）の処理
実績を有している会社である。（会計法第29条の3第4項、及び予算決算
及び会計令102条の4の3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4282 クリエイティヴアダック（株）
利根川下流河川事務所事業概要印刷
業務

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県香取市佐原イ4149

平成17年6月1日 798,000
平成１７年度事業概要の版下は当該業者が保有している。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があり 競争入札に移行したもの

4283 セコム（株） 取手出張所防犯管理機器改良一式

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県香取市佐原イ4149

平成18年2月13日 242,760
庁舎改修工事に伴い、新しい防犯管理機器の設置を行うもので、防犯
機器の改良において、迅速な対応が可能であり、経費面でも有利であ
る。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地があり 公募を実施

4284 （株）日刊建設工業新聞社
日刊建設工業新聞利根川下流河川事
務所広報記事掲載

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県香取市佐原イ4149

平成17年7月28日 945,000
これまで国土交通省などの広報記事を掲載しており、記事の内容を広く
一般に知らしめるための独自のノウハウを有してるため。（会計法第29
条の3第4項、及び予算決算及び会計令102条の4の3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
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4285 （株）茨城新聞 流域新聞茨城県版掲載業務

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県香取市佐原イ4149

平成18年3月15日 630,000
市町村合併の時期にあわせ、効果的に広報を行うため、市町村合併特
集号に掲載。(会計法第29条の3第4号)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4286 リコー販売（株）成田東営業所
電子複写機の賃貸借及び保守・消耗品
供給１台

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県香取市佐原イ4149

平成17年4月1日 375,199
平成１５年度指名競争により当該業者と賃貸借契約を締結し、平成１６
年４月１日から３６ヶ月継続使用のもとで、既存製品の賃貸借等を行える
のは、当該業者以外いないため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より競争入札に移行す
ることで検討）

単価契約

4287 富士ゼロックス（株）千葉営業所
電子複写機の賃貸借及び保守・消耗品
供給８台

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県香取市佐原イ4149

平成17年4月1日 4,959,871
平成１６年度末に賃貸借期間を満了したが、継続使用に耐えられるもの
であるため、今年度に限り機器に関して熟知しアフターサービスにおい
て迅速に対応できる、当該業者と契約した（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より移行）

単価契約

4288 佐原タクシー（株） タクシー借り上げ

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県香取市佐原イ4149

平成17年4月1日 1,575,080
佐原市においては、運賃及び運送約款とも、各社同一になっているため
競争性がなく、当該事業者は事務所からの距離が近く、契約実績があり
信頼性が高いため（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4289 （有）千葉交タクシー銚子営業所 タクシー借り上げ

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県香取市佐原イ4149

平成17年4月1日 1,136,700
北総地区においては、運賃及び運送約款とも、各社同一になっているた
め競争性がなく、当該事業者は出張所の近くに営業所を有するととも
に、契約実績があり信頼性が高いため（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4290 日本郵政公社 後納郵便料

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県香取市佐原イ4149

平成17年4月1日 1,149,145
信書は当該業者以外配達できないため、随意契約を行うものである（会
計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4291 日本郵政公社 後納郵便料

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県香取市佐原イ4149

平成17年4月1日 1,149,145
信書は当該業者以外配達できないため、随意契約を行うものである（会
計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4292 中日本道路（株）横浜支社 通行料

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県香取市佐原イ4149

平成17年9月1日 1,221,567
当該通行料の支払いは、当該有料道路の管理会社と随意契約により行
うものである（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4293 東日本電信電話（株） 電話料

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県香取市佐原イ4149

平成17年4月1日 5,947,617
当該業者は、災害時優先回線を有しており、優先回線を確保するため
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4294 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 電話料

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県香取市佐原イ4149

平成17年4月1日 3,840,897
当該業者は、通信可能エリアが広く、災害対応を考慮して当該業者と随
意契約を行うものである（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4295 電通工業（株） 筑波分室内電話設備保守管理業務
新宅浩明
関東地方整備局営繕部筑波分室
茨城県つくば市吾妻1-12-1

平成17年4月1日 252,000

当該業務を行うにあたっては、それに関係した専門的知識を有すること
はもちろん本装置の内容、配線設備等にも精通したものでなければ適正
且つ効率的な遂行を確保できない。電通工業（株）は設置当時電話関係
工事に携わっており設置した装置の内容、配線設備等についてよく把握
している唯一の者であるため随意契約により行うものである。（会計法２
９条の３第４項）

見直しの余地があり 公募を実施

4296 新安全警備保障（株） 筑波合同庁舎警備業務
新宅浩明
関東地方整備局営繕部筑波分室
茨城県つくば市吾妻1-12-1

平成17年4月1日 271,524

現在異常感知装置、自動通報装置等が設置されているがこれら警備用
装置類は新安全警備保障（株）のものであり、時価に比べて著しく有利
な価格をもって契約をすることができる見込がある唯一の者であるため
随意契約により行うものである。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地があり 公募を実施

4297 （財）関東電気保安協会 自家用電気工作物保安管理業務
新宅浩明
関東地方整備局営繕部筑波分室
茨城県つくば市吾妻1-12-1

平成17年4月1日 115,591

本業務を行うに当たっては、電気事業法の規定により主任技術者を選
任する必要がある。（財）関東電機保安協会は、電気事業法施行規則の
規定に基づく委託契約の相手方の要件等を満たす唯一の者であるため
随意契約により行うものである。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地があり 公募を実施
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4298 筑波都市整備（株） 管路輸送投入貯留設備保守業務
新宅浩明
関東地方整備局営繕部筑波分室
茨城県つくば市吾妻1-12-1

平成17年4月1日 208,740

筑波研究学園都市内で管路輸送投入貯留設備を利用当初からつくば
市より管理委託業務を任されている業者である。当該設備のシステムに
精通し適正且つ効率的な遂行を確保できる唯一の業者と随意契約によ
り行うものである。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地があり 公募を実施

4299 富士ゼロックス茨城（株） 電子複写機の賃貸借及び保守
新宅浩明
関東地方整備局営繕部筑波分室
茨城県つくば市吾妻1-12-1

平成17年4月1日 395,568

賃貸借契約は複数年契約を前提に料金を設定することが広く商習慣し
て行われているが本賃貸借契約も初年度の契約・料金積算等について
複数年契約を前提としているところである。複数年継続して契約すること
で、単年度契約を毎年行うことより低料金となるため随意契約により行う
ものである。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成２２
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

4300 筑波都市整備（株） 熱料金
新宅浩明
関東地方整備局営繕部筑波分室
茨城県つくば市吾妻1-12-1

平成17年4月1日 3,818,834
当該地域で唯一の熱供給をしている事業者と随意契約を行うものであ
る。（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4301 ＮＥＣリース（株）関東支社 ファイルサーバ賃貸借
新宅浩明
関東地方整備局営繕部筑波分室
茨城県つくば市吾妻1-12-1

平成17年4月1日 311,220

賃貸借契約は複数年契約を前提に料金を設定することが広く商習慣し
て行われているが本賃貸借契約も初年度の契約・料金積算等について
複数年契約を前提としているところである。複数年継続して契約すること
で、単年度契約を毎年行うことより低料金となるため随意契約により行う
ものである。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成２１
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

4302 鶴見自動車協同組合 乗用自動車需給使用料

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年4月1日 2,827,470

当該組合は、提携する業者を含め横浜市鶴見区内において、圧倒的な
利用可能台数を有している。また、迎者時間等早期の対応に優位性を
占め、多くの実績と信頼を有していること。（会計法第２９条の３第４項、
予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4303 神奈川個人タクシー　協同組合 乗用自動車需給使用料（その２）

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年4月1日 3,336,250

当該個人タクシー組合は、県内において多くの利用可能台数を有してい
る。また、この組合が発行するチケットは、全国で利用できるものである
ことから、当事務所が所管する広域の事業箇所での利用が可能である
こと。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4304 東日本電信電話（株） 電話料及び回線使用料

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年4月11日 15,252,162
ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
に随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０
２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4305 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料及び回線使用料

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年4月11日 4,040,978
ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
に随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０
２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4306 水道 横浜市水道局長

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年4月1日 2,240,281
当該地域で唯一の水道事業者と随意契約を行うものである。（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4307 後納郵便料 横浜中央郵便局

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年4月1日 2,555,690
信書は日本郵政公社のみしか配達できないため、日本郵政公社と随意
契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4308 通行料 首都高速道路㈱

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年5月23日 1,644,140
当該通行料の支払いは、当該有料道路の管理会社と随意契約により行
うものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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4309
（株）インターネットイニシアティ
ブ

Ｈ17インターネット接続（その１）
業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年4月1日 9,145,290

業務の連続性を確保する必要があり、サービスの中断はその性質上、
行うべきではない。しかし、本業務を競争入札に付すことにより、これま
で業務を提供してきた上記業者とは別の業者が落札する可能性がある
が、新規の業者が業務の提供を開始するために必要な回線及び機器の
準備期間が必要となる。このため、上記サービスを４月１日から連続して
提供可能な業者は、これまで業務を提供してきた上記業者以外にはな
いことから、別途競争に付した「Ｈ１７インターネット接続（その２）業務」
の業務提供準備が整うまでの４月１日～６月３０日の間、上記業者と随
意契約を締結するものである。(会計法第２９条の３第４項予算決算及び
会計令第１０２条第４項第３号)

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4310 沖ノ鳥島映像配信サービス ＫＤＤＩ㈱

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年5月26日 5,232,246
当該地域でサービスを提供できる唯一業者であり、価格も決まっており、
競争を許さないため、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３
第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4311 携帯電話使用料 ＮＴＴドコモ（株）

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年4月18日 9,367,881
㈱NTTドコモは他社より通信可能エリアが広く、災害対応を考慮して㈱
NTTドコモと随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項、予
決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4312 （株）東京設計
平成17年度インターネット情報提供
資料作成及び運営業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年4月1日 19,320,000

本業務は、平成16年度実施した選考方式による広報企画の特定手続に
よる入札・契約手続において、当事務所ホームページへのリピーターを
獲得し河川事業について正しい理解を得るための方策として、各種コン
テンツをシリーズ化するなど2ヶ年にわたる業務内容を想定した広報企
画の提案を行い、それを受けて特定したものである。所要の目的を達成
し、提案のあった広報企画の効果を検証するためには、平成17年度業
務においても、平成16年度に提案のあった広報企画を引き続き行う必要
があることから、本業務の目的を理解し適切かつ効率的に執行できる唯
一の業者であることから随意契約を行ったものである。（会計法第２９条
の３第４項、特例政令に該当）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１８年度以降
実施予定）

4313 セコム（株）
Ｈ17京浜河川事務所庁舎等防犯管理
業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年4月1日 5,870,340
既設警備システムを有し、豊富な経験と知識、迅速性、信頼性を持つ唯
一の業者であること。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4314 日本ミクニヤ（株）
平成17年度鶴見川流量観測保守点検
業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年4月1日 3,990,000

本業務は、鶴見川に設置しているH-ADCP流量観測装置という特殊な
装置の保守点検を行うものである。当該装置は、特許品でありまだ全国
で汎用が数例しかない装置であるため、保守点検をできる業者は当該
業者しかいないことから随意契約を行うものである。（会計法第２９条の
３第４項、特例政令に該当）

その他
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4315 （株）神奈川新聞社 鶴見川流域広報企画運営業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年6月23日 4,431,000

本業務は、鶴見川流域における鶴見川を軸とした地域づくりに寄与する
ため、「流域全体の相互理解」の醸成を目的として、鶴見川流域の現
状、河川整備に関する課題を地域・個人・行政等が果たすべき役割につ
いて神奈川県民に明らかに広報することが必要。
神奈川県唯一の地方紙であるのは神奈川新聞社である。（会計法第２９
条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4316 （株）テレビ神奈川 鶴見川流域等広報映像資料作成業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年6月29日 51,975,000

本業務は鶴見川流域で取り組まれている施策等を効果的にＰＲすること
を目的としており、当該業者は、当該地域の視聴者数が多く、当該地域
に関する豊富な映像を有していることから、適切かつ効率的に業務を執
行できる唯一の法人である。(会計法第２９条の３第４項、予決令１０２条
の４第３号)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4317 （株）エコー 多摩川希少生物調査業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年8月4日 987,000

本業務は、当該業者がプロポーザル方式により請け負った業務を踏ま
えて遂行する内容であり、また、河口域の環境や現地条件についても調
査の実施を熟知しており、十分な知識と本生物調査に関する技術を有し
的確な業務の遂行が可能である。(会計法第２９条の３第４項、予決令１
０２条の４第３号)

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より競争入札に移行す
ることで検討）

4318 （株）神奈川新聞社 京浜河川事務所管内防災広報業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年9月15日 8,904,000

本業務は、「自助・公助・共助」という地域防災力を高めることをテーマ
に、河川と地域の関わりについて、現状と課題、個人・行政・地域等が果
たすべき役割等をわかりやす広く神奈川県民に広報を行う。
当該地域の地方紙を発行する神奈川新聞社のみ。(会計法第２９条の３
第４項、予決令１０２条の４第３号)

その他 随意契約によらざるを得ないもの



件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

4319 （株）日刊建設通信新聞社
防災・減災への取り組み「高規格堤
防整備事業」新聞掲載業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成18年1月13日 997,500

本契約は高規格堤防事業及び大師河原防災ステーションの概要等を掲
載するものであり、当該新聞社は、業界屈指の実績を有し、更に平成１
８年１月に特集する「関東の防災・減災の取り組み」に防災の専門家、学
識経験者等の記事が掲載されることから、併せて同紙に掲載することに
より、 大限のＰＲ効果が期待されるものである。(会計法第２９条の３第
４項、予算決算及び会計令１０２条の４第３号)

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4320 （株）せきやま
電子複写機賃貸借（カラーコピー
機）及び保守

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年4月1日 3,865,340
一般競争で契約した賃借物品を継続して使用する案件であるため、当
該業務を履行できる唯一の者であり、競争も許さないため随意契約を行
うものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１９
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4321 コニカミノルタテクノ東京（株） 図面複写機賃貸借

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年4月1日 449,707
一般競争で契約した賃借物品を継続して使用する案件であるため、当
該業務を履行できる唯一の者であり、競争も許さないため随意契約を行
うものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より、国庫債務負担行
為を計上）

単価契約

4322 （株）富士ゼロックス 電子複写機賃貸借

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年4月1日 12,058,317
一般競争で契約した賃借物品を継続して使用する案件であるため、当
該業務を履行できる唯一の者であり、競争も許さないため随意契約を行
うものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１９
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4323 リコー販売（株） カラーレーザープリンター保守業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年4月1日 60,375

本機器は、電気通信課の業務を行うにおいて、欠くことのできないもので
あり、機器に故障・消耗品切れ等が起きた場合、速やかに使用可能な状
態に復旧する必要がある。そのため、速やかな人員派遣、修理対応が
可能な業者と直接保守契約を締結する必要があり、それには保守の体
制が万全であり、本機器のメンテナンスに精通した上記業者以外では、
満足に業務を履行し得ない。（会計法第２９条の３第４項予算決算及び
会計令１０２条の４第３号)

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より、国庫債務負担行
為を計上）

4324 東芝ファイナンス（株） 印刷機の賃貸借

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年4月1日 21,672
複数年契約の中間年度であることから、競争に付することが出来ない。
(会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4325 （有）山内不動産鑑定事務所 多摩川改修不動産鑑定評価

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年10月1日 1,071,000

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として（有）山内不動産鑑定事務所が 適である。（会計法第29条の3第
4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4326 本州不動産鑑定所 多摩川改修不動産鑑定評価

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年10月1日 1,071,000

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として本州不動産鑑定所が 適である。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4327 株式会社飯田不動産鑑定事務所 多摩川改修不動産鑑定評価

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成18年1月16日 1,167,600

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として株式会社飯田不動産鑑定事務所が 適である。（会計法第29条
の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4328 有限会社晃龍 多摩川改修不動産鑑定評価

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成18年1月16日 1,167,600

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として有限会社晃龍が 適である。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

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

4329 日本ユーティリティサブウエイ㈱ １７Ｈ管内共同溝監視
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年4月1日 53,970,000

「共同溝の監視業務等に関する基本協定書」が締結され、共同溝を総合
的に管理するにあたって必要な施設について、日本ユーティリティーサ
ブウェイ㈱が設置し、同社に帰属・管理させているものである。したがっ
て、本業務を日本ユーティリティーサブウェイ㈱に委託することがライフラ
インの安全確保、予算執行上も有利であり、共同溝に関するさまざまな
情報等の守秘義務をも課しており、責任ある業務を遂行できる唯一の機
関である。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4330 セコム㈱ １７Ａ庁舎安全管理
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年4月1日 4,135,857

異常事態発生時において、被害の拡大を防止するために請負者は専門
の対処要員を速やかに現場へ急行させ、適切な処置を行うことが不可
欠である。セコム（株）は、各庁舎における各種警備機器類を設置してお
り、当該会社の機械警備システムの適正な運用及び管理は同社のみし
か実施できない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4331 富士ゼロックス㈱東京西営業所 平成１７年度電子複写機賃貸借
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年4月1日 23,654,448
Ｈ１５に３６ヶ月継続使用を条件に一般競争入札を行い、富士ゼロックス
㈱と賃貸借契約を実施しているため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成２１
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4332 ㈱岩根研究所東京支店
相武国道管内道路現況ビデオ写真製
本化

森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年7月26日 1,932,000

「道路現況ビデオ検索システム」の特許を有しており、システム使用に生
ずる特許使用料を抑制できる等の優位性があるほか、システム内容を
熟知しており、より短期間で業務を履行することが可能と判断できるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4333 八王子交通㈱ １７Ａ職員等輸送
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年4月1日 11,135,130

緊急の要請に対して迅速な対応が可能で、かつ現場が広範囲なため管
内及び周辺地域の地理に詳しくなければならない。当該会社は利用可
能台数を多数確保しており、迎車時間等が敏速で過去の実績から考慮
しても契約を締結するに相当と考えられる。また、乗用自動車の運賃に
ついては、関東地区において関東運輸局の許可運賃及び約款により同
一料金とされており、各事業者間における競争性が存在しない。（第２９
条の３第４項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

単価契約

4334 京王自動車㈱ １７Ａ職員等輸送
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年4月1日 10,593,880

緊急の要請に対して迅速な対応が可能で、かつ現場が広範囲なため管
内及び周辺地域の地理に詳しくなければならない。当該会社は利用可
能台数を多数確保しており、迎車時間等が敏速で過去の実績から考慮
しても契約を締結するに相当と考えられる。また、乗用自動車の運賃に
ついては、関東地区において関東運輸局の許可運賃及び約款により同
一料金とされており、各事業者間における競争性が存在しない。（第２９
条の３第４項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

単価契約

4335 神奈川個人タクシー協同組合 １７Ａ職員等輸送
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年4月1日 469,020

緊急の要請に対して迅速な対応が可能で、かつ現場が広範囲なため管
内及び周辺地域の地理に詳しくなければならない。当該会社は神奈川
県における個人タクシーの協同組合であり、県内において利用可能台数
を多数確保しており、迎車時間等が敏速で過去の実績から考慮しても契
約を締結するに相当と考えられる。また、この組合が発行するチケットは
全国的にも利用可能で利便性もある。（第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

単価契約

4336 日野交通㈱ １７Ａ職員等輸送
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年4月1日 671,820

緊急の要請に対して迅速な対応が可能で、かつ現場が広範囲なため管
内及び周辺地域の地理に詳しくなければならない。当該会社は利用可
能台数を多数確保しており、迎車時間等が敏速で過去の実績から考慮
しても契約を締結するに相当と考えられる。また、乗用自動車の運賃に
ついては、関東地区において関東運輸局の許可運賃及び約款により同
一料金とされており、各事業者間における競争性が存在しない。（第２９
条の３第４項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

単価契約

4337 個人情報のため非公表 Ｈ１７モニタリング調査単価契約
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年4月1日 7,390,016 個人情報のため非公表 その他
随意契約によらざるを得ないもの（平
成１９年度以降随契予定無し）

単価契約

4338 ㈱日刊建設工業新聞社 日刊建設工業新聞記事掲載
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年7月25日 945,000
八王子南バイパスの整備事業を建設業界へ広報するのには本誌に掲
載することが効果的かつ効率的である。日刊建設工業新聞へ記事を掲
載できるのは当新聞社だけであるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの
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4339 ㈲アシストワン 海外在住外国人地権者翻訳等業務
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年12月13日 945,000

用地交渉に伴う翻訳作業は、通常の翻訳作業と異なり用地業務に関す
る幅広い知識及び経験が同時に求められる。（有）アシストワンは、㈱高
橋不動産鑑定事務所において、海外在住不明者調査業務並びに用地
交渉翻訳等業務の専属スタッフとして勤務していたマリアン森口氏が平
成１７年４月１５日に設立した有限会社である。マリアン森口氏は、平成
１６年度発注「海外在住所在不明者調査」においても、主体となって業務
を請け負っていたため、本業務に関する詳細な情報等も熟知しており、
本業務の遂行に も適した人物である。マリアン森口氏が自分の会社を
設立したため、現在では（有）アシストワンが本業務を遂行するにあたり

も適した法人である。（会計法第２９条の３第４項　予決令第１０２条の
４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１８年度より少額随契に移行）

4340 （株）中央ジオマチックス
道路現況情報管理システム拡張・地
図データ作成

森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成18年1月24日 855,855
システムのプログラムに関する著作者人格権の同一性保持権を有して
いるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4341 日本赤十字社東京都支部 土地賃貸借料
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年4月1日 11,244,000 事務所用の駐車場用地を確保するため。（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１８
年度に借地している駐車場用地を購
入する予定）

4342 個人情報のため非公表 土地賃貸借
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年4月1日 6,054,408 個人情報のため非公表 見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4343 日本郵政公社 後納郵便料
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年4月1日 3,923,590
信書は日本郵政公社のみしか配達できないため、日本郵政公社と随意
契約をおこなものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4344 横浜エレベータ㈱ 昇降設備保守点検業務
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年4月13日 601,650
当装置の施工メーカは、当該設備の設計、制御システムを熟知してお
り、機器、構造など精通している。さらに昇降機検査資格者を有してい
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4345 （株）ヴァル研究所 駅すぱあと年間サポート料
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成18年2月9日 126,000
事務所内において既にソフトのライセンスを取得しており、適正な運営を
行うためのサポートができるのは当社のみであるため（会計法第２９条
の３第４項）。

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4346 ＮＥＣリース㈱ １７Ｆ管内Ｃ／Ｓサーバ機器賃貸借
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年4月1日 536,004

平成14年9月に一般競争入札により当事務所と36ヶ月予定で機器の賃
貸借を行い、運用しているところである。新たに他業者から賃貸借する
場合には、移行作業等多大な資金及び時間を投入する必要があるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4347 シンクアプローチ㈱ １７Ｆ相武国道データ整理
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年4月1日 1,470,000
過年度に当事務所の会社情報データベースシステムの構築を行ってい
ることから、本件業務を迅速且つ確実に遂行できるため（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度は少額随契）

4348 トレンドマイクロ（株） ウィルスバスタークラブ年会費
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年9月20日 9,450
当該年会費は、ウイルスバスターの販売会社であるトレンドマイクロ㈱と
随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり 公募を実施

4349 トレンドマイクロ（株） ウィルスバスタークラブ年会費
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成18年1月30日 9,450
当該年会費は、ウイルスバスターの販売会社であるトレンドマイクロ㈱と
随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり 公募を実施
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4350 ㈱アイアイジェイテクノロジー １７Ｋインターネット接続
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年4月1日 7,917,588

ネットワーク及びセキュリティポリシー等の機密情報の保持が確実に行
うことのできる信頼性の高いことが必要である。本業者は、秘密保持の
要件を付して平成１５年度一般競争入札により当年まで当業務を請け
負っており、当事務所のネットワーク及びセキュリティポリシー等に精通
し、高度な知識と経験を有している。（会計法第２９条の３第４項、予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より移行）

4351 ㈱ヤマイチテクノ 発注者業務支援システム保守
森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年6月1日 816,900
成果品チェックシステムの保守等実施するものであるが、当該成果品
チェックシステム及びサーバーを構築した会社であり、サーバーの内容
及びバックアップ等方法を熟知しているため（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4352 日本情報システム㈱
１７Ｆ管内新土木積算システムサー
バ機器賃貸借

森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
八王子市大和田町4-3-13

平成17年4月1日 1,271,970

平成14年9月に一般競争入札により当事務所と36ヶ月予定で機器の賃
貸借を行い、運用しているところである。新たに他業者から賃貸借する
場合には、移行作業等多大な資金及び時間を投入する必要があるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4353 群馬綜合ガードシステム（株）
平成17年度利根川水系砂防事務所外
5カ所警備業務

星野和彦
関東地方整備局利根川水系砂防事務
所
群馬県渋川市渋川121-1

平成17年4月1日 2,053,800

群馬綜合システム株式会社は、異常を感知した場合には監視業務を
行っている基地局に自動的に通報する警報受信機器を設置した唯一の
業者であり、警備員を配置する待機所を群馬県内に多数有している。
（会計法29条の3第4項）

見直しの余地があり 公募を実施

4354
東日本高速道路（株）関東支社総合
調整部長

通行料

星野和彦
関東地方整備局利根川水系砂防事務
所
群馬県渋川市渋川121-1

平成17年4月1日 1,745,742
当該通行料の支払いは、当該有料道路の管理会社と随意契約により行
うものである。（会計法29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4355 東日本電信電話（株） ＮＴＴ電話料

星野和彦
関東地方整備局利根川水系砂防事務
所
群馬県渋川市渋川121-1

平成17年4月1日 2,631,693
ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
に随意契約を行うものである。（会計法29条の3）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4356 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 携帯電話料

星野和彦
関東地方整備局利根川水系砂防事務
所
群馬県渋川市渋川121-1

平成17年4月1日 3,120,421
（株）ＮＴＴドコモは他社より通信可能エリアが広く、災害対応を考慮して
（株）ＮＴＴドコモと随意契約を行うものである。（会計法29条の3）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4357 （株）春木堂
電子複写機賃貸借及び保守（その
2）

星野和彦
関東地方整備局利根川水系砂防事務
所
群馬県渋川市渋川121-1

平成17年4月1日 5,381,078

当該機器に係る 初の契約（平成16年度）に当たっては、一般競争入札
で当該業者と契約しているが、借入期間については、入札説明書の中
で、予算の範囲内で借入期間を平成19年3月31日まで更新することがあ
る旨示しているため。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4358 群馬リコー（株）
電子複写機賃貸借及び保守（その
3）

星野和彦
関東地方整備局利根川水系砂防事務
所
群馬県渋川市渋川121-1

平成17年4月1日 740,796

当該機器に係る 初の契約（平成15年度）に当たっては、一般競争入札
で当該業者と契約しているが、借入期間については、入札説明書の中
で、予算の範囲内で借入期間を平成18年3月31日まで更新することがあ
る旨示しているため。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１９
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4359 吾妻森林管理署 借地料

星野和彦
関東地方整備局利根川水系砂防事務
所
群馬県渋川市渋川121-1

平成17年4月1日 1,030,700
当該土地所有者であるため、随意契約するものである。（会計法第29条
の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4360 地権者 借地料

星野和彦
関東地方整備局利根川水系砂防事務
所
群馬県渋川市渋川121-1

平成17年4月1日 1,569,451
当該土地所有者であるため、随意契約するものである。（会計法第29条
の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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4361 (株)上毛新聞 利根川水系砂防新聞掲載広報業務

星野和彦
関東地方整備局利根川水系砂防事務
所
群馬県渋川市渋川121-1

平成17年9月13日 6,885,900

県民に親しまれた郷土新聞として、県内一の発行部数を誇り、経済・社
会・砂防事業等の情報及び知識を有し、地域に根ざした広報事業に深く
携わっており、豊富な経験を有しているため（会計法第29条の3第4項、
予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4362
特定非営利活動法人砂防広報セン
ター

浅間山火山広報資料収集検討業務

星野和彦
関東地方整備局利根川水系砂防事務
所
群馬県渋川市渋川121-1

平成18年3月1日 7,665,000
全国の火山砂防広報についての専門的な知識及び火山活動に起因す
る災害に関する実態や火山災害防止に関する事例を熟知しているため
（会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わないことで
検討）

4363 (株)上毛新聞社
「防災・減災フォーラム2005in群
馬」告知広告

星野和彦
関東地方整備局利根川水系砂防事務
所
群馬県渋川市渋川121-1

平成17年6月13日 997,500
地域に密着し、地域特性を反映させた情報収集・企画能力と広報効果を
考慮し、きめ細かい広報が適切であると判断し、県内地方紙を広報媒体
と選定したため（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4364 (株)日刊建設工業新聞社
「防災シリーズ2005第1回特集」記
事掲載業務

星野和彦
関東地方整備局利根川水系砂防事務
所
群馬県渋川市渋川121-1

平成17年6月17日 945,000
砂防事業の役割や重要性を工学的知見から理解し掲載内容を広く建設
関連産業界や関係自治体に伝えることが可能であるため（会計法第29
条の3第4項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より公募を実施するこ
とで検討）

4365 (株)日刊建設通信新聞社
「首都圏における防災・減災への取
り組み」記事掲載業務

星野和彦
関東地方整備局利根川水系砂防事務
所
群馬県渋川市渋川121-1

平成18年1月16日 997,500
砂防事業の役割や重要性を工学的知見から理解し掲載内容を広く建設
関連産業界や関係自治体に伝えることが可能であるため（会計法第29
条の3第4項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より公募を実施するこ
とで検討）

4366 関越ネットワークシステム(株) インターネット接続サービス

星野和彦
関東地方整備局利根川水系砂防事務
所
群馬県渋川市渋川121-1

平成17年4月1日 676,368
県内の地域型プロバイダーで県内随一の大容量の回線を有しており、
また、アクセストラブルに対して早急な対処が可能であるため（会計法第
29条の3第4項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より公募を実施するこ
とで検討）

4367
（株）下野新聞社栃木県宇都宮市昭
和1-8-11

森と湖に親しむ旬間新聞広告掲載

石井正夫
関東地方整備局鬼怒川ダム統合管理
事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地14-3

平成17年6月27日 711,375

実効性を高めるための広報にあたって、地域に密着した情報収集・企画
能力と広報効果の観点から地方紙を用いた広報手段が も適切である
と判断し、栃木県唯一の地方紙である本業者と随意契約をするものであ
る（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4368
（株）下野新聞社栃木県宇都宮市昭
和1-8-11

鬼怒川流域新聞掲載広報業務

石井正夫
関東地方整備局鬼怒川ダム統合管理
事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地14-3

平成17年9月21日 5,880,000

鬼怒川流域における防災・減災を広報するにあたっては、地域に密着し
た情報収集・企画能力と広報効果の観点から、地方紙を用いた広報手
段が も適切であると判断し、栃木県唯一の地方紙である本業者と随
意契約するものである（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4369
（株）日刊建設通信新聞社東京都千
代田区神田錦町3-13-7

川俣ダム堰堤改良事業新聞広報業務

石井正夫
関東地方整備局鬼怒川ダム統合管理
事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地14-3

平成17年10月17日 997,500

本業者は、建設分野のメディアとして全国主要都市13ヵ所に支社・支局
網を配置し、堰堤改良等の調査取材、報道に関する実績を多数有して
いることから本業務内容を実施するに適する唯一の機関であるため（会
計法第29条の3第4項）

その他
企画競争を実施（平成１９年度より実
施予定）

4370
東日本電信電話（株）新潟県新潟市
下大川前通2-2230

回線専用料

石井正夫
関東地方整備局鬼怒川ダム統合管理
事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地14-3

平成17年4月1日 2,016,482
（株）ＮＴＴは、災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保す
るために随意契約を行うものである（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4371
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ東
京都千代田区永田町2-11-1

携帯電話料

石井正夫
関東地方整備局鬼怒川ダム統合管理
事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地14-3

平成17年4月1日 1,517,583
（株）ＮＴＴドコモは、他社より通信可能エリアが広く、災害対策を考慮して
（株）ＮＴＴドコモと随意契約を行うものである（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4372 非公表（54件） 土地借地料

石井正夫
関東地方整備局鬼怒川ダム統合管理
事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地14-3

平成17年4月1日 1,236,665 ダム管理に要するため（会計法第29条の3第4項） その他 随意契約によらざるを得ないもの
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4373
（株）栃木ゼロックス栃木県宇都宮
市東宿郷6-1-7

大型電子複写機の保守及び消耗品供
給

石井正夫
関東地方整備局鬼怒川ダム統合管理
事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地14-3

平成17年4月1日 166,944
本業者は購入した大型電子複写機において保守に精通している業者が
いないため（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり 競争入札に移行したもの

4374
（株）栃木ゼロックス栃木県宇都宮
市東宿郷6-1-7

カラー電子複写機・賃貸借・保守及
び消耗品供給

石井正夫
関東地方整備局鬼怒川ダム統合管理
事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地14-3

平成17年4月1日 5,920,399
当初、賃貸借期間を３年として選定された継続年度であるため（会計法
第29条の3第4項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１９
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4375
エプソン販売（株）東京都調布市布
田4-6-1

電子複合機保守

石井正夫
関東地方整備局鬼怒川ダム統合管理
事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地14-3

平成17年4月1日 102,060
本業者は購入した電子複写機において保守に精通している業者がいな
いため（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり 競争入札に移行したもの

4376
ＮＥＣリース（株）関東リース埼玉
県さいたま市大宮区桜木町1-10-17

模写電送装置賃貸借

石井正夫
関東地方整備局鬼怒川ダム統合管理
事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地14-3

平成17年4月1日 461,664
当初、賃貸借期間を5年として選定された継続年度であるため（会計法
第29条の3第4項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１９
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

4377
（株）日立ビルシステム東京都千代
田区神田錦町1-6

川治ダム昇降設備点検業務

石井正夫
関東地方整備局鬼怒川ダム統合管理
事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地14-3

平成17年4月1日 1,354,500
ダム管理用昇降設備は、各ダムごとの特性に応じた汎用性のない独自
設計であり、的確かつ所定の機能、性能を満足する点検を実施できるの
は設計・施工業者のみであるため（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より移行）

4378
日本オーチス・エレベータ（株）東
京都中央区晴海1-8-10

五十里ダム昇降設備点検業務

石井正夫
関東地方整備局鬼怒川ダム統合管理
事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地14-3

平成17年4月1日 1,406,160
ダム管理用昇降設備は、各ダムごとの特性に応じた汎用性のない独自
設計であり、的確かつ所定の機能、性能を満足する点検を実施できるの
は設計・施工業者のみであるため（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より移行）

4379
日本ケーブル（株）東京都千代田区
神田錦町2-11

川俣ダム昇降設備点検業務

石井正夫
関東地方整備局鬼怒川ダム統合管理
事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地14-3

平成17年4月1日 2,320,500
ダム管理用昇降設備は、各ダムごとの特性に応じた汎用性のない独自
設計であり、的確かつ所定の機能、性能を満足する点検を実施できるの
は設計・施工業者のみであるため（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より移行）

4380
日本情報システム（株）埼玉県狭山
市狭山台4-22-2

ＵＮＩＸサーバ賃貸借

石井正夫
関東地方整備局鬼怒川ダム統合管理
事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地14-3

平成17年4月1日 2,162,160

本サーバについては既に平成14年度に本業者と契約を締結し導入した
もので、Ｃ／Ｓシステムが機器と一体に構築されている。従い常時必要
なシステムを運用するためには現状の機器でなければならないため、随
意契約をするものである。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4381
日本無線（株）東京都新宿区西新宿
8-10-1

ダム管理用制御処理設備改造

石井正夫
関東地方整備局鬼怒川ダム統合管理
事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地14-3

平成18年2月8日 31,500,000

既設のハードウェア並びにソフトウェアの詳細及び他のダム管理設備と
の関連について熟知していなければならない。当業者は、３箇所のダム
全てのダム管理用制御処理設備を制作据付しており、これらについて熟
知している唯一の業者のため（会計法第29条の3第4項）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4382
（株）日本エレクトニック・インス
ルメント目黒区自由が丘１－２２－
３

風観測システム修繕１７Ｋ１１

石川直幸
関東地方整備局東京湾岸道路調査事
務所
千葉県船橋市浜町2-5-2

平成17年8月5日 17,619,000

本業務の履行にあたり、修繕・対策時の電源切断に伴う蓄積データの消
失防止及び修繕・対策後の本システムの稼働確認を行う必要があり、既
にシステム化されている観測所で観測したデータを演算処理し、ＮＴＴ回
線を通じ事務所のパソコンに伝送する本システムに熟知している必要が
ある。本業者は、平成１５年度に本観測システムを構築しており、本シス
テムについて熟知していることから、本業務を的確かつ効率的に遂行す
るのに必要な要件を備えているため。（会計法第２９条の３第４項、予決
令第１０２条の４第３号）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4383
綜合警備保障（株）港区赤坂１－６
－６

平成１７年度庁舎警備業務

石川直幸
関東地方整備局東京湾岸道路調査事
務所
千葉県船橋市浜町2-5-2

平成17年4月1日 509,040

本業務の履行にあたり、当事務所に設置されている警報機器の機能に
関し熟知し、異常発生時において迅速な対応が要求されており、警備事
務所が当事務所に近い場所にあることから、非常時には敏速な対応が
できるため。また、当事務所に設置してある警報機器は、本業社専用の
警報機器であるため、機器の機能に関しては本業者が非常に熟知して
いるため。本業者が、警報機器に熟知し、迅速かつ的確に行える業者で
ある。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１８
年度は少額随契）
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4384
（株）東京測振足立区扇町３－１４
－３４

湾岸地域道路環境調査１７Ｋ３

石川直幸
関東地方整備局東京湾岸道路調査事
務所
千葉県船橋市浜町2-5-2

平成17年5月9日 966,000

本業務の履行にあたり、観測機器の点検・整備及び観測記録の回収・
変換には機器並びに取扱いについて熟知していることが要求され、観測
機器に異常があった場合に、観測の欠落を 小限にするために速やか
に部品を製造又は調達することが必要とされる。本業者は、観測所にあ
る地震計の製造元であり、観測機器の点検・保守を行っていく上で、必
要な条件を備えているため。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２
条の４第３号）

その他
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より移行）

4385
（株）社会システム研究所渋谷区東
１－２６－３０

圏央道交通量調査１７Ｃ１２

石川直幸
関東地方整備局東京湾岸道路調査事
務所
千葉県船橋市浜町2-5-2

平成17年6月3日 945,000

本業務の履行にあたり、昨年度業務の補足を行うものであるため、昨年
度業務を熟知している必要があり、通常行われる作業のうち、改めて行
う必要のない作業がある等、経済性及び作業の効率性において他社よ
り優位であることから本業者が的確と判断する。（会計法第２９条の３第
４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4386
（株）プラップジャパン渋谷区渋谷
２－１２－１９

圏央道資料作成業務１７Ｃ２３

石川直幸
関東地方整備局東京湾岸道路調査事
務所
千葉県船橋市浜町2-5-2

平成18年1月6日 987,000

本業務の履行あたり、必要なチラシ作成を行う場合、版を所有している
業者であれば、レイアウトの変更のみで済むが、それ以外の業者では作
業内容が大幅に増大することになる。従って、既存パンフレット作成業者
とそれ以外の業者とでは条件が異なるため競争に付することが出来ず、
また、既存パンフレット作成業者の方が著しく有利な価格となる。なお、
本業務で作成するチラシは、早急に地域住民に配布する必要があり、作
業工程上緊急を要する。よって、本業務を履行する業者として本業社が

も相応しいため。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第
３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4387 東日本電信電話（株） 電話料

石川直幸
関東地方整備局東京湾岸道路調査事
務所
千葉県船橋市浜町2-5-2

平成17年4月1日 1,654,682
ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
に随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０
２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4388 千葉県企業庁 庁舎敷地借地料

石川直幸
関東地方整備局東京湾岸道路調査事
務所
千葉県船橋市浜町2-5-2

平成17年4月1日 9,580,764
当該借地料の支払いは、当該土地の所有者と随意契約により行うもの
ものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4389
日本ユーティリティサブウェイ
（株）

平成１７年度共同溝監視業務委託
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町１－３－３

平成17年4月1日 687,750,000

関東地方整備局との協定に基づき共同溝の監視運営を行い、セキュリ
ティー上の極めて高い守秘義務を課せられた、責任ある業務を遂行でき
る唯一の契約対象機関である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１
０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4390 セコム（株） 平成１７年度庁舎安全管理業務
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年4月1日 2,520,000

既設の警報装置を使用することにより経済的に有利であること。警報装
置を設置している各出張所と相手方の営業所が至近距離にあり異常事
態に速やかに対処できる。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条
の４第３号）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4391 葛飾エフエム放送（株） 葛飾地域路上工事情報提供業務
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年4月1日 4,179,445

本業務は、東京国道事務所管内における取り組みを地域の情勢に精通
し、地域に密着した情報提供が可能で、特に４号、６号周辺を中核的に
網羅できるコミュニティーＦＭである葛飾ＦＭと随意契約を結んでいる。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4392 （株）エフエム江戸川 江戸川地域路上工事情報提供業務
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年4月1日 4,130,000

本業務は、東京国道事務所管内における取り組みを地域の情勢に精通
し、地域に密着した情報提供が可能で、特に１４号、３５７号周辺を中核
的に網羅できるコミュニティーＦＭであるＦＭ江戸川と随意契約を結んで
いる。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4393 東京コミュニケーション放送（株） 渋谷地域路上工事情報提供業務
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年4月1日 5,443,200

本業務は、東京国道事務所管内における取り組みを地域の情勢に精通
し、地域に密着した情報提供が可能で、特に１７号、２５４号周辺を中核
的に網羅できるコミュニティーＦＭである東京コミュニケーションと随意契
約を結んでいる。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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4394 （株）エフエム世田谷 世田谷地域路上工事情報提供業務
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年4月1日 4,457,250

本業務は、東京国道事務所管内における取り組みを地域の情勢に精通
し、地域に密着した情報提供が可能で、特に２０号、２４６号周辺を中核
的に網羅できるコミュニティーＦＭであるＦＭ世田谷と随意契約を結んで
いる。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4395 中央エフエム（株） 中央地域路上工事情報提供業務
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年4月1日 5,790,750

本業務は、東京国道事務所管内における取り組みを地域の情勢に精通
し、地域に密着した情報提供が可能で、特に１号、１５号周辺を中核的に
網羅できるコミュニティーＦＭである中央ＦＭと随意契約を結んでいる。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4396 （株）カントー
電子複写機賃貸借及び保守（その
４）

石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年4月1日 1,791,675
３６ヶ月継続使用を条件に加えた一般競争入札を行い、その３年目のた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成２１
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4397 富士ゼロックス（株）千代田支店
電子複写機賃貸借及び保守（その
５）

石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年4月1日 288,323
３６ヶ月継続使用を条件に加えた一般競争入札を行い、その２年目のた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１９
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4398 富士ゼロックス（株）千代田支店
電子複写機賃貸借及び保守（その
６）

石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年4月1日 758,418
３６ヶ月継続使用を条件に加えた一般競争入札を行い、その２年目のた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１９
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4399 富士ゼロックス（株）千代田支店
カラー電子複写機（ＦＡＸ・プリン
タ機能付）賃貸借及び保守

石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年4月1日 312,449
３６ヶ月継続使用を条件に加えた一般競争入札を行い、その３年目のた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成２１
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4400 （株）カントー 電子複写機保守及び消耗品供給
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年4月1日 2,499,868
当該機種は、リコーの複写機であり、リコーの代理店である（株）カントー
は当該複写機の取り扱いに精通し、対応及び消耗品の供給が迅速であ
るため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より競争入
札に移行予定）

単価契約

4401 東京個人タクシー協同組合 タクシーの借り上げ（その１）
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年4月1日 5,657,410

業務量と事務所車両の保有台数を考えた場合、保有車両では不足であ
ること。会議等で資料等を運搬する必要があり公共交通機関では困難
であること。同等のサービスが提供できる者が都内にいないこと。タク
シー運賃は関東運輸局に認可されたもので競争性を欠くこと。（会計法
第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4402 東京四社営業委員会 タクシーの借り上げ（その２）
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年4月1日 11,783,250

業務量と事務所車両の保有台数を考えた場合、保有車両では不足であ
ること。会議等で資料等を運搬する必要があり公共交通機関では困難
であること。同等のサービスが提供できる者が２３区内にいないこと。タ
クシー運賃は関東運輸局に認可されたもので競争性を欠くこと。（会計
法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4403
ティージー・クレジットサービス
（株）

道路管理システム端末機装置一式賃
貸借

石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年4月1日 10,985,940

道路管理システムを使用するための基本ソフトウェアの知的所有権を所
有しているのが当該会社であり、当該会社からソフトウェアの入った端末
を賃貸借することでしか道路管理システムを使用できないため。（会計法
第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4404 （株）中日新聞社 道路広報（防災・環境等）業務
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年6月20日 17,413,756

本業務の履行にあたっては、東京の持つ地域特性などの知識を十分に
有し、かつそれに関する記録等の地域の情報を把握していることが必要
である。東京新聞は、東京における唯一の地方紙として地域に密着した
情報媒体であり、きめ細かな経済、歴史、文化等の情報と知識を蓄積し
ているため、本業務において必要な要件を備えた唯一の契約機関であ
る。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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4405 ニッセイエブロ（株） 平成１７年度事業概要修正印刷業務
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年6月22日 1,732,500

本業務は、平成１７年度事業予算成立を受け、当事務所が促進する各
道路事業について事業内容等を紹介する広報冊子、事業概要について
昨年度作成した事業概要の内容について時点修正を行い、印刷を行う
ものであり、当事務所が促進する各道路事業の全般について広く、理解
していることは基より、各事業内容の詳細についても熟知している必要
がある。当事務所の平成１６年度の事業概要作成に従事しており、当事
務所が促進する各道路事業の全般について精通し、各事業内容の詳細
について十分熟知しており、また、昨年度の事業概要の印刷版を所有し
ており、時点修正を伴った印刷作業の迅速性及び経済性に特に優れて
いることから、ニッセイエブロ株式会社と随意契約を行った。（会計法第２
９条の３第４項、予決令第１０２条の４第４号）

問題があるもの
公募を実施（簡易公募型プロポーザ
ルを実施）

4406 （株）朝日学生新聞社 夏休み！みち２００５実施業務
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年6月29日 15,204,000

東京国道事務所では、「乱太郎」を活用した企画広報を進めてきており、
今回のイベント広報でも、同キャラクターを引き続き活用するものであ
る。（株）朝日学生新聞社は、「乱太郎」の作者の個人事務所と「乱太郎」
の使用についての専属契約を結んでおり、同新聞社に委託することに
よって、円滑な履行が可能となる。また、同社は朝日小学生新聞等を発
行し、小学生等を中心とした年齢層の趣向について幅広い情報と知識を
有するとともに、今回と同様のイベント広報の企画運営も数多く行ってき
ていており、本業務を遂行するのに必要な要件を有する唯一の契約機
関である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4407 （株）朝日学生新聞社 道路広報（道のお話）業務
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年7月1日 14,458,500

本業務の履行にあたっては、小学生及びその家族に広く購読者を有し
ている新聞に、子供達に人気の高いキャラクターを利用して、関連記事
を掲載することが有効な手段である。朝日小学生新聞は小学生向け新
聞で一番の発行部数を持ち、読者アンケートでは子供だけでなく保護者
への広報も期待できる結果が出ている。東京国道事務所では、「乱太
郎」を活用したみちのお話を定期的に掲載しており、大変な好評を博し
ている。（株）朝日学生新聞社は、小学生にも理解できる記事作成など
について、卓越した知識・能力・経験があり、「乱太郎」の作者の個人事
務所と「乱太郎」のキャラクターの使用について専属契約を結んでおり、
本業務を遂行するのに必要な要件を有する唯一の契約機関である。（会
計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4408 クリエイティブアダック（株）
Ｈ１７ＴＯＫＹＯＧＲＥＥＮ修正業
務

石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年7月1日 9,607,500

本業務は東京国道事務所管内の道路緑化に関する広報誌「TOKYO
GREEN」の平成17年版を平成16年度版をベースに 新の情報を盛り込
んで改訂をおこなう業務である。本広報誌は平成13年度にリニューアル
を行いそれ以降、現在に至るまで好評を得ている広報誌であるが、平成
17年度版の作成にあたっても、今までの基本コンセプトを守りながら、
新版への改訂を行う必要がある。よって、今回の業務遂行にあたって
は、平成13年度のリニューアル時の企画・構成のコンセプトに精通して
いることが不可欠である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条
の４第３号）

問題があるもの 公募を実施

4409
東京メトロポリタンテレビジョン
（株）

東京のみち広報番組制作等業務
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年7月11日 15,330,000

本業務の履行にあたっては、東京に密着し、子供向けの制作・放映の実
績があるテレビ局であることが必要である。東京メトロポリタンテレビジョ
ン（株）は東京において地元情報を中心とした放送を行っている唯一の
テレビ局である。また、東京都を中心に神奈川、千葉、埼玉の隣接３県
を合計すると約８５０万世帯で視聴されており、極めて高い広報効果が
得られることから、本業務を遂行するのに必要な要件を有する唯一の契
約対象機関である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第
３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4410 （株）日経ビーピー
都市再生・環境フォーラム２００５
広報業務

石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年7月20日 9,124,500

本業務は、みちづくり・まちづくりにおける都市再生及び環境に対する意
識の醸成を図ることを目的として、都市再生事業および環境対策事業の
内容を取りまとめ、有効かつ効率的な広報を「都市再生・環境フォーラム
２００５」において行うものである。業務の遂行にあたっては、「都市再生・
環境フォーラム２００５」の主旨及び内容を熟知し、東京国道事務所が行
う事業について、その主旨に沿った企画を提案し、広報を行う必要があ
る。株式会社日経ビーピーは、「都市再生・環境フォーラム２００５」の主
催者であることから、その主旨及び内容を熟知しており、また、これまで
にも様々なイベント等を含め、各種広報に対し豊富な経験を有している
ことから、本業務を遂行するために必要な要件を備えた唯一の契約対
象機関であることから契約を行った。（会計法第２９条の３第４項、予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの
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4411 （株）中日新聞社 地域と防災シンポジウム等実施業務
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年10月4日 17,115,000

本業務の履行に当たっては、千代田区が実施する「江戸天下祭り」との
緊密な連携により実施することが効果的である。（株）中日新聞は千代
田区から「江戸天下祭り」の事務局を委託されており、当該イベントの具
体化を図るため検討を進めている。さらに、昨年のイベント等にも事務局
としての実績があり、「江戸天下祭り」と緊密な連携を図りつつ、広報効
果を高めるために十分な能力と経験を有している唯一の契約対象機関
である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4412 （株）中日新聞社
道路広報（東京のくらしとみち）業
務

石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年10月4日 15,246,000

本業務の履行に当たっては、東京の地域の状況などの知識を十分に有
し、かつそれに関する文献や記録等の情報を把握していると共に都内に
おける各界の識者、オピニオンリーダーや地域で様々な活動をしている
方々等に幅広い人脈を確保している事が必要である。　東京新聞は、東
京で唯一の地方紙として地域に密着した情報媒体であり、きめ細かな経
済、歴史、文化等の情報と知識を蓄積しているとともに、地元に幅広い
人脈があり、本業務において記事を掲載するのにふさわしく、本業務に
必要な知識と情報、経験を有すると判断できる唯一の契約対象機関で
ある。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4413 （株）産経広告社 道路広報（道の役割）業務
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年10月25日 5,880,000

本業務の履行に当たっては、東京２３区内全ての小・中学校にネット
ワークを有していること、小中学校の興味を喚起し、容易に理解できる
様な高度な紙面作成能力を有していることが不可欠である。（株）産経広
告社は３０年間にわたり壁新聞を発行・配布している実績を有し、東京２
３区内全ての小・中学校に唯一、専用の掲示板を設置しており、小・中
学生の認知度も高く、掲示終了後は専用のファイルで学校の図書館に
保管するなど、より長い広報効果が期待できる。また、小・中学生の興味
を喚起し、容易に理解できる紙面作成などについて、卓越した知識・能
力・経験があり、本業務を遂行するのに必要な要件を備えた唯一の契約
対象機関である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３
号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4414 （株）中日新聞社 道路広報（地域再生等）業務
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年11月8日 12,641,665

本業務の履行に当たっては、東京の地域の状況などの知識を十分に有
し、かつそれに関する文献や記録等を有していると共に、都内における
各界の識者、オピニオンリーダーや地域で様々な活動をしている方々等
に幅広い人脈を確保していることが必要である。東京新聞は東京におけ
る唯一の地方紙として地域に密着した情報媒体であり、取材等を通じて
きめ細かな経済、歴史、文化等の情報と知識を蓄積しているとともに、
地元に幅広い人脈を有し、地域に根ざした企画を立案するための十分
な知識と経験を有していることから、本業務に必要な要件を備えた唯一
の契約対象機関である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条
の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4415 （株）中日新聞社
道路広報（東京の新しいみちとくら
し）業務

石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年12月15日 15,246,000

本業務の履行に当たっては、東京の地域の状況などの知識を十分に有
し、かつそれに関する文献や記録等を有していると共に、都内における
各界の識者、オピニオンリーダーや地域で様々な活動をしている方々等
に幅広い人脈を確保していることが必要である。東京新聞は東京におけ
る唯一の地方紙として地域に密着した情報媒体であり、取材等を通じて
きめ細かな経済、歴史、文化等の情報と知識を蓄積しているとともに、
地元に幅広い人脈を有し、地域に根ざした企画を立案するための十分
な知識と経験を有していることから、本業務に必要な要件を備えた唯一
の契約対象機関である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条
の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4416
東京メトロポリタンテレビジョン
（株）

東京のみち広報番組制作等（その
２）業務

石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年12月12日 15,634,500

本業務の履行にあたっては、東京に密着し、子供向けの制作・放映の実
績があるテレビ局であることが必要である。東京メトロポリタンテレビジョ
ン（株）は東京において地元情報を中心とした放送を行っている唯一の
テレビ局である。また、東京都を中心に神奈川、千葉、埼玉の隣接３県
を合計すると約８５０万世帯で視聴されており、極めて高い広報効果が
得られることから、本業務を遂行するのに必要な要件を有する唯一の契
約対象機関である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第
３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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4417 （株）朝日学生新聞社
低年齢層向け道路広報冊子作成等業
務

石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成18年2月6日 14,490,000

本業務の履行にあたっては、子供達に親しまれているキャラクター等に
よりわかりやすい表現・内容で展開していくことが求められる。「乱太郎」
と、そのキャラクターは長期にわたり、幅広い層に絶大な人気がある。
（株）朝日学生新聞社は、朝日小学生新聞等を発行し、低年齢層の趣向
について幅広い情報と知識を有するとともに、「乱太郎」の作者の個人
事務所と「乱太郎」のキャラクターの使用について専属契約を結んでお
り、本業務を遂行するのに必要な要件を有する唯一の契約対象機関で
ある。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4418 戸田建設（株） Ｈ１７亀有管内除雪作業（その１）
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成18年1月31日 2,415,000

１月２１日に、予想外の大雪が降ったため、広範囲の管理区間を道路維
持業者だけで短時間で、適切かつ安全に交通阻害解消を行うことは困
難であった。そのため、緊急に東京国道管内において、除雪作業等をす
るため、競争によらず、上記協力会社と随意契約を結ばざるを得なかっ
た。（会計法２９条の３第４項  予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4419 フジタ道路（株）首都圏支店 Ｈ１７亀有管内除雪作業（その３）
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成18年1月31日 1,260,000

１月２１日に、予想外の大雪が降ったため、広範囲の管理区間を道路維
持業者だけで短時間で、適切かつ安全に交通阻害解消を行うことは困
難であった。そのため、緊急に東京国道管内において、除雪作業等をす
るため、競争によらず、上記協力会社と随意契約を結ばざるを得なかっ
た。（会計法２９条の３第４項  予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4420 ＫＤＤＩ（株） 電話料
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年4月1日 1,130,455
GPS携帯を活用したﾊﾞｽﾌﾟﾛｰﾌﾞ調査を行っており、本調査に必要なGPS
機能を備えた機種がKDDI（株）しかないため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4421 三菱地所（株） 貸室賃貸借及び共益費
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年4月1日 3,976,156
特車窓口業務従事者の増員に伴い事務所外の貸室を考えた際、事務
所に も近く安価な場所として採用。H19.6月の事務所の移転に合わせ
て特車窓口も移転。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4422 （合名会社）千葉家 貸室賃貸借及び共益費
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年4月1日 6,476,061
日本橋都市再生事業をＰＲするために、事業箇所の近くの広報施設とし
て採用。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4423 日本郵政公社 後納郵便料
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年5月16日 2,872,140
信書は日本郵政公社のみしか配達できないため、日本郵政公社と随意
契約を行うものである（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4424 内外地図（株） 東京国道５万分１大判図増刷業務
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年10月17日 805,350

本業務は、当事務所が管理する道路について他道路管理者の管理する
道路も踏まえて面的に平成１６年度に図化された地図の修正印刷を行う
ものである。業務の遂行にあたっては、当事務所が管理する道路のみな
らず他道路管理者の管理する道路の現況について広く、理解しているこ
とは基より、近年の道路整備計画についても熟知している必要がある。
内外地図株式会社は、当事務所の平成１６年度の管内図事作成に従事
しており、当事務所が管理する各道路事業の全般について精通し、熟知
しており、また、昨年度の印刷版を所有しており、時点修正を伴った印刷
作業の迅速性及び経済性に特に優れていることから随意契約を行っ
た。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

問題があるもの
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（競争入札に移行することで検討）
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4425 （株）地域交流センター企画
地域コミュニティ形成と道の機能に
関する情報収集業務

石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成18年3月8日 981,750

本業務は、都会における地域コミュニティの崩壊が指摘される中、地域
コミュニティの再生に向けて、道のもつ「空間」と「ネットワーク」の機能を
より有効に活用するための視点から情報収集を行うものであり、株式会
社地域交流センター企画が保有する関係者のヒアリング情報や現地踏
査（フィールドワーク）の情報を、上記視点に基づきとりまとめるものであ
る。本業務の履行にあたっては、広範な地域との交流の機会を持ち、道
路活用、災害対策、防犯、まちづくり等の地域コミュニティにおける様々
な情報を収集する必要があり、関係者の意見や、現地踏査の情報が不
可欠である。株式会社地域交流センター企画は、環境問題を出発点に、
まちづくり、くにづくりなどに関わる情報や意見について、相互研鑚を行
うととも実践活動に反映することを目的として設立され、 これまでに、
国、地方公共団体、大学、研究者、市民、民間団体、企業などとの様々
な主体の交流を積み上げ、地域づくりや交流会などを実施してきた経験
を持っている。さらに、平成１６年度には、東京都内において活動してい
る様々な民間団体へのヒアリングや地域住民とのフィールドワークを実
施し、コミュニティ形成に関して、道の持つ「空間」と「ネットワーク」の機
能をより有効に活用するための自主研究を行っており、多くの情報を有
していることから、新たな調査を行う費用を節減できることから随意契約
を行った。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4426 内外地図（株）
東京国道５万分１大判図増刷業務
（２）

石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成18年3月10日 809,550

本業務は、当事務所が管理する道路について他道路管理者の管理する
道路も踏まえて面的に平成１６年度に図化された地図の修正印刷を行う
ものである。業務の遂行にあたっては、当事務所が管理する道路のみな
らず他道路管理者の管理する道路の現況について広く、理解しているこ
とは基より、近年の道路整備計画についても熟知している必要がある。
内外地図株式会社は、当事務所の平成１６年度の管内図事作成に従事
しており、当事務所が管理する各道路事業の全般について精通し、熟知
しており、また、昨年度の印刷版を所有しており、時点修正を伴った印刷
作業の迅速性及び経済性に特に優れていることから随意契約を行っ
た。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

問題があるもの
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（競争入札に移行することで検討）

4427
　　４号　１件　　　　２５４号
１件

緩衝建築物の建築等の一部負担
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年4月4日 15,791,159 緩衝建築物の建築等の一部負担申請者と契約を行う為 その他 随意契約によらざるを得ないもの

4428
　　４号　１件　　　　２５４号３
９件

防音工事助成
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年8月24日 25,856,000 防音工事助成申請者と契約を行う為 その他 随意契約によらざるを得ないもの

4429 （株）ニチボー
松原橋交差点大気浄化施設点検整備
業務

石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年4月1日 9,030,000

本浄化施設は、排出ガスなどを吸引しプラズマ設備により窒素酸化物を
土壌に分解され易い二酸化窒素に酸化させ、特殊土壌による浄化や浮
遊粒子状物質を特殊土壌に吸着させ浄化空気を大気に放出するもので
ある。㈱ニチボーは設備に対する特殊な技術及びノウハウを持ってお
り、また設備全体の機能、性能及び制御ソフトを十分に熟知してことより
緊急時の対応が迅速であり、本業務を遂行するために必要な要件を有
する契約対象者である。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4430
（株）日立ビルシステムビルケア営
業本部

ブリッジ渋谷２１昇降設備修繕
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年12月20日 1,365,000

本設備修繕は、エレベータ内に設置してある監視関係機器（防犯カメラ、
記録装置等）の修繕し防犯対策を施すもので、既設設備と密接不可分
の関係にあり、同一施工業者以外の者に施工させた場合、既設設備等
の使用に支障を生じるおそれがあるため、本設備の構造・機能に熟知・
精通している必要がある。㈱日立ビルシステムは、本設備を製作した㈱
日立製作所のエレベータ部門の保守修理等を一手に扱っているサービ
ス専門会社で、同社製エレベータの構造・機能を熟知・精通していること
から、本修繕を遂行するに要件を有する業者である。（会計法第２９条の
３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
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4431
（株）日立ビルシステムビルケア営
業本部

新宿駅東南口広場他昇降設備点検整
備業務

石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年4月1日 2,520,000

本昇降設備は、施工業者の独自の技術で設計・施工されていることか
ら、本業務の実施に際しては、昇汞設備の点検実績だけでなく、本設備
の構造・機能に精通した知識と保守点検結果に対する判断力及び故障
等の緊急時の安全・迅速に復旧するためのノウハウ等本設備に対する
総合的技術が要求される。㈱日立ビルシステムは、㈱日立製作所の製
品である既設の昇降設備の機能及び機械的電気的条件を熟知してお
り、また同社製の設備の保守点検を一手に扱っているサービス専門会
社ため、本業務を遂行するために必要な要件を有する契約対象者であ
る。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4432 フジテック（株）東京支社
亀戸駅前歩道橋昇降設備点検整備業
務

石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年4月26日 2,646,000

本昇降設備は、施工業者の独自の技術で設計・施工されていることか
ら、本業務の実施に際しては、昇汞設備の点検実績だけでなく、本設備
の構造・機能に精通した知識と保守点検結果に対する判断力及び故障
等の緊急時の安全・迅速に復旧するためのノウハウ等本設備に対する
総合的技術が要求される。フジテック㈱は本設備の施工会社であり、既
設の昇降設備の機能及び機械的電気的条件を熟知しており、また同社
製の設備の保守点検を一手に扱っているサービス専門会社ため、本業
務を遂行するために必要な要件を有する契約対象者である。（会計法第
２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4433 横浜エレベーター（株）
渋谷駅東口歩道橋昇降設備点検整備
業務

石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年4月1日 1,217,160

本昇降設備は、施工業者の独自の技術で設計・施工されていることか
ら、本業務の実施に際しては、昇汞設備の点検実績だけでなく、本設備
の構造・機能に精通した知識と保守点検結果に対する判断力及び故障
等の緊急時の安全・迅速に復旧するためのノウハウ等本設備に対する
総合的技術が要求される。横浜エレベータ㈱は本設備の施工会社であ
り、既設の昇降設備の機能及び機械的電気的条件を熟知しており、ま
た同社製の設備の保守点検を一手に扱っているサービス専門会社た
め、本業務を遂行するために必要な要件を有する契約対象者である。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4434
三菱電機ビルテクノサービス（株）
東京支社

錦糸町エスカレータ修繕
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成18年2月15日 725,550

本設備の修繕は、操作制御機器（安全スイッチ、リレー等）の修繕し機能
と安全を確保するもので、既設設備と密接不可分の関係にあり、同一施
工業者以外の者に施工させた場合、既設設備等の使用に支障を生じる
おそれがあるため、本設備の構造・機能に熟知・精通している必要があ
る。三菱電機ビルテクノサービス㈱は、本設備を製作した三菱電機株の
エスカレータ部門の保守修理等を一手に扱っているサービス専門会社
で、同社製エスカレータの構造・機能を熟知・精通していることから、本
修繕を遂行する要件を有する業者である。（会計法第２９条の３第４項、
予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4435
三菱電機ビルテクノサービス（株）
東京支社

錦糸町昇降設備点検整備業務
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年4月1日 1,801,800

本昇降設備は、施工業者の独自の技術で設計・施工されていることか
ら、本業務の実施に際しては、昇汞設備の点検実績だけでなく、本設備
の構造・機能に精通した知識と保守点検結果に対する判断力及び故障
等の緊急時の安全・迅速に復旧するためのノウハウ等本設備に対する
総合的技術が要求される。三菱電機ビルテクノシステム㈱は、三菱電機
株の製品である既設の昇降設備の機能及び機械的電気的条件を熟知
しており、また同社製の設備の保守点検を一手に扱っているサービス専
門会社ため、本業務を遂行するために必要な要件を有する契約対象者
である。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4436 東芝エレベータ（株）東京支社
赤坂地下歩道他昇降設備点検整備業
務

石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年4月1日 7,056,000

本昇降設備は、施工業者の独自の技術で設計・施工されていることか
ら、本業務の実施に際しては、昇汞設備の点検実績だけでなく、本設備
の構造・機能に精通した知識と保守点検結果に対する判断力及び故障
等の緊急時の安全・迅速に復旧するためのノウハウ等本設備に対する
総合的技術が要求される。東芝エレベータ㈱は本設備の施工会社であ
り、既設の昇降設備の機能及び機械的電気的条件を熟知しており、ま
た同社製の設備の保守点検を一手に扱っているサービス専門会社た
め、本業務を遂行するために必要な要件を有する契約対象者である。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4437
（株）インターネットイニシアティ
ブ

インターネットプロバイダ（回線使
用料含む）

石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年4月1日 7,295,400
各社のセキュリティ対策を確認したところもっとも安全性が高かった為
（随契理由書なし）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より競争入札に移行す
ることで検討）
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4438 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 電話料
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年4月1日 6,104,732
災害時優先電話を設定しているのはNTTDOCOMOのみである為（随契
理由書なし）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4439 （株）パワーネッツ 専用回線使用料
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年4月1日 6,449,184
各社の回線使用料金を確認したところ も料金が安価であった為（随契
理由書なし）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より競争入札に移行す
ることで検討）

4440 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年4月1日 1,527,143
ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、有線回線を確保するため
に随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4441 エヌ・ティ・ティ・リース（株） ＡＴＭルータ賃貸借及び保守
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年4月1日 354,576
回線業者とグループ内会社でありデータ漏洩時、回線停止時に一体と
なり原因復旧や障害復旧が可能であり他社より有利（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成２１
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

4442 エヌ・ティ・ティ・リース（株）
ＡＴＭルータ賃貸借及び保守（その
２）

石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年7月26日 798,840
回線業者とグループ内会社でありデータ漏洩時、回線停止時に一体と
なり原因復旧や障害復旧が可能であり他社より有利（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成２１
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

4443 エヌ・ティ・ティ・リース（株）
平成１７年度ネットワークプリン
ター賃貸借及び保守

石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年4月1日 1,120,707
３６ヶ月継続使用を条件に加えた一般競争入札を行い、その３年目のた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成２１
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

4444
古河電気工業（株）情報通信カンパ
ニー社会システム営業部

光ファイバ管理装置改良業務
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年11月7日 9,030,000
当該装置の納入業者であり、機能、専用ソフト等の詳細内容についても
熟知している。また改良するプログラムに係る著作者人格嫌悪同一性保
持権を有している（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１８年度は競
争入札を実施予定）

4445
島津システムソリューションズ
（株）東京支店

情報伝達支援システム改良業務
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年11月1日 14,994,000
当該装置の納入業者であり、機能、専用ソフト等の詳細内容についても
熟知している。また改良するプログラムに係る著作者人格嫌悪同一性保
持権を有している（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１８年度は競
争入札を実施予定）

4446 東日本電信電話（株） 電話料
石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年4月1日 7,766,757
ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、有線回線を確保するため
に随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4447 （株）上毛新聞社
Ｈ１７利根川上流域広報企画運営業
務

石島威
関東地方整備局利根川ダム統合管理
事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成17年6月29日 3,307,500

群馬県の歴史・風土は、県内を流れる河川の有する特性が大きな要因
となっていることから、河川の整備を含む地域づくりに当たっては、流域
の全体像を正確かつ多面的に把握することが不可欠である。さらに、群
馬県内に広く情報発信・共有するためには、それぞれの地域の産業、歴
史、文化等の知識を十分有し、それらに関する文献や記録等幅広い情
報を把握とその蓄積があるとともに、地元と幅広く信頼性の高い人間関
係を確立している等、地域に精通していることが必要である。
　 本業務の実施にあたっては、今後の河川整備計画をふまえたもので
あり、当事務所が中心となっており、群馬県内の利根川と地域との関わ
りの観点から、流域全体の相互理解を深めることを目的としており、地
域に密着し、地域特性を反映させた情報収集・企画能力と広報効果の
面々を考慮し、地方紙等を用いたきめの細かい広報が も適切であると
判断し、群馬県唯一の地方紙である下記業者を広報媒体として選定し
た。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4448 セコム上信越（株） 平成１７年度警備業務

石島威
関東地方整備局利根川ダム統合管理
事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成17年4月1日 3,182,760

　本業務で仕様の防犯管理システム（ＳＥＣＯＭ－ＭＸ）は下記業者が独
自に開発した機械システムで、機器類も独自に製作しセキュリティ上
も優れており、そのシステムを保有している唯一の業者である。
　更に、国土交通省各事務所関係において本業務を多数受注し良好な
業務を遂行しており、過去の経験と実績が豊富で信頼性・安全性に優れ
ている。更に山間僻地に点在する当事務所の各支所の至近距離に待機
所があり、異常事態発生時において迅速な緊急要員の派遣が可能であ
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）
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4449 群馬リコー（株） 電子複写機賃貸借（モノクロ）

石島威
関東地方整備局利根川ダム統合管理
事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成17年4月1日 599,406

　電子複写機（モノクロ機）賃貸借においては、一般競争入札方式にお
いて、平成１4年度契約相手方が決定された。公告時においても平成１7
年6月３0日まで契約更新することがあり得る旨が明記されている。　当
該業者とはこの一般競争入札を経て現在の複写機賃貸借契約を結んで
おり、継続して現在の機種を使用する事が技術・経済両面において も
効果的であるため随意契約をするものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成２１
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4450 群馬リコー（株） 電子複写機賃貸借

石島威
関東地方整備局利根川ダム統合管理
事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成17年4月1日 5,112,543

電子複写機賃貸借においては、一般競争入札方式において、平成１５
年度契約相手方が決定された。公告時においても平成１８年３月３１日
まで契約更新することがあり得る旨が明記されている。　当該業者とは
この一般競争入札を経て現在の複写機賃貸借契約を結んでおり、継続
して現在の機種を使用する事が技術・経済両面において も効果的で
あるため随意契約をするものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成２１
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4451 （株）エフエム群馬 Ｈ１７利根ダムラジオ広報業務

石島威
関東地方整備局利根川ダム統合管理
事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成17年4月1日 1,596,000

群馬県民に対し も効率の良い広報を行うため、群馬県内全域におい
て多くの聴取者を持つ放送局であることが必要である。（株）エフエム群
馬は、群馬県に密着し県民に親しまれた地元ラジオ放送局として、群馬
県内におけるラジオ放送聴取率実績が 上位となっていることはもとよ
り、これまでも県内の他事務所のラジオ番組「知っトク！かわみちサイト」
や「FM防災Memo」の制作・放送や番組に関連するイベントの実施、その
他工事情報やスポットＣＭの放送をするなど、国土交通省の広報業務に
深く携わっており豊富な経験を有しており、平素のダム管理を広く地域
住民に伝える媒体として、適正かつ効率的に行えるのは（株）エフエム群
馬以外にはない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4452 （株）上毛新聞社 Ｈ１７利根ダム広報業務

石島威
関東地方整備局利根川ダム統合管理
事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成17年4月1日 52,896,900

本業務の遂行にあたっては、治水整備がそれぞれの川の流域の特性な
どに応じ各地域に根差した固有のものであることから、群馬県内に広く
情報発信するためには、それぞれの地域ごとの産業・歴史・文化等の知
識を十分有するとともに、それらに関する文献や記録を蓄積し、幅広い
人脈がある等地域に精通していることが必要不可欠である。（株）上毛
新聞社は、群馬県に密着し県民に親しまれた郷土新聞として、発行部数
が３０万部／日を数え群馬県内一を有し、世帯普及率も４５％にのぼる。
また、きめ細かな産業・歴史・文化等の情報及び知識を蓄積しており、こ
れまでに、「群馬の川と道その姿にふれる」「群馬の川」等の地域に根差
した数々の書物を発刊している。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4453 （株）上毛新聞社
Ｈ１７利根ダムイベント広告出稿業
務

石島威
関東地方整備局利根川ダム統合管理
事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成17年4月28日 1,575,000

水源地である群馬県内の住民に対して、ダムの役割を理解して頂くた
め、利根川ダム統合管理事務所で実施している各種イベントの参加者を
広く群馬県民に呼びかけ募集するとともに、ダムの役割・必要性につい
て学習する目的で整備されたダム資料館及び情報館の広報活動を行う
もので、群馬県内の様々な出来事を写真によりビジュアル的に紹介し、
県民の生活をより有意義なものにするために、群馬県が企画する広報
誌「グラフぐんま」に広告出稿するものである。
  「グラフぐんま」は、県内全域の官公庁、金融機関、図書館、教育機関
等へ無料配布され、回覧的要素の高い広報誌であり、（株）上毛新聞社
が群馬県より委託され編集・発行を行っている。（会計法第２９条の３第
４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4454 東日本電信電話（株） 電話料

石島威
関東地方整備局利根川ダム統合管理
事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成17年4月1日 3,275,172
NTTは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
に随意契約を行うものである（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4455 東日本電信電話（株） 回線専用料

石島威
関東地方整備局利根川ダム統合管理
事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成17年4月1日 1,421,939
NTTは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
に随意契約を行うものである（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4456 （株）ＮＴＴドコモ 携帯電話料

石島威
関東地方整備局利根川ダム統合管理
事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成17年4月1日 1,978,295
（株）NTTドコモは他社より通信可能エリアが広く、災害対応を考慮して
（株）NTTドコモと随意契約を行うものである（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4457 関越ネットワークシステム（株） 所内インターネット回線使用等

石島威
関東地方整備局利根川ダム統合管理
事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成17年4月1日 260,101
既契約・県内周辺事務所での契約実績及び緊急時における迅速な対応
が可能であると判断できることから、当該業者と随意契約するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より競争入札に移行す
ることで検討）
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4458 （株）日立ビルシステム
Ｈ１７薗原ダムエレベータ点検整備
業務

石島威
関東地方整備局利根川ダム統合管理
事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成17年4月1日 1,148,700
本設備の施工業者である（株）日立製作所の唯一のメンテナンス部門で
あり、本設備に対する総合的技術を満足する唯一の業者である。よって
当該業者と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4459 日本ケーブル（株） Ｈ１７昇降設備点検整備業務

石島威
関東地方整備局利根川ダム統合管理
事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成17年4月1日 2,444,079
点検整備できるのは本設備の製作据付業者に限られることから競争が
存在しない。よって当該業者と随意契約するものである。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4460 株式会社たけのうち電器 平成17年度UNIXサーバ一式賃貸借

石島威
関東地方整備局利根川ダム統合管理
事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成17年4月1日 3,376,800
平成14年4月から4年間のリース契約期間中であるため（会計法第29条
の3第4項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（今後、
サーバについては購入（競争入札）
とする予定）

単価契約

4461 日本郵政公社 後納郵便料
村山一弥
関東地方整備局高崎河川国道事務所
群馬県高崎市栄町6-41

平成17年5月10日 1,973,180
信書は日本郵政公社のみしか配達できないため、日本郵政公社と随意
契約を行うものである（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4462
（株）オキアルファクリエイト高崎
支社

電光表示広告業務
村山一弥
関東地方整備局高崎河川国道事務所
群馬県高崎市栄町6-41

平成17年4月1日 1,505,280

当該相手方は、高崎駅東口正面に大型の電光掲示板を持ち管理運営
しており、高崎駅東口利用者対象とした情報提供を遂行するうえで、こ
れを上回る情報提供効果を持った公告媒体は他に存在しないため、随
意契約を行うものである（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4463 第一法規（株） 総合法令データベース提供業務
村山一弥
関東地方整備局高崎河川国道事務所
群馬県高崎市栄町6-41

平成17年4月1日 408,240
当該相手方は、多くの判例の全文、要旨を含む国内 大級のデータ
ベースを有し、同データベースにリンクした現行の法令のデータベースを
提供できる相手方であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4464
中日本高速道路（株）八王子支社
コーポレート部

通行料
村山一弥
関東地方整備局高崎河川国道事務所
群馬県高崎市栄町6-41

平成17年10月18日 2,235,889
当該通行料の支払いは、当該有料道路の管理会社と随意契約により行
うものである（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4465 （株）ティ・ビー・エス・ビジョン 「道の駅」ラジオ広報業務
村山一弥
関東地方整備局高崎河川国道事務所
群馬県高崎市栄町6-41

平成17年4月1日 12,600,000

 　（株）ティ・ビー・エス・ビジョン（ＴＢＳラジオ）は、聴取率実績が在京ラ
ジオ放送局の中で放送予定時間帯はもとより、他の時間帯においても

上位となっているとともに、「道の駅」を利用するドライバーの聴取率に
ついても 上位となっている。また、本業務の履行場所である関東地方
整備局管内をサービスエリアとするラジオ放送を行っており、当該放送
周波数周辺に混信をおよぼす局が存在しないことから車載ラジオでの聴
取が広範囲で可能である。これまでにも同社は平成９年度より土曜日の
午後の番組内で「道の駅」広報番組を設け、毎週にわたり放送してい
る。
  さらに、同社は平成１５年度にも当該業務を実施し、道の駅の機能や
役割、また関連する地域の情報を広く一般の利用者に周知するなど、本
業務を遂行するに必要な要件を備えた契約対象機関であるため。(会計
法第２９条の３第４項)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4466 群馬テレビ（株） 高崎事務所テレビ広報
村山一弥
関東地方整備局高崎河川国道事務所
群馬県高崎市栄町6-41

平成17年4月1日 16,004,653

　本業務の遂行にあたっては、地域で生活する人々の目線や声をよく把
握していることが求められ、地域の実情に精通し、地域に密着したもっと
も身近なマスメディアであること、また、地域社会における経済・社会・文
化等のみならず広く地域の道路・河川等の社会資本に関する知識と経
験を有していることが必要である。
　群馬テレビ株式会社は、地域の実情に精通し、地元情報を中心とした
放映を行っている唯一のテレビ放送局である。また、本業務の趣旨を理
解し、その効果が も期待され、かつ的確に実施でとともに、これまでに
も「暮らしと道」、「コッパ・デッレ・アウトストリケ（高崎事務所事業紹介番
組）」、「国家戦略と道路」等、地域に密着し、当事務所の事業に関連し
た番組を制作・放送するなど豊富な経験を有しているため、本業務を遂
行するのに必要な要件を備えた契約対象機関である。(会計法第２９条
の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約
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4467 （株）上毛新聞社 群馬の地域づくり推進業務
村山一弥
関東地方整備局高崎河川国道事務所
群馬県高崎市栄町6-41

平成17年4月1日 19,136,880

　本業務の遂行にあたっては、地域で生活する人々の行政や公共事業
に対する目線や意見要望等をよく把握していることが求められ、地域の
実情に精通し、地域に密着した も身近なマスメディアであること、ま
た、地域社会における経済・社会・文化のリーディングメディアとして広く
道路整備等に関する知識と経験を有していることが必要不可欠である。
　株式会社上毛新聞社は、リーディングメディアとして、群馬県に密着し
県民に親しまれた郷土新聞として、県内一の発行部数を誇り、世帯普及
率は４０％を越える。また、きめ細やかな歴史・文化・道路整備等の情報
及び知識を有し、これまでに「群馬の川と道その姿にふれる」「三国街道
を歩く」等の地域に根ざした数々の書物を発行するなど道路・河川事業
の広報業務に深く携わっており、豊富な経験を有していることから、本業
務を遂行するのに必要な要件を備えた契約対象機関であるため。（会計
法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4468 （株）エフエム群馬 高崎事務所ラジオ広報
村山一弥
関東地方整備局高崎河川国道事務所
群馬県高崎市栄町6-41

平成17年4月1日 15,938,370

　本業務の遂行にあたっては、県民に対し も効率の良い広報を行うた
めに群馬県内全域において多くの聴取者を持つ放送局であることが必
要である。
　株式会社エフエム群馬は、群馬県に密着し県民に親しまれた地元ラジ
オ放送局として、群馬県内におけるラジオ放送聴取率実績が 上位と
なっていることはもとより、これまでも同社はラジオ番組「知っトク！かわ
みちサイト」や「FM防災Memo」の制作・放送や番組に関連するイベント
の実施、その他工事情報やスポットＣＭの放送など、道路・河川事業の
広報業務に深く携わっており豊富な経験を有しているため、本業務を遂
行するのに必要な要件を備えた契約対象機関であるため。(会計法第２
９条の３第４項)

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4469 （株）上毛新聞社 高崎事務所広報施設管理運営業務
村山一弥
関東地方整備局高崎河川国道事務所
群馬県高崎市栄町6-41

平成17年4月1日 25,672,500

　本業務の遂行にあたっては、事業執行中である高松立体について工
事完了までの複数年にわたり広く市民に広報する事を目的としているた
め、地域相互の情報の積み重ねや継続性が必要である。
　株式会社上毛新聞社は地元リーディングメディアとして、群馬県に密着
し県民に親しまれた郷土新聞社として、きめ細やかな歴史・文化・道路
整備等の情報及び知識を蓄積しており、これまでに「群馬の川と道その
姿にふれる」「三国街道を歩く」等の地域に根ざした数々の書籍の発行
を行っている。また、本件については標準プロボーザル方式により、その
企画力や実績により も優れた技術提案を行った業者として特定をされ
ており、このプロポーザル方式に係る建設コンサルタント選定委員会に
おいて、高松立体事業完了時まで履行期間を更新することがあり得るこ
とを条件として審査している。さらに、同社は平成１６年度においても過
年度の実績から継続的に業務を実施しており、本年度においても継続
業務として遂行するのに必要な要件を備えた契約対象機関であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4470 群馬県公共嘱託登記共同受託体 登記業務委託
村山一弥
関東地方整備局高崎河川国道事務所
群馬県高崎市栄町6-41

平成17年4月1日 5,964,737

本業務を遂行するにあたっては、不動産の表示に関する登記の専門的
な知識と土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士及び権利に関する
登記の専門的な知識と司法書士法に基づく司法書士の資格を有し、短
期間に大量の業務を処理できる能力が必要である。本業務を適切かつ
迅速に遂行できる能力を有する者として、群馬県公共嘱託登記共同受
託体が 適である。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4471 群馬テレビ（株） 洪水等防災対策広報業務
村山一弥
関東地方整備局高崎河川国道事務所
群馬県高崎市栄町6-41

平成17年4月1日 10,689,000

　本業務の遂行にあたっては、地域で生活する人々の防災に対する目
線や声を把握していることが求められる。
また、地域の実情に精通し、地域に密着したもっとも身近なマスメディア
であり、地域社会における経済・社会・文化のみならず広く地域の河川・
道路等の防災に関する知識と経験を有していることが必要である。
　群馬テレビ株式会社は、地域の実情に精通し、地元情報を中心とした
理由とした放映を行っている唯一のテレビ放送局である。
また、同社は本業務の趣旨を理解しその効果がもっとも期待され、かつ
的確に実施することができるとともに、これまでにも「社会資本整備重点
計画広報業務（平成１６年度）」等地域に密着し、高崎河川国道事務所
の事業に関連した番組を数多く製作・放映するなど、豊富な経験を有し
ていることから、本業務を遂行するのに必要な要件を備えた契約対象機
関であるため。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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4472 セコム上信越（株） 出張所庁舎等安全管理業務
村山一弥
関東地方整備局高崎河川国道事務所
群馬県高崎市栄町6-41

平成17年4月1日 3,087,000

　本業務の遂行にあたっては、本業務で使用する防犯管理システム（Ｓ
ＥＣＯＭ－ＭＸ，ＳＥＣＯＭ－ＡＸ）がセコム株式会社で独自に開発された
機械システムであり、異常事態発生時においても画像・音声をコントロー
ルセンターにおいて録画・録音ができ、かつ音声による警告を行うことも
可能である。そして同社はその機械システムを保有している唯一の業者
である。
　また、同社は、散在する当事務所の各出張所の至近距離に営業所が
あることから、異常事態発生時において専門員を速やかに現場に急行さ
せることが可能であること、これまで国土交通省各

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4473 群馬県ハイヤー協会 タクシー供給業務委託
村山一弥
関東地方整備局高崎河川国道事務所
群馬県高崎市栄町6-41

平成17年4月1日 3,462,490

　本業務の遂行にあたっては、県内ほぼ全域におけるタクシーの乗車・
降車が確保され、緊急時にも直ちにタクシーの運行が確保出来る必要
がある。
　群馬県ハイヤー協会は、群馬県内のタクシーを扱う全ての一般乗用旅
客自動車運送事業者によって構成される団体で、一般乗用旅客自動車
運送事業の健全な運営と発展に資することによって社会公共の利益に
寄与することを目的として設置された公共的な団体であり、県内の行政
機関との契約実績も有し、同協会との契約によって県内全てのタクシー
会社の利用を可能とし、本業務を遂行するのに必要な要件を備

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4474 群馬テレビ（株）
まえばし道路フェア２００５その他
業務

村山一弥
関東地方整備局高崎河川国道事務所
群馬県高崎市栄町6-41

平成17年7月29日 5,880,000

　本業務の遂行にあたっては、多くの県民に対して も効率の良い広報
を行う必要があり、群馬県内全域において多くの視聴者を持つ放送局に
よる放映であること、地域社会の情報に精通し広く道路事業に関して知
識を有することが重要である。
　群馬テレビ株式会社は、地域の実情に精通し、地域情報を中心とした
放映を行っている唯一のテレビ放送局である。また、本業務の主旨を理
解し、その効果がもっとも期待され、かつ的確に実施できるとともに、こ
れまでも「暮らしと道」、「国家戦略と道路」、「まえばし道路フェア２００４」
等の地域に密着した高崎河川国道事務所の事業に関連した番組を制
作・放送するなど豊富な知識と経験を有しており、本業務を遂行するの
に必要な要件を備えた契約対象機関である。（会計法第２９条の３第４
項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4475 群馬テレビ（株） 雪寒事業広報業務
村山一弥
関東地方整備局高崎河川国道事務所
群馬県高崎市栄町6-41

平成18年3月7日 3,885,000

　本業務の遂行にあたっては、地域の情勢に精通し、地域生活に密着し
た情報の提供が可能で群馬県内において広く視聴者を待つ放送局であ
ることが不可欠である。
　群馬テレビ株式会社は、地域の実情に精通し、地元情報を中心とした
放映を行っており、群馬県全域をカバーする唯一の地元放送局である。
また、これまでにも当事務所の 事業に関連した 番組を製作・放送する
など豊富な経験を有しているため、本業務を遂行するに必要な要件を
傭えた契約対象機関である。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4476 高崎市水道局 水道料
村山一弥
関東地方整備局高崎河川国道事務所
群馬県高崎市栄町6-41

平成17年4月27日 1,466,208
当該地域で唯一の水道事業者と随意契約を行うものである（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4477 子持村水道事業企業出納員 水道料
村山一弥
関東地方整備局高崎河川国道事務所
群馬県高崎市栄町6-41

平成17年5月20日 1,426,866
当該地域で唯一の水道事業者と随意契約を行うものである（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4478 太田市水道事業企業出納員 水道料
村山一弥
関東地方整備局高崎河川国道事務所
群馬県高崎市栄町6-41

平成17年5月30日 2,142,374
当該地域で唯一の水道事業者と随意契約を行うものである（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4479 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 携帯電話料
村山一弥
関東地方整備局高崎河川国道事務所
群馬県高崎市栄町6-41

平成17年4月25日 3,550,620
（株）NTTドコモは他社より通信可能エリアが広く、災害対応を考慮して
（株）NTTドコモと随意契約を行うものである（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4480 東日本電信電話（株） 電話料
村山一弥
関東地方整備局高崎河川国道事務所
群馬県高崎市栄町6-41

平成17年4月11日 8,050,105
NTTは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
に随意契約を行うものである（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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4481 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料
村山一弥
関東地方整備局高崎河川国道事務所
群馬県高崎市栄町6-41

平成17年4月22日 3,497,850 他社との比較により安価であったため その他 随意契約によらざるを得ないもの

4482 ＫＤＤＩ（株） 電話料
村山一弥
関東地方整備局高崎河川国道事務所
群馬県高崎市栄町6-41

平成17年4月22日 6,005,679 他社との比較により安価であったため その他 随意契約によらざるを得ないもの

4483 （株）幸信ビル 光熱水料
村山一弥
関東地方整備局高崎河川国道事務所
群馬県高崎市栄町6-41

平成17年5月9日 1,151,456
広報施設「川と道の情報館」の敷地として借りている当該ビルの所有者
に支払うものである（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4484
日本オーチス・エレベータ（株）北
関東支店

Ｈ１７昇降設備保守点検業務
村山一弥
関東地方整備局高崎河川国道事務所
群馬県高崎市栄町6-41

平成17年4月1日 822,150
当該相手方は、高度な専門技術及び豊富な経験実績があり、また当該
昇降設備を施工し、設備の細部まで熟知している唯一の相手方である
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4485 （株）緑の風景計画 こもれびの里クラブ運営作業

大橋謙一
関東地方整備局公営昭和記念公園事
務所
東京都立川市緑町3173番地

平成17年4月1日 981,750

本業務は、計画段階から市民の参加により整備を進めている国営昭和
記念公園こもれびの里において、ボランティア組織「こもれびの里クラブ」
の運営を行うものである。
平成１５年度「こもれびの里運営等検討業務」にあたっては、国営公園に
おける市民参加のあり方に関する知見や市民ボランティア組織の実際
の運営・コーディネート等に関する専門的かつ高度な経験や知識が求め
られた。このため、標準プロポーザル方式により複数の業者から技術提
案書を受け、厳正な審査結果を行った結果、（株）緑の風景計画を特定
したところであり、平成１６においても（株）緑の風景計画による業務が実
施された。
こもれびの里クラブを運営を行うにあたっては、当エリアの目的や特性、
経緯について熟知していることはもとより、こもれびの里クラブにに関す
る検討経緯や対応状況を踏まえ、ボランティアとの信頼を進めることが
必要不可欠である。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成２０年度より実
施予定）

4486 富士ゼロックス（株）
平成１７年度カラー電子複写機の保
守等

大橋謙一
関東地方整備局公営昭和記念公園事
務所
東京都立川市緑町3173番地

平成17年4月1日 2,841,971

当該電子複写機の調達については、平成１５年度に支障がない限り３
６ヵ月間継続使用するものとして富士ゼロックス（株）と賃貸借契約を締
結済みである。本業務の実施にあたっては、当該電子複写機の仕様、
構造等の詳細に熟知している必要がある。仮に仕様・構造等熟知してい
ない者が本業務を行った場合、事務の遂行に多大な支障を及ぼすおそ
れがある。
また交換部品等の消耗品の供給についても保守業務を一連の作業で
行うため富士ゼロックス（株）から調達する方法が も円滑な方法であ
る。よって、富士ゼロックス（株）随意契約を結ぶものである。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１８
年度に公募を実施）

単価契約

4487 富士ゼロックス（株）
平成１７年度カラー電子複写機の保
守等

大橋謙一
関東地方整備局公営昭和記念公園事
務所
東京都立川市緑町3173番地

平成17年4月1日 2,841,971

当該電子複写機の調達については、平成１５年度に支障がない限り３
６ヵ月間継続使用するものとして富士ゼロックス（株）と賃貸借契約を締
結済みである。本業務の実施にあたっては、当該電子複写機の仕様、
構造等の詳細に熟知している必要がある。仮に仕様・構造等熟知してい
ない者が本業務を行った場合、事務の遂行に多大な支障を及ぼすおそ
れがある。
また交換部品等の消耗品の供給についても保守業務を一連の作業で
行うため富士ゼロックス（株）から調達する方法が も円滑な方法であ
る。よって、富士ゼロックス（株）随意契約を結ぶものである。

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１８
年度に公募を実施）

単価契約

4488 東日本電信電話（株） 回線使用料

大橋謙一
関東地方整備局公営昭和記念公園事
務所
東京都立川市緑町3173番地

平成17年4月1日 1,650,116
国土交通省が使用している専用回線は東日本電信電話（株）が所有し
ており。その所有している者から借りることが、 も有利なため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4489 （株）日刊建設工業新聞
「防災キャンペーン特集号」記事掲
載

大橋謙一
関東地方整備局公営昭和記念公園事
務所
東京都立川市緑町3173番地

平成17年6月22日 472,200

本業務は、日刊建設工業新聞が行う「防災キャンペーン特集号」に国営
東京臨海防災公園の事業内容を掲載するものである。
日刊建設工業新聞は、建設業界の業界紙であり、国営東京臨海広域防
災公園の事業内容を建設業界へ広報するためには、本特集号に掲載す
ることが効果的かつ効率的である。日刊建設工業新聞へ広告を掲載で
きるのは日刊建設工業新聞のみであり、株式会社日刊建設工業新聞と
随意契約を結ぶものである。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１９年度は公
募を実施予定）
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4490 （株）セコム
花みどり文化センター防犯管理業務
委託

大橋謙一
関東地方整備局公営昭和記念公園事
務所
東京都立川市緑町3173番地

平成17年6月27日 117,424

本業務は、花みどり文化センターに警報機器等を設置し、盗難、火災及
び異常事態発生を防止するために監視を行うこと、また異常事態の早
期発見及び適切な初期活動を行うことを目的とするものである。
セコム（株）は当事務所において、既に警報機器等を設置し、管理実績
もあり新たに機器等を設置する場合に比べ価格的に有利である。
会計法２９条の３第４項

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4491 （株）セコム セコム警備ブロック増設

大橋謙一
関東地方整備局公営昭和記念公園事
務所
東京都立川市緑町3173番地

平成17年6月29日 465,360

現在、当事務所の機械警部は（株）セコムが行っており、警備ブロック増
設はシステム上別の会社の施工は難しいので、（株）セコムと随意契約
を結ぶものである。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4492 （株）布
花みどり文化センター事務室他カー
テン設置作業

大橋謙一
関東地方整備局公営昭和記念公園事
務所
東京都立川市緑町3173番地

平成17年8月2日 362,397

本作業は、平成１７年秋に開園するみどりの文化ゾーンの「花みどり文
化センター」内にある事務室、応接室にカーテンを設置するものである。
花みどり文化センター内には、貸出を目的とした研修室、講義室等の施
設があり、部屋内には、既にカーテンを設置している。
花みどり文化センターでは、建物内のデザイン・意匠等に統一性を持た
せており、今回、事務室、応接室に設置するカーテンについても既設置
のカーテンとのデザインの統一を持たせる事としている。
（株）布は、「文化施設ゾーンセンター施設建築工事」において、同施設
の研修室、講義室に設置されているカーテンを製作しており、カーテン製
作にあたっての使用等を十分に把握しており、唯一同一製品の製作が
可能な相手方であることから、（株）布と随意契約を結ぶものである。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4493 （株）日刊建設通信新聞社
「国営東京臨海広域防災公園ー防
災・減殺への取り組み」特集新聞掲
載

大橋謙一
関東地方整備局公営昭和記念公園事
務所
東京都立川市緑町3173番地

平成18年2月1日 472,500

本業務は、日刊建設通信新聞が行う「国営東京臨海広域防災公園－防
災・減災への取り組み」に国営東京臨海防災公園の事業内容を掲載す
るものである。
日刊建設工業新聞は、建設業界の業界紙であり、国営東京臨海広域防
災公園の事業内容を建設業界へ広報するためには、本特集号に掲載す
ることが効果的かつ効率的である。日刊建設通信新聞へ広告を掲載で
きるのは日刊建設通信新聞のみであり、株式会社日刊建設通信新聞と
随意契約を結ぶものである。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１９年度は公
募を実施予定）

4494 （株）セコム 管理事務所機械警備改修

大橋謙一
関東地方整備局公営昭和記念公園事
務所
東京都立川市緑町3173番地

平成18年2月14日 987,000

現在、当事務所の機械警備は（株）セコムが行っており、警備機器の移
設はシステム上別の会社の施工は難しいので、（株）セコムと随意契約
を結ぶものである。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4495 （株）東芝 常用発電設備定期点検整備

大橋謙一
関東地方整備局公営昭和記念公園事
務所
東京都立川市緑町3173番地

平成17年6月24日 16,275,000

本業務の実施にあたっては、当該設備の精密点検（分解・消耗品部品
交換）を行うためには、既設設備施工者である（株）東芝管理保有してい
る設計図、機能開発技術、技術管理マニュアル、性能管理など、企業秘
密情報に係わる情報の取得が不可欠である。
他社で業務を行った場合、常用発電設備の機能保持に関し、既設設備
の機能管理を行っている（株）東芝との責任の所在が不明確となり故障
等への対応に著しい支障が生じる。
よって、（株）東芝と随意契約を結ぶものである。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１９年度は公
募を実施予定）

4496 日本電子計算機（株）
平成１７年度グループウエアサーバ
機器賃貸借

大橋謙一
関東地方整備局公営昭和記念公園事
務所
東京都立川市緑町3173番地

平成17年4月1日 3,625,020

本賃貸借は平成１４年度に日本電子計算機（株）と賃貸借契約を締結し
たものであり、３６ヵ月の賃貸借期間が平成１７年３月３１日をもって終了
するが、現行の機器類は、現在のシステム運用に問題なく使用可能であ
り、また、上記業者は機器類の保守管理を契約期間中滞りなく遂行し、
本システムに精通しているため信頼性が高く適切な業務を行うこと等か
ら他社と契約することは、移行に伴う既存データの設定の調査・移植に
余分な費用を費やすだけではなく、オンラインの一時停止期間が長引く
ために業務に支障を来すおそれがあることから、日本電子計算（株）と随
意契約するものである。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１９年度は公
募を実施予定）

単価契約
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4497 日本電子計算機（株） 平成１７年度電算機賃貸借

大橋謙一
関東地方整備局公営昭和記念公園事
務所
東京都立川市緑町3173番地

平成17年4月1日 1,638,000

本賃貸借は平成１４年度に日本電子計算機（株）と賃貸借契約を締結し
たものであり、３６ヵ月の賃貸借期間が平成１７年３月３１日をもって終了
するが、現行の機器類は、現在のシステム運用に問題なく使用可能であ
り、また、上記業者は機器類の保守管理を契約期間中滞りなく遂行し、
本システムに精通しているため信頼性が高く適切な業務を行うこと等か
ら他社と契約することは、移行に伴う既存データの設定の調査・移植に
余分な費用を費やすだけではなく、オンラインの一時停止期間が長引く
ために業務に支障を来すおそれがあることから、日本電子計算（株）と随
意契約するものである。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１９年度は公
募を実施予定）

単価契約

4498 （株）神奈川新聞社
平成17年度神奈川地域道路事業広報
業務

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年4月1日 46,034,625

本業務は、県内の地域に密着した話題を織り交ぜつつ道路についてわ
かりやすいテーマを題材とした新聞掲載を行い、主に県内の方々への
情報発信を行うことにより、道路に対する関心や理解を深める事が必要
である。契約者は、県内の地域事情に極めて精通しており、当該地域唯
一の地方発行紙であるため。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4499 （株）ニッポン放送 平成17年度神奈川地域道路広報業務

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年4月1日 10,762,500

本業務を遂行するにあたっては、神奈川全域に良好な状態の電波を供
給でき、かつ高い視聴率を有していることが必要である。契約者は、電
波送信出力が高く県全域に良好な状態で電波供給でき、かつ混信等の
影響を受けない広域放送局を有し、神奈川エリアの聴取率においても広
域放送局の中で も高い視聴率を有しているため。（会計法第29条の3
第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4500 （株）テレビ神奈川
Ｈ17横浜市域における幹線道路整備
効果等に関する広報業務

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年4月13日 20,265,000

本業務は、横浜市域の発展に新たな幹線道路整備が果たす役割につ
いて県全域にテレビ放映するもので、契約者は横浜市域において地域
に密着した情報を収集していることや市域の道路交事情に豊富な知識
と情報を有し、これまでの市域における幹線道路ネットワークの整備効
果に関する映像資料を保有しており、神奈川県全域を放送エリアとして
いるため。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4501 （株）テレビ神奈川
神奈川県における交通機能推進広報
業務

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年4月13日 15,204,000

本業務は、神奈川県の地域経済活性化に向けた今後の道路交通機能
のあり方をとりまとめ、また有識者フォーラムを開催し、広く県民へ適切
な道路交通機能を確保するための理解促進を図るために県全域にテレ
ビ放映するもので、契約者は県民、経済界や有識者に地域密着した取
材実績があり、県内の道路交通機能に関する豊富な知識と情報を有
し、県全域を放送エリアとしているため。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4502 （財）横浜シルバー人材センター 横浜市域広報紙配布業務

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年4月14日 15,288,000

本業務にあたっては、横浜市の広報紙と一体的にできることが必要であ
ることから「広報よこはま」を配布しているという特定の経験を有するとと
もに迅速かつ確実に配布するための配布地域の状況等に精通している
ことが必要である。契約者は、こらまでにも配布業務を実施し、一体的に
世帯配布する知識と経験や迅速かつ確実に配布するための配布地域
の状況等に精通しているため。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１８年度より競争入
札に移行）

4503 （財）横浜シルバー人材センター 横浜市域広報紙配布（その２）業務

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年7月1日 15,445,500

本業務にあたっては、横浜市の広報紙と一体的にできることが必要であ
ることから「広報よこはま」を配布しているという特定の経験を有するとと
もに迅速かつ確実に配布するための配布地域の状況等に精通している
ことが必要である。契約者は、こらまでにも配布業務を実施し、一体的に
世帯配布する知識と経験や迅速かつ確実に配布するための配布地域
の状況等に精通しているため。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１８年度より競争入
札に移行）

4504 （財）横浜シルバー人材センター 横浜市域広報紙配布（その３）業務

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年11月15日 15,445,500

本業務にあたっては、横浜市の広報紙と同時に提供することや迅速か
つ確実に配布するための配布地域の状況等に精通していることが必要
である。契約者は、世帯配布する知識と経験や配布するための配布地
域の状況等に精通しているため。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１８年度より競争入
札に移行）
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4505 （株）テレビ神奈川
Ｈ１７横浜国道管内における幹線道
路整備効果等に関する広報業務

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成18年1月18日 15,960,000

本業務は、横浜市域の発展に新たな幹線道路整備が果たす役割につ
いて県全域にテレビ放映するもので、契約者は横浜市域において地域
に密着した情報を収集していることや市域の道路交事情に豊富な知識
と情報を有し、これまでの市域における幹線道路ネットワークの整備効
果に関する映像資料を保有しており、神奈川県全域を放送エリアとして
いるため。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4506 大和工商リース（株） プレハブ会議室賃貸借

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年4月1日 768,600

所内の会議室不足から、平成１５年１０月に競争契約で借り入れしたも
のであり、プレハブリース平均使用年数（６０箇月）にも充たない。会議室
のメンテナンス上も自社製品である上記業者しか対応できないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり 公募を実施

4507
日本ユーティリティサブウェイ
（株）

平成１７年度横浜管内共同溝監視業
務

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年4月1日 348,600,000

共同溝の監視システムによる管理と保全及びこれに関わる技術開発を
行っており、過年度までに既存監視システムを設置・管理し、２４時間体
制で監視業務を実施していると共に現場状況に熟知・精通し、災害時の
対応が迅速かつ各施設企業者からの信頼性も有している。（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4508 富士ゼロックス（株） 平成１７年度電子複写機の賃貸借

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年4月1日 7,285,768
本機器の導入に関しては平成１６年度に賃貸借契約を締結済みであり、
既存製品を賃貸借できるのは該当業者のみである。平成１６年８月ＷＴ
Ｏ一般競争、３６ヶ月継続使用（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１９
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4509 富士ゼロックス（株）
平成１７年度電子複写機の賃貸借
（その２）

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年4月1日 20,699,373
本機器の導入に関しては平成１５年度に賃貸借契約を締結済みであり、
既存製品を賃貸借できるのは該当業者のみである。平成１５年９月ＷＴ
Ｏ一般競争、３６ヶ月継続使用（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１９
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4510 富士ゼロックス（株）
平成１７年度電子複写機の賃貸借
（その３）

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年4月1日 337,349
本機器の導入に関しては平成１４年度に賃貸借契約を締結済みであり、
既存製品を賃貸借できるのは該当業者のみである。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

単価契約

4511
ティージー・クレジットサービス
（株）

道路管理システム端末機装置一式賃
貸借

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年4月1日 4,263,378

事務所に設置されている道路管理システムに使用する端末機装置一式
の保守及び賃貸借を行うもので、システムに接続するには、（財）道路管
理センター神奈川支部ホストコンピューターと通信機能を有し、同ホスト
コンピューターで可動しているソフトウェアと整合する端末は東京ガス・エ
ンジニアリング（株）が開発したものであり、当該業者のみ賃貸借取引を
行っているため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4512 綜合警備保障（株） 庁舎等防犯管理業務

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年4月1日 2,759,400
該当業者は庁舎等において既に各種警備機器設備を設置し現在防犯
管理業務を行っており、既設警備システムの適正な運用管理は同社の
みしか実施できないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり 公募を実施

4513 （株）トルネックス 空気清浄機保守

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年4月1日 917,700

分煙対策として賃貸借により設置している空気清浄機は（株）トルネック
スの製品で、独自の技術を用いた製品であることから、他業者に保守点
検させた場合は故障・破損のおそれがあるため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地があり 公募を実施

4514 （株）アクティオ 簡易トイレ賃貸借

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年4月1日 75,600

平成１４年度に新設された目黒書庫の簡易トイレの賃貸借契約で、平成
１７年度も文書管理業務を行うにあたり利用することが予定されている。
なお、平成１５年１０月に競争契約で借り入れしたものであり、レンタル月
数（３６箇月）に充たないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり 公募を実施

4515 （株）ＴＢＳビジョン 「道の駅」ラジオ広報業務

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年6月30日 12,600,000

当該業者は聴取率実績が在京ラジオ放送局の中で放送予定時間はも
とより、「道の駅」を利用するドライバーの聴取率についても 上位となっ
ている。また、本業務の履行場所である関東地方整備局管内をサービ
スエリアとするラジオ放送を行っており、当該放送周波数周辺に混信を
およぼす局が存在しないことから車載ラジオでの聴取が広範囲で可能で
ある。さらに、平成１６年度にも当該業務を実施し、道の駅の機能や役
割、また関連する地域の情報を広く一般の利用者に周知するなど、本業
務を遂行するに必要な要件を備えている。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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4516 平和交通（株） 乗用自動車使用契約（その１）

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年4月1日 4,001,660 他社では同等のサービスができないため（会計法第29条の3第4項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

4517 神奈川個人タクシー協同組合 乗用自動車使用契約（その２）

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年4月1日 15,441,670 他社では同等のサービスができないため（会計法第29条の3第4項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

4518 神奈川都市交通（株） 乗用自動車使用契約（その３）

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年4月1日 2,754,210 他社では同等のサービスができないため（会計法第29条の3第4項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

4519 神奈中ハイヤー（株） 乗用自動車使用契約（その４）

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年4月1日 8,955,210 他社では同等のサービスができないため（会計法第29条の3第4項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

4520 京浜交通（株） 乗用自動車使用契約（その５）

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年4月1日 3,900,070 他社では同等のサービスができないため（会計法第29条の3第4項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

4521 横浜市 水道料103500690

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年4月1日 2,440,082
当該地域唯一の水道事業者と随意契約を行うものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4522 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 電話料0309-9166-02873(93台)

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年4月1日 6,040,500
（株）ＮＴＴドコモは他社よりも通信可能エリアが広く、災害対策を考慮し
て（株）ＮＴＴドコモと随意契約を行うものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4523 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料8000-379-366

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年4月1日 1,050,006
災害時の通信確保を目的としているため。（災害対策基本法に基づく指
定公共機関とされているため。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4524 東日本電信電話（株） 電話料2633282-00109

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年4月1日 1,517,168

ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
随意契約を行うものである。（災害対策基本法に基づく指定公共機関と
されているため。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4525 東日本電信電話（株） 電話料2633282-00122

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年4月1日 1,123,772

ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
随意契約を行うものである。（災害対策基本法に基づく指定公共機関と
されているため。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4526 東日本電信電話（株） 電話料2633282-00140

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年4月1日 1,707,954

ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
随意契約を行うものである。（災害対策基本法に基づく指定公共機関と
されているため。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4527 東日本電信電話（株） 電話料0001003937

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年4月1日 2,722,947

ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
随意契約を行うものである。（災害対策基本法に基づく指定公共機関と
されているため。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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4528 東日本電信電話（株） 電話料2633282-00131

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年4月1日 3,307,629

ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
随意契約を行うものである。（災害対策基本法に基づく指定公共機関と
されているため。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4529 東日本電信電話（株） 電話料0001003853

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年4月1日 2,213,819

ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
随意契約を行うものである。（災害対策基本法に基づく指定公共機関と
されているため。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4530 東日本電信電話（株） 電話料2633282-00043

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年4月1日 13,787,020

ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
随意契約を行うものである。（災害対策基本法に基づく指定公共機関と
されているため。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4531 東日本電信電話（株） 電話料2633282-00074

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年4月1日 4,467,280

ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
随意契約を行うものである。（災害対策基本法に基づく指定公共機関と
されているため。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4532 東日本電信電話（株） 電話料2633282-00124

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年4月1日 2,266,865

ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
随意契約を行うものである。（災害対策基本法に基づく指定公共機関と
されているため。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4533 東日本電信電話（株） 電話料2633282-00129

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年4月1日 1,707,954

ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
随意契約を行うものである。（災害対策基本法に基づく指定公共機関と
されているため。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4534 東日本電信電話（株） 電話料2635388-00001

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年4月1日 1,694,394

ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
随意契約を行うものである。（災害対策基本法に基づく指定公共機関と
されているため。）
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4535 日本郵政公社 郵便料02387-0000370-00

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年4月1日 3,348,137
信書は日本郵政公社のみしか配達できないため、日本郵政公社と随意
契約を行うものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4536 首都高速道路（株） 別納通行料金

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年4月1日 1,427,292
当該通行料の支払いは、当該有料道路の管理会社と随意契約により行
うものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4537 中日本高速道路（株） 有料道路別納通行料金

大寺伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町
13番2号

平成17年4月1日 1,952,228
当該通行料の支払いは、当該有料道路の管理会社と随意契約により行
うものである。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4538 （株）埼玉新聞社 Ｈ１７二瀬ダム事業新聞掲載業務
大嶋光男
関東地方整備局二瀬ダム管理所
埼玉県秩父市大滝3875-1

平成17年9月26日 4,515,000

本業務は、二瀬ダムの実状と効果、利根川水系・荒川水系流域全体の
現状、課題等について埼玉県民に広報するものである。本業務において
広報するダム事業および河川整備事業は、地域の生活に深く根ざして
いるものであり、これらを広報するためには、流域全体にわたる地域の
実情を正確に把握している必要がある。左記業者は、地域に密着した情
報収集能力を有している埼玉県唯一の地方新聞発行者である。よって
左記業者と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項　予
決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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4539
日本オーチス・エレベータ（株）北
関東支店

昇降設備点検整備業務
大嶋光男
関東地方整備局二瀬ダム管理所
埼玉県秩父市大滝3875-1

平成17年4月1日 1,701,000

本業務は、労働安全衛生法に基づいて行うものであり、本設備を良好な
状態に保持し、常に安全を確保するために行うものである。本昇降設備
は一般のビル用エレベータと異なり、ダムの特性に応じシステム制御、
センサー故障時の危機回避など各部に独自の技術が採用されている事
から、本業務を実施するにあたっては点検整備の実績だけではなく本設
備の構造や機能に精通した知識が必要である。左記業者は本設備の設
置施工業者であり、本設備の品質、信頼性の維持を確保することができ
る唯一の者である。よって左記業者と随意契約を行うものである。（会計
法第２９条の３第４項　予算決算及び会計令第１０２条の４項の３）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（競争入札に移行することで検討）

4540
栃木ゼロックス（株）
栃木県宇都宮市東宿郷6-1-7

電子複写機賃貸借料及び保守料

池杉文昭
関東地方整備局宇都宮営繕事務所
栃木県宇都宮市桜5-1-13
宇都宮地方合同庁舎5Ｆ

平成17年7月11日 536,459
当初、賃貸借期間を三年として選定された継続年度であるため、随意契
約を行うものである。（会計法29条の3第4号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成２０年度以降において当該事
務・事業の委託等を行わないもの
（平成２１年度より、国庫債務負担行
為を計上））

単価契約

4541 東日本電信電話（株） 事務所電話料
竹内清文
渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町661-3

平成17年4月13日 1,330,859
ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
に随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４号予算決算及び
会計令第１０２条の４第１３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4542 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 携帯電話料
竹内清文
渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町661-3

平成17年4月13日 1,967,181
（株）ＮＴＴドコモは他社より通信可能エリアが広く、災害対応を考慮して
（株）ＮＴＴドコモと随意契約を行うものである。(会計法第２９条の３第４号
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4543 足利ガス（株） 事務所ガス使用量
竹内清文
渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町661-3

平成17年4月25日 4,649,733
当該地域で唯一の一般ガス事業者と随意契約を行うものである。（会計
法第２９条の３第４号予算決算及び会計令第１０２条の４第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4544
日本郵政公社横浜中央郵便局共通事
務センター

後納郵便料
竹内清文
渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町661-3

平成17年5月11日 1,202,590
信書は日本郵政公社のみしか配達できないため、日本郵政公社と随意
契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４号予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4545 日本自動機工（株） H17蓮台寺川伏越ゲート設備修繕
竹内清文
渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町661-3

平成18年3月1日 966,000

各機器は一連で制御されており、今回の修繕に伴い、設備全体の動作
確認、調整及び再設定が必要となるため、本修繕については既設設備
を施工した当該業者以外では施工を行うことは不可能であり、また、他
の業者が施工をおこない不具合が生じた場合はその責任範囲が不明確
となるため、既設の設備を施工した下当該者と随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４号予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より移行）

4546 （株）下野新聞社
防災・減災フォーラム2005開催運営
業務

竹内清文
渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町661-3

平成17年7月12日 4,830,000

本業務の実施にあたっては、栃木県民を対象として実施するものであ
り、平成１０年の那須水害、昭和２２年のカスリーン台風による足利市内
の被災など、栃木県内の災害の歴史、河川の整備状況、地域防災活動
等についての知識を十分有するとともに、それらに関する文献や記録等
幅広い情報を把握し、地元に幅広い人脈がある等地域に精通している
ことが必要である。また、本フォーラムやそれに関する広報としては、地
域との密着、情報収集・企画能力と広報効果の観点から、地方紙を用い
た広報手段が も適切であると判断し、栃木県唯一の地方紙である上
記業者を広報媒体として選定した。以上のことから、本業務を適切かつ
効率的に行えるのは、上記業者以外にはなく、競争に付することができ
ない。（会計法第２９条の３第４号予算決算及び会計令１０２条の４第３
号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4547 （株）下野新聞社 利根川水系流域新聞掲載広報業務
竹内清文
渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町661-3

平成17年8月3日 5,880,000

本業務の実施にあたっては、地域の全体像を正確に把握し、かつ、栃木
県内に広く情報発信するためには、それぞれの地域の特性、洪水等の
歴史、地域住民の意識等の知識を十分有するとともに、それらに関する
文献や記録等幅広い情報を把握し、地元に幅広い人脈がある等地域に
精通していることが必要である。今回、利根川水系における防災・減災
を広報するにあたっては、地域に密着した情報収集・企画能力と広報効
果の観点から、地方紙を用いた広報手段が も適切であると判断し、栃
木県唯一の地方紙である上記業者を広報媒体として選定した。　（会計
法第２９条の３第４号予算決算及び会計令１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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4548 古河産機システムズ（株）営業本部
H17松木山腹工昇降設備点検整備業
務

竹内清文
渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町661-3

平成17年7月25日 5,964,000

本業務の実施にあたっては、同種、同規模の昇降設備システム及び各
センサー類に関する十分な知識と豊富な意見を有し、各種基準・設備仕
様等に精通した技術者が必要である。古河産機システムズ株式会社
は、本設備を開発・製作・据付を行った業者であり、十分な知識と豊富な
経験及び各種基準、設備仕様等に精通した技術者がおり、当該設備の
機械特性を熟知した唯一の業者である。（会計法第２９条の３第４号予
算決算令及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4549
三菱電機ビルテクノサービス（株）
関越支社

昇降機保守点検業務
竹内清文
渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町661-3

平成17年4月1日 869,400

当該業者は当該昇降設備を施工し、設備の細部まで熟知し、また高度
な専門技術、豊富な経験実績等を有し、他の業者に比べ的確な保守な
らびに安全管理が確保される。（会計法第２９条の３第４号予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4550 セコム（株） 事務所・佐野・足利防犯管理業務
竹内清文
渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町661-3

平成17年4月1日 2,205,000

本業務を履行するにあたり既に上記業者の製品である防犯管理システ
ム（佐野ＳＥＣＯＭ－ＤＸシステム）の機器が設置してあるが、同システム
は上記業者のみ運用可能であり、また、上記業者による常時監視が確
保されて確実な業務の履行が確保されるものである。そのためには、上
記業者と引き続き契約することが必要である。また、上記業者は、現在
履行中の同業務について誠実に履行しており、上記業者を変更する必
要はない。（会計法第２９条の３第４号予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4551 セコム上信越（株） 桐生・大間々防犯管理業務
竹内清文
渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町661-3

平成17年4月1日 655,200

本業務を履行するにあたり既に上記業者の製品である防犯管理システ
ム（桐生ＳＥＣＯＭ－ＭＸシステム及び大間々ＳＥＣＯＭ－ＤＸシステム）
の機器が設置してあるが、同システムは上記業者のみ運用可能であり、
また、上記業者による常時監視が確保されて確実な業務の履行が確保
されるものである。そのためには、上記業者と引き続き契約することが必
要である。また、上記業者は、現在履行中の同業務について誠実に履
行しており、上記業者を変更する必要はない。（会計法第２９条の３第４
号予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4552 北関東綜合警備保障（株） 足尾砂防出張所防犯管理業務
竹内清文
渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町661-3

平成17年4月1日 611,100

現在、足尾町内において防犯機器を設置した場合、事故が発生し現場
に急行する際、警備業法上における警備員及び待機所等を配置してい
る業者は他社にはいない。また、足尾町内は山間地域のため機械警備
を利用した防犯管理を行っている業者は当該業者のみである。（会計法
第２９条の３第４号予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4553
日本無線（株）ソリューション営業
部

河川情報システム１式改修
竹内清文
渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町661-3

平成18年2月22日 997,500

当該の河川情報システムは、発注時の設計図書を元に施工業者が保
有している独自の設計技術及び機材から製作されたものであり、当該改
修に係わるデータの解析並びに機器調整等の技術についても製造業者
固有のものである。従って、当該業者が本業務に係る改修等を適切に
行うことが出来る唯一の業者である。（会計法第２９条の３第４号予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4554
日本無線（株）ソリューション営業
部

土砂災害情報システム１式改修
竹内清文
渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町661-3

平成18年2月7日 997,500

当該の土砂災害システムは、発注時の設計図書を元に施工業者が保
有している独自の設計技術及び機材から製作されたものであり、当該改
修に係わるデータの解析並びに機器調整等の技術についても製造業者
固有のものである。従って、当該業者が本業務に係る改修等を適切に
行うことが出来る唯一の業者である。（会計法第２９条の３第４号予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4555
日本無線（株）ソリューション営業
部

土砂災害情報システム１式改修（そ
の２）

竹内清文
渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町661-3

平成18年3月3日 840,000

当該の土砂災害システムは、発注時の設計図書を元に施工業者が保
有している独自の設計技術及び機材から製作されたものであり、当該改
修に係わるデータの解析並びに機器調整等の技術についても製造業者
固有のものである。従って、当該業者が本業務に係る改修等を適切に
行うことが出来る唯一の業者である。（会計法第２９条の３第４号予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4556 朝日航洋（株） 航空機「あおぞら号」維持管理業務
渡辺和足
関東地方整局埼玉県さいたま市新都
心2番地1

平成17年4月1日 180,100,000

航空法に規定された事業用操縦士の資格を保有し、かつ国土交通省航
空局が定めるベル式２１４ＳＴ型ヘリコプターについて技能認定を保有す
る操縦士を履行期間の毎日、２名確保できる態勢にあることが必要であ
る。上記業者は、ヘリコプターの運航、管理、整備、修繕を業務としてお
り、上記の操縦士を２名以上確保している唯一の業者である。（会計法
第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より移行）
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4557 朝日航洋（株） 航空機「あおぞら号」運航業務
渡辺和足
関東地方整局埼玉県さいたま市新都
心2番地1

平成17年4月1日 17,823,492

航空法に規定された事業用操縦士の資格を保有し、かつ国土交通省航
空局が定めるベル式２１４ＳＴ型ヘリコプターについて技能認定を保有す
る操縦士を履行期間の毎日、２名確保できる態勢にあることが必要であ
る。上記業者は、ヘリコプターの運航、管理、整備、修繕を業務とし、上
記の操縦士を２名以上確保している唯一の業者である。（会計法第２９
条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4558 朝日航洋（株） 航空機「みちのく号」運航業務
渡辺和足
関東地方整局埼玉県さいたま市新都
心2番地1

平成17年6月9日 1,003,991

特に災害時における迅速かつ確実な運航体制が確保されなければなら
ず、運航業務と維持管理業務が別々の受託者であると運航にあたり機
体の引渡等、迅速且つ確実な運航体制に著しい支障を生じる。本航空
機の維持管理業務は、東北地方整備局長より、朝日航洋株式会社に委
託されたところである。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4559 群馬リコー（株） 電子複写機賃貸借（その２）
仲川博雄
利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成17年7月1日 1,412,038

平成１7年6月３0日で契約が満了する電子複写機（モノクロ機）賃貸借と
平成１８年３月３１日で契約が満了する電子複写機（カラー）賃貸借につ
いて平成１８年度は一括で、一般競争入札に付す予定であり、それまで
の期間、電子複写機（モノクロ機）賃貸借を当該業者と継続して契約する
事が技術・経済両面において も効果的であるため随意契約をするもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成２１
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4560 （株）たけのうち電器 勤務時間管理システム作成業務
仲川博雄
利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成18年1月31日 957,391

当該業者はこの勤務時間管理システムを独自に開発しており、関東地
方整備局管内の複数の事務所への納入実績もあり、既存システムに新
たに当事務所勤務時間管理に対応したシステムを追加し作成すること
によって、経済性の面からもゆうりであるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4561 中日本高速道路（株） 通行料
仲川博雄
利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成18年9月1日 2,373,688
当該通行料の支払いは、当該有料道路の管理会社と随意契約により行
うものである（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4562 （株）上毛新聞社 水源地を訪ねる掲載業務
仲川博雄
利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成17年7月21日 2,100,000

利根川の水源地で暮らし水源地の振興・活性化に取り組む人々に対す
るインタビューや、上下流交流や水源地域発展への取り組み等を雑誌
に掲載し、水源地域の魅力と利根川で結ばれた上下流交流促進を喚起
していくものである。そのためには、水源地である群馬県及び下流県の
知識層の人たちに広く理解をえることが必要である。本業務の実施に
あったっては、利根川の水源である群馬県の水源地域を熟知しているこ
とが不可欠であるとともに、広報実績も不可欠である。そのためには、群
馬県に関心や興味がある人たちが購入できる雑誌に掲載して、下流都
県にまで広く広報されていることが重要である。（株）上毛新聞社は、「地
域の物語」をキャッチフレーズにした雑誌「上州風」を２１刊発行してい
る。この雑誌の購読者は、群馬県出身者を中心に全国のオピニオンリー
ダー５００人余りと知識層の一般購読者が占めている。また上毛新聞社
はきめ細やかな産業・歴史・文化等の情報及び知識を蓄積しており、こ
れまでに「ぐんまの川と道その姿にふれる」「ぐんまの川」等の水源地域
に関する数々の書物を発行している。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4563 株式会社拓和
矢木沢ダム地先雪重量計保守点検業
務

仲川博雄
利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成17年5月25日 367,500
機器の製造設置を行い、一般に汎用性のない特殊な機器であるため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より競争入札に移行す
ることで検討）

4564 株式会社拓和
矢木沢ダム地先雪重量計保守点検業
務

仲川博雄
利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成17年5月25日 367,500
機器の製造設置を行い、一般に汎用性のない特殊な機器であるため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より競争入札に移行す
ることで検討）

4565 アンリツ(株)
所内ネットワークスイッチ設定変更
業務

仲川博雄
利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成17年11月16日 301,350
設定変更にあたり既設のネットワーク設定を熟知していることが必要不
可欠であるため（会計法第２９条の３第４項）

問題があるもの
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（競争入札に移行することで検討）

4566 建電設備(株) 受変電設備修繕
仲川博雄
利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成18年1月4日 4,935,000
現状のままでは事故の発生が懸念されるため（会計法第２９条の３第４
項）

問題があるもの
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（競争入札に移行することで検討）
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4567 日本無線(株) 河川情報システム改修業務
仲川博雄
利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成18年3月1日 10,815,000
改修にあたり「知的所有権の保護」に関わる情報が必要不可欠であるた
め（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4568 日本無線(株) 多重無線通信装置修繕
仲川博雄
利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成18年2月8日 2,415,000
修繕にあたり「知的所有権の保護」に関わる情報が必要不可欠であるた
め（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4569 長野リコー（株） 電子複写機賃貸借及び保守
長谷川正彦
関東地方整備局長野営繕事務所
長野県長野市早苗町50-3

平成17年4月1日 147,273
賃貸借期間を３年としてＨ１４年度に契約したもの。現使用機器で業務に
支障がなく、保守等に迅速に対応できるため。（会計法第２９条の３第４
項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成２０
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4570 長野リコー（株） 電子複写機賃貸借及び保守
長谷川正彦
関東地方整備局長野営繕事務所
長野県長野市早苗町50-3

平成17年7月1日 181,514

賃貸借期間を３年としてＨ１４年度に契約したもの。現使用機器で業務に
支障がなく、保守等に迅速に対応できるため入札手続きに要する期間
当該業者と随意契約を行う。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２
条の４第４号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成２０
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4571 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 電話料

笛田俊治
関東地方整備局湯西川ダム工事事務
所
日光市西川164

平成17年4月1日 2,530,938
通話エリアの地域的な理由により供給することが唯一可能な業者である
（会計法２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4572 （株）下野新聞社
「森と湖に親しむ旬間」新聞広告掲
載

笛田俊治
関東地方整備局湯西川ダム工事事務
所
日光市西川164

平成17年6月23日 711,375
広く県民に理解を求めるためには県内 大の発行部数を誇る当該業者
でなければ目的を達成できない（会計法２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4573
中日本高速道路（株）横浜支社経理
チームリーダー

通行料

笛田俊治
関東地方整備局湯西川ダム工事事務
所
日光市西川164

平成17年10月20日 1,077,775 履行することが唯一可能な業者である（会計法２９条の３第４号） その他 随意契約によらざるを得ないもの

4574 東日本電信電話（株） 電話料

笛田俊治
関東地方整備局湯西川ダム工事事務
所
日光市西川164

平成17年4月18日 1,666,210
災害時有線回線を所有しているため供給することが唯一可能な業者で
ある（会計法２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4575 栃木県道路公社 通行券購入

笛田俊治
関東地方整備局湯西川ダム工事事務
所
日光市西川164

平成17年7月25日 1,140,000 供給することが唯一可能な業者である（会計法２９条の３第４号） その他 随意契約によらざるを得ないもの

4576 日本技術開発（株）　東京支社
付替県道２４号橋上部工事設計・施
工技術連絡業務

笛田俊治
関東地方整備局湯西川ダム工事事務
所
日光市西川164

平成17年5月10日 126,000 履行することが唯一可能な業者である（会計法２９条の３第４号） 見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4577 （株）サイサン プロパンガス

笛田俊治
関東地方整備局湯西川ダム工事事務
所
日光市西川164

平成17年4月1日 199,099
地理的理由により供給することが唯一可能な業者である（会計法２９条
の３第４号）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

単価契約

4578 富士ゼッロクス（株） 大型図面複写機の保守

笛田俊治
関東地方整備局湯西川ダム工事事務
所
日光市西川164

平成17年4月1日 283,733 履行することが唯一可能な業者である（会計法２９条の３第４号） 見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

単価契約

4579 富士ゼッロクス（株）
大型図面複写機のコントローラーの
保守

笛田俊治
関東地方整備局湯西川ダム工事事務
所
日光市西川164

平成17年4月1日 51,240 履行することが唯一可能な業者である（会計法２９条の３第４号） 見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

単価契約
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4580 日立キャピタル（株） 大型図面複写機賃貸借

笛田俊治
関東地方整備局湯西川ダム工事事務
所
日光市西川164

平成17年4月1日 721,560
当初競争契約でリース契約を締結し、 終年度契約（会計法２９条の３
第４号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１９年
度より移行予定）

単価契約

4581 日立キャピタル（株）
大型図面出力用コントローラー賃貸
借

笛田俊治
関東地方整備局湯西川ダム工事事務
所
日光市西川164

平成17年4月1日 297,360
当初競争契約でリース契約を締結し、 終年度契約（会計法２９条の３
第４号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１９年
度より移行予定）

単価契約

4582
（社）栃木県公共嘱託登記土地家屋
調査士協会理事長鈴木哲人

嘱託登記業務委託

笛田俊治
関東地方整備局湯西川ダム工事事務
所
日光市西川164

平成17年4月1日 2,000,673

本業務を遂行するにあたっては、不動産の表示に関する登記の専門的
な知識と土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士の資格を有し、短
期間に大量の業務を処理できる能力が必要である。本業務を適切かつ
迅速に遂行できる能力を有する者として、（社）栃木県公共嘱託土地家
屋調査士協会が 適である。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4583 八木沢　享一 今市借上宿舎賃貸料

笛田俊治
関東地方整備局湯西川ダム工事事務
所
日光市西川164

平成17年4月1日 10,068,000
地理的理由により供給することが唯一可能な業者である（会計法２９条
の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4584 （株）とちぎテレビ Ｈ１７日光砂防映像広報業務
田井中治
関東地方整備局日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面2390

平成17年12月8日 14,070,000

本業務は、砂防事業が地域内の自然環境の保全や、世界遺産をはじめ
とする地域の維持、発展に寄与してきたことを、視聴的効果の高い映像
で、その効果を広く県民に周知し、砂防事業の必要性を広報することを
目的とする。契約業者は、栃木県唯一の地方テレビ局であり、開局以
来、栃木県の広報番組を手がけ広く県民の視聴習慣に安定した存在で
ある。また、多くの行政番組の制作・放送をしており、その業績には定評
があるため。（会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4585 （株）下野新聞社 Ｈ１７鬼怒川流域新聞掲載広報業務
田井中治
関東地方整備局日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面2390

平成17年8月23日 5,880,000

本業務は、「防災・減災」をテーマとし、鬼怒川流域における、現状、課
題、解決の方向性、及び国、県、市町村、地域住民の各々が果たす役
割等を広く栃木県民に広報する。今回、当流域における防災・減災を広
報するにあたり、地域に密着した情報収集・企画能力と、広報効果の観
点から栃木県唯一の地方紙である契約業者が も適切な広報媒体であ
ると判断し、選定した。（会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の
４第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4586 （株）下野新聞社 Ｈ１７日光砂防環境広報業務
田井中治
関東地方整備局日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面2390

平成17年11月7日 4,294,500

本業務の履行にあたっては、生活者の視点で地域の生活にしっかり根
ざした新聞として、地域行政はもとより、きめ細やかなネットワークを生
かした、さまざまな県内のニュース等をくまなく掌握・分析し、正確で示唆
に富む報道を続けるなど読者に高い信頼と評価が得られていることが不
可欠であり、契約業者は、栃木県の地方紙として発行部数で県内では
他紙を大きくリードしており、過去の業務においても一定の成果をあげて
いる。（会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4587 （株）下野新聞社
「Ｈ１７土砂災害防止月間」日光砂
防広報業務

田井中治
関東地方整備局日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面2390

平成17年5月20日 3,286,500

本業務の履行にあたっては、生活者の視点で地域の生活にしっかり根
ざした新聞として、地域行政はもとより、きめ細やかなネットワークを生
かした、さまざまな県内のニュース等をくまなく掌握・分析し、正確で示唆
に富む報道を続けるなど読者に高い信頼と評価が得られていることが不
可欠であり、契約業者は、栃木県の地方紙として発行部数で県内では
他紙を大きくリードしており、過去の業務においても一定の成果をあげて
いる。（会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4588 富士通（株）
Ｈ１７日光幹線系光ネットワーク設
定調整業務

田井中治
関東地方整備局日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面2390

平成17年11月1日 2,079,000

日光砂防事務所の幹線系ネットワークをマイクロ回線から光回線に切り
換えにあたり、既存のネットワークシステム等の設定変更及び総合調整
を行う。契約業者はこれらのシステムを構築しネットワークの構成、セ
キュリティ対策、及びアドレス付与の考えを熟知している唯一の業者で
ある。（会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの
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4589 北関東綜合警備保障（株）
Ｈ１７日光砂防事務所庁舎防犯管理
業務

田井中治
関東地方整備局日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面2390

平成17年4月1日 567,000
契約業者は官庁関係の庁舎防犯業務に実績があり、前年度においても
本業務を実施し良好であった。また警報機器も備え付けてあり経費の削
減にもなる。（会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4590 （株）赤川索道 大事沢ケーブルクレーン補修
田井中治
関東地方整備局日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面2390

平成17年7月1日 6,615,000
契約業者は当該ケーブルクレーンを開発・設置しており、設備の構造に
精通している。以上により張力計の制作・設置ができる唯一の業者であ
る。（会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4591 （株）栃木放送
Ｈ１７大谷川・鬼怒川フォトコンテ
スト広報業務

田井中治
関東地方整備局日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面2390

平成17年11月1日 262,500
契約業者は地域に密着した情報収集・企画能力を有し幅広い年齢層へ
ラジオ広報ができる唯一の業者のため（会計法２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4592 （株）土屋建築研究所 日光出張所新築工事図面修正業務
田井中治
関東地方整備局日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面2390

平成18年3月6日 693,000
契約業者は日光出張所新築工事乗せ計を行っており構造物の安定計
算、仮設計画、現地条件等を熟知している。（会計法２９条の３第４項及
び予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4593 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 携帯電話料
田井中治
関東地方整備局日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面2390

平成17年4月1日 1,391,649
（株）ＮＴＴドコモは他社より通信可能エリアが広く、災害対応を考慮して
随意契約を行うものである（会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4594 東日本電信電話（株） 電話料
田井中治
関東地方整備局日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面2390

平成17年4月1日 1,078,494
災害時優先回線を所有しているため優先回線を確保するため（会計法２
９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4595 （株）東京設計 Ｈ１７日光砂防資料貸出管理
田井中治
関東地方整備局日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面2390

平成17年5月5日 959,700

本業務は文書管理システムの試行及び利用実態に合わせた改良であ
り、契約業者は前年度において当事務所の文書管理システムを構築
し、システムを熟知しており、また、障害が発生した場合においても迅速
に対応することができる唯一の業者である。（会計法２９条の３第４項及
び予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4596 建電設備（株） 日光砂防電気設備補修業務
田井中治
関東地方整備局日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面2390

平成17年4月27日 14,122,500

本業務は落雷により日光砂防事務所の電気設備及び通信設備が被害
を受け、緊急に設備の点検と補修を実施しなければならない。契約業者
は昨年度に電気通信設備点検業務の実績があり、当事務所の電気通
信設備に精通しているため。（会計法２９条の３第４項及び予決令第１０
２条の４第３号）

見直しの余地があり 競争入札に移行したもの

4597 建電設備（株） 日光砂防避雷設備補修業務
田井中治
関東地方整備局日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面2390

平成18年3月3日 7,035,000

落雷により日光砂防事務所の電気設備及び通信設備が被害を受け、緊
急に設備の機能を回復させたが避雷設備については、仮復旧で運用を
行っている。本業務は、避雷設備を本復旧させるものである。契約業者
は当該設備を構築施工した業者であり、仮復旧を施工した業者であり、
避雷設備の構成及び仮復旧の現状を熟知している。（会計法２９条の３
第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4598 セコム（株） 平成１７年度庁舎安全管理業務
渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成17年4月1日 2,881,620
既にセコム（株）の警報器機が設置されており、経済的合理性の観点等
により随意契約を行うものである。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4599 （株）ニッコクトラスト
平成１７年度関東技術事務所賄い業
務

渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成17年4月11日 1,732,500
平成15年3月26日付で国土交通省共済組合関東地方整備局支部長と
の「経営委託に関する契約」に基づき、食堂運営を委託されているため。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4600 （株）日本経済社 ＩＴＳ展示機器輸送設置作業
渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成18年3月8日 288,750
本装置の製作に携わっており、構造や機能を熟知し輸送・設置に関して
確実かつ安全に作業できる技術と経験を有している唯一の業者である
ため。（会計法第29条の3第4項）

その他
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）
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4601 京葉事務器（株）
平成１７年度電子複写機賃貸借及び
保守（その１）

渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成17年4月1日 1,043,737
一般競争入札により契約当初見積条件を36ヶ月として賃貸借契約（平
成16年4月1日～平成19年3月31日）を結んだ期間の13ヶ月目の機器で
あるため。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成２０
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4602 京葉事務器（株）
平成１７年度電子複写機賃貸借及び
保守（その１）

渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成17年4月1日 4,230,539
一般競争入札により契約当初見積条件を36ヶ月として賃貸借契約（平
成15年4月1日～平成18年3月31日）を結んだ期間の25ヶ月目の機器で
あるため。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１９
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4603 東日本電信電話（株） 電話料
渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成17年4月18日 2,304,858
ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
に随意契約を行うものである。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4604 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 電話料
渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成17年4月25日 2,594,208
（株）ＮＴＴドコモは他社より通信可能エリアが広く、災害対応を考慮して
（株）ＮＴＴドコモと随意契約を行うものである。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4605 京葉瓦斯（株） ガス料
渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成17年4月25日 2,968,350
当該地域で唯一の一般ガス事業者と随意契約を行うものである。（会計
法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4606 千葉県水道局長 水道料
渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成17年4月25日 2,633,246
当該地域で唯一の水道事業者と随意契約を行うものである。（会計法第
29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4607 （株）エイプルジャパン
平成１７年度新技術活用状況閲覧
サーバー保守

渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成17年4月1日 294,000
新技術活用状況閲覧システムの開発を独自に行い、改良も行っている
唯一の者であるため。（会計法第29条の3第4項）

その他
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4608 （株）ディグ 振動装置メンテナンス業務
渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成17年7月19日 416,850
振動装置の製造業者であり、知識及び装置構造を熟知している事から

も的確なメンテナンス及び安全管理ができるため。（会計法第29条の3
第4項）

その他
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4609 （株）日刊建設工業新聞社
建設技術展示館リニューアルオープ
ン広報記事掲載

渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成17年10月12日 945,000
広報効果は土木業界紙の中でもトップクラスであり、本業務を遂行する
知識・経験を有し、円滑な業務を行える唯一の業者であるため。（会計
法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4610 コマツ東京（株）
平成１７年度ホイールクレーン（Ｋ
Ｃ－９０１）車両修繕

渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成18年3月14日 859,740
本クレーン車の転倒防止機構はコマツ東京（株）と関東技術事務所が共
同開発したものであり、製造元でもあるため。（会計法第29条の3第4項）

その他
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4611 コマツ東京（株）
平成１７年度ホイールクレーン（Ｋ
Ｃ－９０１）性能検査および車両点
検整備

渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成17年4月19日 668,990
本クレーン車の転倒防止機構はコマツ東京（株）と関東技術事務所が共
同開発したものであり、製造元でもあるため。（会計法第29条の3第4項）

その他
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4612 ジーエルサイエンス（株）
イオンクロマトグラフ計１台外２点
修繕

渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成17年7月11日 561,225
機器調整において、高度な化学分析の知識を有する技術者で、システ
ムを構築した会社でないと膨大な時間と費用がかかるため。（会計法第
29条の3第4項）

その他
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4613 ジオ・サーチ（株）
平成１７年度路面下空洞探査装置修
繕

渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成18年2月16日 871,500
本装置を設計・製作しており、装置の構造・機能特性等を熟知した唯一
の業者であるため。（会計法第29条の3第4項）

その他
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）
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4614 三菱マテリアルテクノ（株）
Ｈ１７年度流出油回収車運転操作業
務

渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成17年10月12日 567,000
装置を開発し、また、当該装置には特許申請がなされており、構造、機
能を熟知して点検できる唯一の業者であるため。（会計法第29条の3第4
項）

その他
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4615 三菱電機ビルテクノサービス（株） 平成１７年度昇降機保守点検業務
渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成17年4月1日 926,100
昇降機設備を施工し、設備の細部まで熟知しているため も的確な保
守並びに安全管理ができるため。（会計法第29条の3第4項）

その他
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

単価契約

4616
東日本キャタピラー三菱建機販売
（株）

平成１７年度油圧ショベル（０５－
４３９０）修繕

渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成18年3月7日 994,644
油圧ショベルは新キャタピラー三菱（株）と関東技術事務所が共同開発
したものであり、製作元の関連会社であり、特定自主検査を実施した実
績があるため。（会計法第29条の3第4項）

その他
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4617 日本ダイナマット（株） 走行車両重量計１式修繕
渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成18年2月8日 115,500
本機器の唯一の製造元かつ納入業者であり、部品も保有しているため。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4618 日本ダイナマット（株） 走行車両重量計１式点検
渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成17年8月29日 661,500
本機器の唯一の製造元かつ納入業者であり、部品も保有しているため。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4619 （株）ウィルコム 情報通信料
渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成17年11月16日 60,436
定額の料金サービスを行っているため、経済的合理性の観点等により
随意契約を行うものである。（会計法第29条の3第4項）

その他
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4620 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 特定接続使用料
渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成17年4月25日 189,000
（株）ＮＴＴドコモは他社より通信可能エリアが広く、災害対応を考慮して
（株）ＮＴＴドコモと随意契約を行うものである。（会計法第29条の3第4項）

その他
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4621 （株）モバイルメディアネット 衛星回線使用料
渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成17年5月20日 1,788,402
衛星回線を使用するにあたり唯一の者であるため随意契約を行うもので
ある。（会計法第29条の3第4項）

その他
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4622 （株）丸電 構内監視設備改修（その２）業務
渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成18年2月20日 525,000
本設備は、（株）丸電が独自に設計・製作していることから、改修作業を
行える唯一の業者であるため。（会計法第29条の3第4項）

その他
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4623 （株）丸電 構内監視設備改修業務
渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成17年12月19日 682,500
本設備は、（株）丸電が独自に設計・製作していることから、改修作業を
行える唯一の業者であるため。（会計法第29条の3第4項）

その他
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4624 （株）東京設計
平成１７年度映像資料館サーバ保守
点検業務

渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成17年6月2日 777,000
本システムを開発し、その後の改良も行っているため。（会計法第29条
の3第4項）

その他
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4625 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） フレームリレーサービス
渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成17年4月25日 3,914,430
ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
に随意契約を行うものである。（会計法第29条の3第4項）

その他
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4626 アンリツ（株）
オシロスコープ１台ほか９点校正業
務

渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成17年11月28日 537,600
本測定器は、アンリツ（株）が独自に設計・製作していることから、本業務
を行える唯一の業者であるため。（会計法第29条の3第4項）

その他
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）
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4627 アンリツ（株） スペクトラムアナライザ１台修繕
渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成18年1月26日 384,825
本測定器は、アンリツ（株）が独自に設計・製作されたものであり、修繕
を行える唯一の業者であるため。（会計法第29条の3第4項）

その他
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4628 安達電気（株） 出退表示設備改修業務
渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成18年2月14日 964,341
本設備は、安達電気（株）が独自に設計・製作していることから、改修作
業を行える唯一の業者であるため。（会計法第29条の3第4項）

その他
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4629 松下電器産業（株） 映像表示設備調整業務
渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成17年9月7日 300,300
本設備は、松下電器産業（株）が独自に設計・製作していることから、調
整等を行える唯一の業者であるため。（会計法第29条の3第4項）

その他
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4630 東日本電信電話（株） ＡＤＳＬ使用料
渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成17年4月25日 62,868
ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
に随意契約を行うものである。（会計法第29条の3第4項）

その他
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4631 日本レコードマネジメント（株）
平成１７年度新聞情報閲覧システム
改良業務

渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成18年2月7日 966,000
本システムの開発に携わっており、設計・プログラムに至る全作業を一
貫して手がけており、的確に改良を行うことができる唯一の業者である
ため。（会計法第29条の3第4項）

その他
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4632 日本情報システム（株）
平成１７年度Ｃ／Ｓ業務管理システ
ムサーバ賃貸借

渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成17年4月1日 3,297,420
一般競争入札により平成14年8月1日付で賃貸借契約を行い、契約条件
で賃貸借予定期間を48ヶ月としており、今回その期間に含まれるため。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

単価契約

4633 日本無線（株） ＷＡＮ設備改修業務
渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成17年11月4日 819,000
本設備は、日本無線（株）が独自に設計・製作していることから、改修作
業を行える唯一の業者であるため。（会計法第29条の3第4項）

その他
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4634 日本無線（株） 情報電送装置１台修繕
渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成18年3月17日 861,000
本設備は、日本無線（株）が独自に設計・製作されたものであり、修繕を
行える唯一の業者であるため。（会計法第29条の3第4項）

その他
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4635 日本無線（株） 船橋ＬＡＮ設備改修（その１）業務
渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成17年12月19日 973,350
本設備は、日本無線（株）が独自に設計・製作していることから、改修作
業を行える唯一の業者であるため。（会計法第29条の3第4項）

その他
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4636 日本無線（株） ＬＡＮ設備改修（その１）業務
渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成17年7月4日 729,750
本設備は、日本無線（株）が独自に設計・製作しているため。（会計法第
29条の3第4項）

その他
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4637 八木アンテナ（株） 空中線設備修繕
渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成18年1月19日 633,150
本設備は、八木アンテナ（株）が独自に設計・製作していることから、修
繕作業を行える唯一の業者であるため。（会計法第29条の3第4項）

その他
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4638 富士通（株） 船橋ＬＡＮ設備改修（その２）業務
渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成17年12月19日 701,400
本設備は、富士通（株）が独自に設計・製作していることから、改修作業
を行える唯一の業者であるため。（会計法第29条の3第4項）

その他
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4639 富士通（株） ＬＡＮ設備改修（その２）業務
渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成17年7月4日 672,000
本設備は、富士通（株）が独自に設計・製作しているため。（会計法第29
条の3第4項）

その他
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）
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4640 富士電機システムズ（株） 受変電設備整備業務
渡辺和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成17年10月27日 997,500
本設備は、富士電機システムズ（株）が独自に設計・製作していることか
ら、改修作業を行える唯一の業者であるため。（会計法第29条の3第4
項）

その他
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4641 日本電気（株）関東信越支社 ＣＡＭＳシステム管理業務

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月14日 40,509,000

本業務は国の会計業務を扱う基幹システムの管理運用を行うものであ
るが、本業者はその開発元であり、予算執行や支払事務に支障を来さ
ないよう、各種問合せや障害発生時に迅速かつ正確に対応するには、
自前で検証用の開発環境を有し、国の会計業務、システムの内部仕様
（特に財務省の会計システムであるＡＤＡＭＳとの連携仕様）、整備局間
の運用の相違を熟知していることが必要不可欠であり、委託先として唯
一の者である本業者と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３
第４項、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１
３条

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4642 ＫＤＤＩ（株） 電話料金（５月分）外２１件

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 3,452,899
広範囲な通信エリアを確保するため、（株）エヌ・ティ・テイ・ドコモに次ぐ
大手２社と随意契約を行うものである

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4643 東日本電信電話（株）埼玉支店 ４月分　船橋寮電話料外６５件

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 5,742,453
ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
に随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０
２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4644
日本郵政公社　横浜中央郵便局　共
通事務センター

平成１７年４月分後納郵便料　　外
５９件

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 10,811,100
信書は日本郵政公社のみしか配達できないため、日本郵政公社と随意
契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4645 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
通報回線料（４月～５月）　　　外
４６件

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 16,498,445

本契約においては、平常時及び災害時の通信確保が行える信頼性のあ
るネットワークを保有しており、通信可能エリアが広く、災害対応が考慮
されているため同社と随意契約を行うものである。（会計法２９条の３第４
項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4646 （株）中国サンネット
平成１７年度パイロットシステム管
理業務委託

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 2,625,000

本業務は、関東地方整備局等において開発した「パイロットシステム」
（給与計算・控除システム）に係るシステム管理、障害発生時の鯨飲調
査・復旧作業、通常使用する上でのプログラムの修正・改良等に関する
業務を実施するものである。
本業務の履行にあたり、パイロットシステムの各プログラム、データ構
成、処理形態等について熟知していないと、データの入出力の不都合や
これまでに蓄積してきたデータに異常が発生したりトラブルを生じさせる
恐れがあり、効率よくシステムを修正出来ないばかりか、給与の支給が
遅れる事態になる恐れがある。
左

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4647 （株）中国サンネット
平成１７年度管理情報システムデー
タ整備業務委託

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年7月1日 8,400,000

既存システムの改良が必要であって当該システムの著作者人格権の同
一性保持権を有しており、かつ個人情報保護の観点から情報の守秘に
ついて実績があるため（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4648 （株）中国サンネット
平成１７年度管理情報システム改良
業務委託

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成18年1月18日 4,620,000

既存システムの改良が必要であって当該システムの著作者人格権の同
一性保持権を有しており、かつ個人情報保護の観点から情報の守秘に
ついて実績があるため（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4649 （株）カントー
電子複写機１０台賃貸借及び保守
（本局）

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 5,210,873

当該複写機の導入に関しては、平成16年6月21日一般競争入札により、
（株）カントーと賃貸借契約を締結したものであり、既存製品の賃貸借等
を行えるのは当該業者しかいない。よって当該業者と随意契約を締結す
るものである。（会計法第29条の3第４項予決令第102条の4第３号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１９
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約
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4650 （株）カントー 電子複写機１２台賃貸借（本局）

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 7,981,215

当該複写機の導入に関しては、平成16年6月21日一般競争入札により、
（株）カントーと賃貸借契約を締結したものであり、既存製品の賃貸借等
を行えるのは当該業者しかいない。よって当該業者と随意契約を締結す
るものである。（会計法第29条の3第４項予決令第102条の4第３号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成２１
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4651 （株）アイアイジェイテクノロジー インターネット閲覧運用

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 1,719,900
WTO一般競争で契約する社のサービス開始までの準備期間の随意契
約

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4652
（株）インターネットイニシアティ
ブ

インターネット情報発信・提供業務
（その１）

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 7,830,900
WTO一般競争で契約する社のサービス開始までの準備期間の随意契
約

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4653 ＮＥＣリース（株）
関東地建ＡＴＭルータ１式賃貸借
（その１）

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 2,898,000 WTO一般競争により特定した賃貸借契約 見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成２０年度より、国庫債務負担行
為を計上）

4654 ＮＥＣリース（株）
関東地建ＡＴＭルータ１式賃貸借
（その２）

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 170,472 少額随意契約賃貸借 見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成２０年度より、国庫債務負担行
為を計上）

4655
センチュリー・リーシング・システ
ム（株）

関東地建ＡＴＭルータ１式賃貸借
（その３）

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 409,248 少額随意契約賃貸借 見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成２０年度より、国庫債務負担行
為を計上）

4656 東芝ソリューション（株）
総合文書管理及び電子公文書システ
ムサーバ賃貸借

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 13,837,824 WTO一般競争により特定した賃貸借契約 見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成２０年度より、国庫債務負担行
為を計上）

4657 東芝ソリューション（株）
Web型用地補償及びCCMSシステム
サーバ賃貸借

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 26,460,000 WTO一般競争により特定した賃貸借契約 見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成２０年度より、国庫債務負担行
為を計上）

4658 東芝ソリューション（株）
関東地方整備局行政情報システム運
用保守業務委託（その１）

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 27,825,000
WTO一般競争による契約手続きを行ったが、競争参加資格を満たす社
の参加が無かったことに起因する、再契約手続き期間の随意契約

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4659 東芝ファイナンス（株）
Ｗｅｂ版Ｃ/Ｓ業務管理システム
サーバ賃貸借

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 16,628,104 WTO一般競争により特定した賃貸借契約 見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成２２年度より、国庫債務負担行
為を計上）

4660 東芝ファイナンス（株）
Ｗｅｂ版Ｃ/Ｓ業務管理システム
サーバ賃貸借（その２）

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成18年3月22日 138,582 WTO一般競争により特定した賃貸借契約 見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成２２年度より、国庫債務負担行
為を計上）

4661 東芝ファイナンス（株） ＣＡＭＳサーバ賃貸借

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 19,895,400 WTO一般競争により特定した賃貸借契約 見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成２２年度より、国庫債務負担行
為を計上）

4662 東芝ファイナンス（株）
オンライン申請個別業務システム
サーバ賃貸借

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 14,011,200 WTO一般競争により特定した賃貸借契約 見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成２２年度より、国庫債務負担行
為を計上）
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4663 東芝ファイナンス（株） TECRIS/CORINSサーバ賃貸借

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 14,263,200 WTO一般競争により特定した賃貸借契約 見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成２３年度より、国庫債務負担行
為を計上）

4664 日本情報システム（株） Proxyサーバ賃貸借

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 3,271,716 一般競争により特定した賃貸借契約 見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成２２年度より、国庫債務負担行
為を計上）

4665 日本電気（株）関東信越支社 ＣＲＭＳサーバ賃貸借

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 17,713,080 WTO一般競争により特定した賃貸借契約 見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成２２年度より、国庫債務負担行
為を計上）

4666 日本電気（株）関東信越支社 ファイル・プリンタサーバ賃貸借

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 16,054,500 WTO一般競争により特定した賃貸借契約 見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成２２年度より、国庫債務負担行
為を計上）

4667 日本電気（株）関東信越支社
ファイル・プリンタサーバ賃貸借
（その２）

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成18年2月24日 298,473 WTO一般競争により特定した賃貸借契約 見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成２２年度より、国庫債務負担行
為を計上）

4668 日本電気（株）関東信越支社 Ｃ/Ｓサーバ賃貸借

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 21,042,000 WTO一般競争により特定した賃貸借契約 見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成２０年度より、国庫債務負担行
為を計上）

4669 富士ゼロックス（株） ネットワークプリンタ賃貸借

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 83,265,133 WTO一般競争により特定した賃貸借契約 見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成２０年度より、国庫債務負担行
為を計上）

4670 富士通（株）
関東管内情報通信ネットワークほか
改修

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年10月19日 101,850,000

本業務における改修対象設備は、全て富士通（株）が納入したものであ
り、本業務の履行に当たっては、ＩＰ通信ネットワークの機能・性能の確
保を図るため、厳密かつ入念な施工を行う必要があることから、当該設
備の納入者である上記業者が管理保有している回路設計情報、技術管
理マニュアル、プログラム等発注仕様に基づき納入者が実施した企業
固有の独自設計に係る技術情報の取得が必要不可欠である。当該設
備のシステム設計、機器製作及び据付・調整を行っており、他の者には
ない当該設備に精通した技術と経験を有し、本業務における的確な対
応と信頼性が確保できる唯一の施工者である。
（会計法第２９条の３第４項、特例政令第１３条１項第２号、ＷＴＯ調達協
定第１５条（ｂ））

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度以降実施
予定）

4671
日本ユニシス（株）東京都江東区豊
洲1-1-1

平成17年度行政文書ファイル管理シ
ステム保守平成17年度行政文書ファ
イル管理システム保守一式

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 2,709,000

行政文書ファイル管理システムは当該業者が開発・製品化したものであ
り、本システムに精通、熟知しているとともに、著作者人格権の同一性
保持権を有しているため。（会計法第29条の3第4項予算決算及び会計
令102条の4第3項

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4672 東芝ソリューション（株） 入札契約手続支援システム改良業務

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 12,894,000

本業者は、本システムの開発・改良・運営支援業務に携わっており、本
システムに関する広範な経験と知識を有しており、さらに著作者人格権
の同一性保持権を有している、本業務の目的を達成できる唯一の者で
ある。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4673 東芝ソリューション（株）
入札契約手続支援システム次期環境
改良対応業務

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年6月23日 31,804,500

本業者は、平成10年度から本システムの開発・改良・運営支援業務に
携わっているとともに、平成15年度より取り組んでいる本システムのweb
形式への改良業務に関わっており、本システムに関する広範な経験と知
識、さらに著作者人格権の同一性保持権を有している、本業務の目的を
達成できる唯一の者である。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの
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4674 リコーテクノシステムズ（株）
マイクロリーダープリンタの賃貸借
及び保守点検業務

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 144,900

　現行機種について同社と賃貸借及び保守点検業務契約を締結してい
る。
　平成１７年度の業務を一般競争で発注する契約手続期間において、事
前作業を必要とせず継続して提供可能業者な業者は現在の契約者しか
いないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成２１
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

4675 （株）カントー 模写電送装置賃貸借（その２）

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 199,080

　模写電送装置の導入に関しては、平成１５年４月に３６ヶ月継続使用を
前提とし随意契約（３者見積）により同社と賃貸借契約を締結したもので
あり、既存製品の賃貸借等を行えるのは同業者以外にはいない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１９
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

4676 東芝ソリューション（株）
入札契約手続支援システムの運用・
保守等業務

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 3,759,000

本業務は、入札契約手続支援システムに係るサポート、障害発生時の
原因調査・復旧作業・障害再発防止のためのプログラム修正等を実施
する業務である。当該業者は平成１０年に当該システムを構築した業者
であり、システムの詳細、システム環境及びクライアント環境、各プログ
ラムとの関連性とその内容及びシステム運用方法を熟知しているととも
に、著作者人格権の同一性保持権を有している。よって本業務を行える
唯一の業者である。（会計法29条の3第4項予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4677 伊藤忠ﾃｸﾉｻｲｴﾝｽ㈱ 申請審査業務支援ｻｰﾊﾞ賃貸借

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 7,184,520

本賃貸借は、特殊車両オンライン申請システムにおける申請審査業務
支援サーバ機器を継続して使用するためのものである。本機器の導入
に関しては、平成１５年度に賃貸借契約を締結済みであり、既存製品を
賃貸借できるのは当該業者以外にないため。（会計法第２９条の３第４
項、予決令第１０２条の第４項第３号）

見直しの余地があり
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時より、国庫債務負担行為を
計上）

4678 ㈱NTTﾃﾞｰﾀ ｵﾝﾗｲﾝ申請受付ｻｰﾊﾞ賃貸借

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 3,639,660

本賃貸借は、特殊車両オンライン申請システムにおけるオンライン受付
サーバ機器を継続して使用するためのものである。本機器の導入に関し
ては、平成１５年度に賃貸借契約を締結済みであり、既存製品を賃貸借
できるのは当該業者以外にないため。（会計法第２９条の３第４項、予決
令第１０２条の第４項第３号）

見直しの余地があり
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時より、国庫債務負担行為を
計上）

4679
東芝ｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱北関東支店
東芝ﾌｧｲﾅﾝｽ㈱

特殊車両関連ｼｽﾃﾑ用ｻｰﾊﾞ賃貸借

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 4,910,724

本賃貸借は、特殊車両オンライン申請システムにおける特殊車両関連
システム用サーバ機器を継続して使用するためのものである。本機器の
導入に関しては、平成１６年度に賃貸借契約を締結済みであり、既存製
品を賃貸借できるのは当該業者以外にないため。（会計法第２９条の３
第４項、予決令第１０２条の第４項第３号）

見直しの余地があり
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時より、国庫債務負担行為を
計上）

4680 （株）カントー 模写電送装置賃貸借（その２）

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 199,080

　模写電送装置の導入に関しては、平成１５年４月に３６ヶ月継続使用を
前提とし随意契約（３者見積）により同社と賃貸借契約を締結したもので
あり、既存製品の賃貸借等を行えるのは同業者以外にはいない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１９
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

4681 リコーテクノシステムズ（株）
マイクロリーダープリンタの賃貸借
及び保守点検業務

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 144,900

　現行機種について同社と賃貸借及び保守点検業務契約を締結してい
る。
　平成１７年度の業務を一般競争で発注する契約手続期間において、事
前作業を必要とせず継続して提供可能業者な業者は現在の契約者しか
いないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成２１
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

4682 エヌイーシーリース（株） コピー機能付きファクシミリ借上
渡邉三男
国営武蔵丘陵森林公園管理所
埼玉県比企郡滑川町大字山田1920

平成17年4月1日 178,416

機器の契約は平成１３年度に締結しているが、その際、機器の消却年で
ある５年を基準として平成１９年３月３１日まで使用する条件のもとに借
上契約を行ったものである。
当該期間中については、特段の支障がない限り１年ごとに随意契約を
重ねながら、借上契約を更新することが一般的になっている事から、当
該機器の借上契約について、随意契約を行うものである。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１９
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約
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4683 （株）日立ビルシステム
平成１７年度西口エレベーター保守
点検

渡邉三男
国営武蔵丘陵森林公園管理所
埼玉県比企郡滑川町大字山田1920

平成17年4月8日 756,000

当該業務の遂行にあたっては、熟知した作業員はもとより設置されたエ
レベーターに精通し、不時の故障等の場合でも迅速に対応しなければな
らない。左記業者は、設置されているエレベーターのメーカー及びメンテ
ナンス専門業者であり、設置されたエレベーターの管理については豊富
な実績を有しているとともに、緊急時にも対応が可能であるため、随意
契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4684 中央エレベーター工業株 管理所エレベーター点検
渡邉三男
国営武蔵丘陵森林公園管理所
埼玉県比企郡滑川町大字山田1920

平成17年4月25日 126,000

当該業務の遂行にあたっては、熟知した作業員はもとより設置されたエ
レベーターに精通し、不時の故障等の場合でも迅速に対応しなければな
らない。左記業者は、設置されているエレベーターのメーカー及びメンテ
ナンス専門業者であり、設置されたエレベーターの管理については豊富
な実績を有しているとともに、緊急時にも対応が可能であるため、随意
契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4685 松下リース・クレジット（株） ファクシミリ借上
渡邉三男
国営武蔵丘陵森林公園管理所
埼玉県比企郡滑川町大字山田1920

平成17年4月1日 124,215

機器の契約は平成１２年１１月１日に締結しているが、その際、機器の消
却年である５年を基準として平成１７年１０月３１日まで使用する条件の
もとに借上契約を行ったものである。当該期間中については、特段の支
障がない限り１年ごとに随意契約を重ねながら、借上契約を更新するこ
とが一般的になっている事から、当該機器の借上契約について、随意契
約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

問題があるもの
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

単価契約

4686 東芝ファイナンス（株）
ノーツサーバー機器（その２）一式
借上

渡邉三男
国営武蔵丘陵森林公園管理所
埼玉県比企郡滑川町大字山田1920

平成17年10月1日 207,270

機器の導入に関しては、平成１４年度に賃貸借契約を結び平成１７年９
月３０日で終了したが、現行のシステム運用に問題なく使用可能であり、
また、機器の保守管理を契約期間中滞りなく遂行し、本システムに精通
し、適切な業務を行える。また、システム移行を行う場合は、既存のテー
タや設定の調査・移植に費用を費やすだけではなく、オンラインの一時
停止が長引くために、業務に支障を来す恐れがあることから、当該機器
の借上契約について、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より、国庫債務負担行
為を計上）

単価契約

4687 東芝ファイナンス（株） ノーツサーバー機器一式借上
渡邉三男
国営武蔵丘陵森林公園管理所
埼玉県比企郡滑川町大字山田1920

平成17年4月1日 899,010

機器の契約は平成１４年１０月１日に締結しているが、その際、機器の消
却年である３年を基準として平成１７年９月３０日まで使用する条件のも
とに借上契約を行ったものである。当該期間中については、特段の支障
がない限り１年ごとに随意契約を重ねながら、借上契約を更新すること
が一般的になっている事から、当該機器の借上契約について、随意契
約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より、国庫債務負担行
為を計上）

単価契約

4688 茨城ゼロックス㈱ 電子複写機の賃貸借
唐澤仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所
茨城県潮来市潮来3510

平成17年4月1日 6,179,775

現在使用している電子複写機を継続使用するため、現契約相手方以外
に当該品を賃貸借できる業者はいない。なお、導入の際に一般競争入
札で３６ヶ月継続使用を条件にて契約している。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１９
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

一部単価契約

4689 （株）ソラリス 霞ヶ浦流域情報提供業務
唐澤仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所
茨城県潮来市潮来3510

平成17年4月1日 17,115,000

当該業者は、当事務所のホームページ製作に以前より携わっており、当
事務所のマスコットキャラクターである「カッシー・カッシーラ」の著作権を
有するほか、水位・雨量・水質の自動観測データ及び履歴が表示できる
グラフを、リアルタイムで公開する「霞ヶ浦リアルタイム情報」を開発して
いる。この「霞ヶ浦リアルタイム情報」は、月平均約６００００件（２００３年
４月～２００４年２月）のヒットがあるなど、流域内外への情報提供に大き
な役割を果たしている。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4690 セコム（株） 事務所庁舎外５ヶ所防犯管理業務
唐澤仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所
茨城県潮来市潮来3510

平成17年4月1日 3,528,000

既に同社独自のノウハウによる機器ネットワークが構築されており運営・
維持管理のためには同社と契約することが必要である（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4691 神栖市長 水門等操作委託
唐澤仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所
茨城県潮来市潮来3510

平成17年4月1日 2,286,696
水門等操作に関する知見を有する地方公共団体に管理を委託するしか
ない。

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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4692 潮来市長 水門等操作委託
唐澤仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所
茨城県潮来市潮来3510

平成17年4月1日 1,513,550
水門等操作に関する知見を有する地方公共団体に管理を委託するしか
ない。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4693 （株）沖電気カスタマアドテック 超音波流速計保守点検業務
唐澤仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所
茨城県潮来市潮来3510

平成17年4月1日 3,150,000
当該業者で開発した装置であり、保守点検の特殊な知識と技術、また迅
速且つ適切な処置を行う事が出来る唯一の業者である。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4694 茨城県土地改良事業団体連合会 甘田試験田管理業務
唐澤仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所
茨城県潮来市潮来3510

平成17年6月24日 2,520,000

地域農家の作業形態、地域の特性、農業関連技術に精通し、当該箇所
の土地改良及び地域農家と良好な信頼関係を持っている必要があるた
め。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4695 （株）常陽新聞新社 「霞ヶ浦の日」新聞掲載業務
唐澤仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所
茨城県潮来市潮来3510

平成17年8月23日 4,200,000

当該業者の前身である常陽新聞社は、茨城県の県南域をターゲットに
昭和23年に創刊し、地域に根付いたきめ細かい取材活動を実施してい
る地方紙である。特に、霞ヶ浦に係わる生活史や霞ヶ浦の環境問題に
関する特集記事を多数手がけているとともに、それらの特集記事を書籍
にして再度情報発信するなど豊富な資料と取材経験を積み重ね、霞ヶ
浦の環境問題を流域住民に対して分かりやすく伝えてきた実績を有して
いる。以上のことから本業務の主旨を理解し、その効果が も期待され
かつ的確に本業務を遂行できる唯一の業者である。（会計法第２９条の
３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4696 （株）茨城新聞社東京支社 利根川水系流域新聞掲載広報業務
唐澤仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所
茨城県潮来市潮来3510

平成17年8月24日 4,032,000
全国地方新聞社連合会に加盟している県内の唯一の地方紙であり、適
切且つ効率的に行えるのは当該業者以外にない。（会計法第２９条の３
第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4697 （株）パスコ　茨城支店 モザイク航空写真集作成
唐澤仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所
茨城県潮来市潮来3510

平成17年11月30日 15,015,000

当該業者は、水資源機構からの委託により平成17年度に霞ヶ浦湖岸の
航空写真撮影を実施しており、 新の撮影成果を所有している。さらに、
航空写真撮影成果の諸元に関しても十分に熟知しており、より効率的な
手法により作業を進めることができるため、工期の短縮・経費の削減が
可能である。よって、上記業者に本業務を履行させた場合、競争に付す
るよりも著しく有利な価格をもって契約することができる見込みがあると
認められる。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4698 （株）東京設計 資料検索システム改良
唐澤仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所
茨城県潮来市潮来3510

平成18年3月13日 452,991
本システムは、当該業者が開発し著作者人格権の同一性保持権を有し
ている。他者が改変すると同権利の侵害となるため、同社と契約する事
が も適切である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4699 ノムラテクノ（株） 霞ヶ浦環境広報更新
唐澤仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所
茨城県潮来市潮来3510

平成18年3月20日 682,605
既設の展示施設の設計施工にに携わり展示内容も熟知しており、現
在、管理も行っているため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4700 潮来市水道事業 水道料金
唐澤仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所
茨城県潮来市潮来3510

平成17年4月1日 1,857,906 当該地域で唯一の水道事業者である（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

4701 日本郵政公社 後納郵便料
唐澤仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所
茨城県潮来市潮来3510

平成17年4月1日 1,635,090
信書は日本郵政公社のみしか配達できないため、日本郵政公社と随意
契約を行うものである（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4702 株木建設（株）茨城本店 霞ヶ浦船舶維持管理業務
唐澤仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所
茨城県潮来市潮来3510

平成17年4月1日 4,092,339
業務の履行能力を有した上で、対象機械の配備地の近くに事業所を有
し、緊急時に対応ができること（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（競争入札に移行することで検討）

単価契約

4703 水郷ボートサービス（株） 霞ヶ浦船舶管理業務
唐澤仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所
茨城県潮来市潮来3510

平成17年4月1日 7,806,824
業務の履行能力を有した上で、事務所近くに事業所を有し、緊急時に対
応できること（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（競争入札に移行することで検討）

単価契約
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4704 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 電話料金
唐澤仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所
茨城県潮来市潮来3510

平成17年4月1日 3,339,302
（株）ＮＴＴドコモは他社より通信可能エリアが広く、災害対応を考慮した
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4705
松下電器産業（株）パナソニックシ
ステムソリュ－ションズ社首都圏本
部

所内防災情報表示装置修繕
唐澤仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所
茨城県潮来市潮来3510

平成18年2月14日 942,900
作業において必要となるプロラム等の詳細な情報は、開発した業者でな
ければ知り得ないため詳細を知り得る業者と契約を行った（会計法第２
９条の３第４項）

問題があるもの
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4706 東芝パソコンシステム（株）
グループウェアサーバ他保守点検業
務

唐澤仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所
茨城県潮来市潮来3510

平成17年6月30日 1,740,060
各機器の製造元であると共に、納入・初期設定を行った業者である為、
適正且つ迅速な保守点検ができる唯一の業者である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4707 東日本電信電話（株） 電話料金
唐澤仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所
茨城県潮来市潮来3510

平成17年4月1日 7,154,762
ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4708 東京ガス（株）
ガス料（４月分）さいたま新都心合
同庁舎２号館外１１件

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年4月1日 3,032,039
当該地域で唯一の一般ガス事業者と随意契約を行うものである。（会計
法第２９条の３第４号予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4709 さいたま市水道事業管理者
水道料（６・７月分）さいたま新都
心合同庁舎２号館外２件

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年7月22日 8,185,267
当該地域で唯一の水道事業者と随意契約を行うものである。（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4710 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 電話料

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町2-19-1

平成17年4月25日 6,097,620

本契約においては、平常時及び災害時の通信確保が行える信頼性のあ
るネットワークを保有しており、通信可能エリアが広く、災害対応が考慮
されているため同社と随意契約を行うものである。（会計法２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（平
成１９年度以降は公募を予定）

4711 ケイディーディーアイ（株） 電話料

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町2-19-1

平成17年4月25日 1,148,115

本契約は、当事務所で使用する電話の使用料金である。本契約は、マ
イライン契約により導入当初経済的に有利となる通信会社と契約を締結
したものであり、継続契約を行っているものである。（会計法第２９条の３
第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4712 東日本高速道路（株）関東支社 通行料

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町2-19-1

平成17年10月17日 1,357,559
当該通行料の支払いは、当該有料道路の管理会社と随意契約により行
うものである（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4713 東日本電信電話（株） 電話料

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町2-19-1

平成17年10月12日 6,607,031

本契約は、当事務所で使用する電話回線の主に基本料金の支払いを
行うものである。電話回線においては、平常時及び災害時においても
良で信頼性のある通信確保が得られることが必要であるが、当通信回
線は、災害時優先回線の機能を有するなど、本契約を遂行するのに必
要な要件を備えているため随意契約を行うものである。（会計法第２９条
の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4714 藤岡町水道事業企業出納員 水道料

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町2-19-1

平成17年4月26日 1,981,307
当該地域で唯一の水道事業者と随意契約を行うものである（会計法第２
９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4715 日本郵政公社 後納郵便料

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町2-19-1

平成17年5月9日 2,130,340
信書は日本郵政公社のみしか配達できないため、日本郵政公社と随意
契約を行うものである（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4716 富士ゼロックス㈱埼玉営業所 平成１７年度　電子複写機賃貸借

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町2-19-1

平成17年4月1日 28,746,250
初年度一般競争により複数年度（３６ヶ月）を前提とした契約締結を行
い、次年度以降随意契約を行っている。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成２１
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約
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4717 東京四社営業委員会 タクシー借り上げ

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町2-19-1

平成17年4月1日 1,408,730

利根川上流河川事務所において、緊急時に対応するためタクシー借り
上げを行うものである。同社は保有台数の面から当所の要求に常に応
えられる条件を備えている。さらに、日頃から安全運転の励行に努めて
おり、過去における当所との契約履行実績も優秀である（会計法第２９
条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4718 栗橋構内野本タクシー㈱ タクシー借り上げ

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町2-19-1

平成17年4月1日 1,907,970

利根川上流河川事務所において、緊急時に対応するためタクシー借り
上げを行うものである。同社は保有台数の面から当所の要求に常に応
えられる条件を備えている。さらに、日頃から安全運転の励行に努めて
おり、過去における当所との契約履行実績も優秀である（会計法第２９
条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4719 栗橋タクシー㈲ タクシー借り上げ

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町2-19-1

平成17年4月1日 1,176,030

利根川上流河川事務所において、緊急時に対応するためタクシー借り
上げを行うものである。同社は保有台数の面から当所の要求に常に応
えられる条件を備えている。さらに、日頃から安全運転の励行に努めて
おり、過去における当所との契約履行実績も優秀である（会計法第２９
条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4720 ㈱セコム 事務所・出張所庁舎防犯管理業務

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町2-19-1

平成17年4月1日 6,678,000

利根川上流河川事務所及び出張所において、庁舎の盗難予防、早期発
見、火災監視を行うと共に、緊急時には関係機関及び緊急連絡者への
通知、緊急要員を派遣し対応する業務である。事務所及び出張所の防
犯業務に必要な設備は、既にセコムの機器が設置されている。これらの
機器に対応して防犯業務を行えるのは同社しかおらず、競争に付するこ
とができないため（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4721 ナブコシステム㈱熊谷営業所 自動ドア保守点検業務

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町2-19-1

平成17年4月1日 75,600
同社は、当該自動ドアを設置した業者であり、構造等を熟知している唯
一の業者である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4722 ㈱モンタージュ 利根川映像資料作成業務

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町2-19-1

平成17年5月25日 33,495,000 前年度プロポ関連業務の引き続き業務（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4723 ㈱埼玉新聞社 利根川流域防災広報運営業務

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町2-19-1

平成17年6月23日 8,944,950
埼玉県民に対し広く広報を行うため地方紙による広報を行う。埼玉県唯
一の地方紙である。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4724 ㈱地域整備総合研究所 広報活動企画運営業務

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町2-19-1

平成17年7月26日 23,415,000 前年度関連業務の引き続き業務（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4725 中央宣興㈱ 利根川広報用視聴覚資料作成業務

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町2-19-1

平成18年2月24日 9,345,000
前年度関連業務の成果を使用し広報用資料を作成するものであるが、
前年度成果の著作権は事務所と業者の共同所有となっているため唯一
の業者である。（会計法第２９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4726 ニッセイエブロ㈱ 利根川上流パンフレット作成業務

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町2-19-1

平成18年3月10日 3,213,000 前年度プロポ関連業務の引き続き業務（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4727 横河電子機器㈱ 気象観測設備システム改良

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町2-19-1

平成18年3月10日 1,890,000
製造・販売・設置及び当システムの構築を行い、機器と通信設備の接続
に関して精通しているとともにシステムのノウハウを有している（会計法
第２９条の３第４項）

問題があるもの
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4728 ヤナコテクニカルサイエンス（株）
八斗島水質観測所水質自動観測装置
緊急修繕

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町2-19-1

平成17年10月17日 1,785,000
当該水質自動観測装置の修繕にあたっては、一連システム全体を製作
した当該業者は、適切な修理が出来る唯一の業者である（会計法２９条
の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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4729 日豊産業（株） 一般廃棄物収集運搬

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町2-19-1

平成17年4月1日 935,662
栗橋町登録事業者であり、迅速に対応でき、当事務所にも熟知している
ため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4730 （株）荏原製作所品川事務所 排水ポンプ車（TP-701)緊急修繕

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町2-19-1

平成17年4月4日 6,615,000
当該排水ポンプ車には、製作業者独自のノウハウであり、修繕にあたっ
ては、当該ポンプ車の製作業者が有する知識が不可欠である。（会計法
第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4731
エヌ・ティ・ティ・コミュニケー
ションズ（株）

インターネット回線使用料

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町2-19-1

平成17年4月25日 3,329,676
専用線の使用料金低減のため長期継続契約をしており変更にあたって
不利益となるため。（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4732 日本電気㈱関東信越支社
平成１７年度運用サーバ保守管理業
務（その１）

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町2-19-1

平成17年4月1日 1,113,000
当該サーバ機器は、開発元固有の情報部分があり、障害時における保
守体制が唯一の業者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4733 矢崎総業（株）埼玉支店 車両管理装置７台修繕

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町2-19-1

平成17年11月24日 538,440

車両管理装置は小型トラック、運搬車等の稼働状況をデジタル方式に
よって管理するもので、当事務所においても平成２年度より導入し、日々
の車両管理に使用しているシステムである。本システムは関東地方整備
局の委託をうけ、業務効率化を目的として、昭和６３年から平成元年に
関東技術事務所と矢崎総業（株）で共同開発を行ったシステムである。
上記業者は、システム開発から関与し、本システムの構造・機能に熟知
し、豊富な経験を有していることから、唯一の契約対象である。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（公募を実施することで検討）

4734 東日本電信電話（株） 電話料

徳田京誠
国土交通省関東地方整備局甲武営繕
事務所
東京都立川市緑町3567

平成17年4月1日 1,287,047
東日本電信電話（株）は、災害時優先回線を所有しているため、優先回
線を確保するために随意契約を行うものである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4735 井上事務機事務用品（株） ファクシミリ賃貸借

徳田京誠
国土交通省関東地方整備局甲武営繕
事務所
東京都立川市緑町3567

平成17年4月1日 122,850

当該機器の導入に関しては、平成１６年４月１日に見積り合わせによる
競争により、当該業者と賃貸借契約を締結したものであり、既存機器の
賃貸借を行えるのは上記業者以外にはいないことから、随意契約を締
結するものである。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１９
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4736 富士ゼロックス（株）
電子複写機２台賃貸借並びに保守及
び消耗品供給

武部勝行
関東地方整備局品木ダム水質管理所
群馬県吾妻郡草津町大字草津604-1

平成17年4月1日 2,447,318
初年度、一般競争による調達を行ったもので、次年度以降の契約が残っ
ているため[(会計法第２９条の３第４項 予決令第１０２条の４第３号）」

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

単価契約

4737 （株）産経新聞広告社 河川愛護月間に伴う新聞掲載料
武部勝行
関東地方整備局品木ダム水質管理所
群馬県吾妻郡草津町大字草津604-1

平成17年7月1日 10,500
職務上の新聞掲載料であり（株）産経新聞広告社と随意契約を行うもの
である[(会計法第２９条の３第４項 予決令第１０２条の４第３号）]

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１９年度は公
募を実施予定）

4738 セコム（株） 平成１７年度防犯管理業務
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年4月1日 8,032,500 他社では不可能なため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度以降実施
予定）

4739 ニッセイエブロ（株）
H17常陸河川国道事務所事業概要印
刷

佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年5月19日 1,995,000
平成１６年度同業務の版下を所有しているため（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度以降実施
予定）

4740 （株）武揚堂 H17常陸河川国道管内図印刷
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年5月19日 1,354,500
平成１６年度同業務の版下を所有しているため（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度以降実施
予定）
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4741 （株）茨城新聞社 那珂川流域広報企画運営業務
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年6月28日 2,404,500 茨城県内 大の地方紙であるため（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

4742 第一航業（株）北関東支社 久慈川・那珂川ポケット管内図増刷
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年7月25日 1,260,000 版下を所有しているため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度以降実施
予定）

4743 （株）理研三英堂
電子複写機の賃貸借及び保守（その
３）

佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年4月1日 438,659
平成１７年９月３０日までが予定賃貸借期間であるため（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成２１
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4744 （株）理研三英堂
電子複写機の賃貸借及び保守（その
４）

佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年4月1日 1,920,739
平成１９年３月３１日までが予定賃貸借期間であるため（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１９
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4745 茨城ゼロックス（株）
電子複写機の賃貸借及び保守（その
５）

佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年4月1日 3,839,630
平成２０年３月３１日までが予定賃貸借期間であるため（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成２０
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4746 （株）フジタビジネスマシンズ
電子複写機の賃貸借及び保守（その
６）

佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年4月1日 4,895,360
平成１８年３月３１日までが予定賃貸借期間であるため（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成２１
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4747 （株）川又感光社
カラープリンターの賃貸借及び保守
（その３）

佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年4月1日 154,344
平成２０年３月３１日までが予定賃貸借期間であるため（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成２０
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4748 （株）茨城新聞社
平成１７年度常陸河川国道事務所事
業広報業務（単価契約）

佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年4月25日 29,505,000 県内全域に渡って購読されているため（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4749 （株）茨城放送
久慈川・那珂川水系一斉クリーン作
戦の実施に伴うラジオ放送業務

佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年6月21日 31,500 茨城県内唯一のラジオ放送局であるため（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

4750 第一航業（株）北関東支社
久慈川・那珂川（下流部）管内図修
正増刷

佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年6月30日 840,000
「久慈川・那珂川（下流部）管内図」版下を所有しているため（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度以降実施
予定）

4751 セコム（株） 鹿嶋国道出張所警報機器設置
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年12月21日 159,180 防犯管理業務を契約しているため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度以降実施
予定）

4752 第一航業（株）北関東支社 那珂川管内図（短冊）増刷
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成18年2月21日 551,250
「那珂川管内図（短冊）」版下を所有しているため（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度以降実施
予定）

4753 新星自動車（株） 業務連絡用タクシー借上（その１）
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年4月1日 6,595,580 利便性が高いため（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約
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4754 茨城青写真製本（株） 青写真焼付等作業
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年4月4日 4,005,103 利便性が高いため（会計法第２９条の３第５項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4755 （株）エヌ・テイ・テイ・ドコモ 電話料
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年4月1日 4,414,351
ＮＴＴドコモは他社より通信可能エリアが広く災害対応を考慮したため
（会計法第２９条の３第５項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4756 ＫＤＤＩ（株） 通信料
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年4月1日 13,137,088 利便性が高いため（会計法第２９条の３第５項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

4757 東日本電信電話（株） 電話料
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年4月1日 22,118,086
ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
（会計法第２９条の３第５項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4758 誠和工業（株）
平成１７年度水質自動監視装置廃液
処分委託

佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年9月20日 98,280 利便性が高いため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

単価契約

4759
日本郵政公社横浜中央郵便局共通事
務センター

後納郵便料
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成18年4月1日 3,017,882
信書は日本郵政公社のみしか配達できないため（会計法第２９条の３第
４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4760 （有）飛鳥マリーナ 船舶運航業務
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年5月18日 39,900 他社では不可能なため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度以降実施
予定）

単価契約

4761 （有）飛鳥マリーナ 船舶運航業務（その２）
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年6月16日 39,900 他社では不可能なため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度以降実施
予定）

単価契約

4762 （有）飛鳥マリーナ 船舶運航業務（その３）
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年7月15日 79,800 他社では不可能なため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度以降実施
予定）

単価契約

4763 （有）飛鳥マリーナ 船舶運航業務（その４）
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年9月6日 39,900 他社では不可能なため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度以降実施
予定）

単価契約

4764 （有）飛鳥マリーナ 船舶運航業務（その５）
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年10月20日 39,900 他社では不可能なため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度以降実施
予定）

単価契約

4765 （有）飛鳥マリーナ 船舶運航業務（その６）
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年11月18日 79,800 他社では不可能なため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度以降実施
予定）

単価契約

4766 （有）飛鳥マリーナ 船舶運航業務（その７）
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成18年1月16日 119,700 他社では不可能なため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度以降実施
予定）

単価契約
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4767
NECフィールディング株式会社松本
支店長野県松本市笹賀６０９６－１

ファイルサーバ賃貸借

片山壮二
関東地方整備局国営アルプスあづみ
の公園事務所
長野県安曇野市穂高牧149-12

平成17年6月22日 837,900
ファイルサーバ機器の賃貸借契約を履行中であり、利用状況や必要とさ
れるソフトを十分に把握しているため。（会計法第２９条の３第４項予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成２０
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

4768 日本電気（株）関東信越支社
平成１７年度ＡＤＡＭＳ連携版ＣＡ
ＭＳシステム改良業務

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成18年1月31日 45,412,500

本業務は国の会計業務を扱う基幹システムの機能改良を行うものであ
るが、当該システムの開発元であり、短期間に効率よくかつ正確に業務
を履行するには、国の会計業務、システムの内部仕様（特に財務省の会
計システムであるＡＤＡＭＳとの連携仕様）、整備局間の運用の相違を熟
知していることが必要不可欠であり、委託先として唯一の者である本業
者と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項、国の物品
等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１３条第１項第１号）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１８年度より実施予
定）

4769 （株）中国サンネット
平成１７年度厚生システム改良業務
委託

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成18年1月18日 2,310,000
現在運用しているシステムを新規開発し、本システムに対する著作権人
格権の同一性保持権を有している。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4770
東北エヌエスソリューションズ
（株）

管理業務支援システム改良・サポー
ト業務

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 5,565,000

本件において使用するプログラムに関する著作権の所有権等は、当局
が有している。しかし、本件プログラム中、同種プログラムにより共通に
利用されるノウハウ、ルーチン、モジュールに関する権利は本件契約の
相手方に留保されている。本業務で行うシステム改良は、この権利留保
部分についても変更を加えるため、上記業者以外の者に行わせることが
できないため。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4771 （株）エヌ・ティ・ティ・データ
特殊車両オンライン申請受付システ
ム他改良業務

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年11月28日 58,485,000

本業務は、特殊車両通行許可申請手続きの簡素化・審査期間の短縮を
目的として車検証の添付廃止や審査時の自動チェックを行えるようシス
テム改良を実施するものである。本業務の遂行にあたっては、特殊車両
オンライン申請受付システム及び申請審査業務支援システム等につい
てのプログラム構造を熟知し、システムの運用停止によりオンライン申
請に影響を与えないよう短期間且つ正確に改修作業を行う必要があり、
この点において、当該システムの基本設計、プログラム開発及びシステ
ム導入を行っていること、改修するプログラムには著作者人格権の同一
性保持権（著作権法第２０条第１項）を有していることから唯一の契約対
象機関である。（会計法第２９条の３第４項、特例政令第１３条第１項第１
号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4772 （株）エヌ・ティ・ティ・データ
特殊車両オンライン申請受付システ
ム他改良業務

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年11月28日 58,485,000

本業務は、特殊車両通行許可申請手続きの簡素化・審査期間の短縮を
目的として車検証の添付廃止や審査時の自動チェックを行えるようシス
テム改良を実施するものである。本業務の遂行にあたっては、特殊車両
オンライン申請受付システム及び申請審査業務支援システム等につい
てのプログラム構造を熟知し、システムの運用停止によりオンライン申
請に影響を与えないよう短期間且つ正確に改修作業を行う必要があり、
この点において、当該システムの基本設計、プログラム開発及びシステ
ム導入を行っていること、改修するプログラムには著作者人格権の同一
性保持権（著作権法第２０条第１項）を有していることから唯一の契約対
象機関である。（会計法第２９条の３第４項、特例政令第１３条第１項第１
号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4773 東芝ソリューション（株）
国有財産管理システム価格改定対応
業務

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成18年2月14日 3,570,000

国有財産管理システムは、当該業者が構築したシステムである。本業務
は 新バージョンのシステムを移植するもので、本業務の詳細を熟知す
るとともに関連するシステムとの連携を図りつつ行う必要がある。当該
業者は、本システムの開発・改良・運営支援業務に携わってきており、著
作者人格権の同一性保持権を有している業者である。よって本業務を
行えるのは当該業者のみである。（会計法第29条の3第４項予決令第
102条の4第3号）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4774
（株）コクサイクリエイティブセン
ター

H17首都国道パンフレット等作成業
務

野田勝
首都国道事務所
松戸市竹ヶ花86

平成17年4月14日 8,484,000

本業務の基本となるパンフレットの企画立案、素案レイアウトの作成を
行いそのカンプを所持している。本業務は事業の進捗を踏まえて、カン
プを修正し、パンフレットを作成・印刷する業務であり、修正にあたって
は、昨年度作成した企画立案と一貫性があり、整合がとれたパンフレッ
トとすることが必要であるため（会計法第29条の3第4項）

問題があるもの
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）
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4775 （株）プラップジャパン
H17外かん広報誌等作成（その1）業
務

野田勝
首都国道事務所
松戸市竹ヶ花86

平成17年4月14日 17,115,000

本業務を遂行するにあたっては、関連する広報資料の作成で得た知
見、ノウハウに精通していることはもちろんのこと、コミュニケーション型
広報の実現のための高度な企画能力が必要であり、効果的な広報を行
うためには前回業務のノウハウ、企画等の継続性の確保が重要であ
る。また、体験型イベントについては関連自治体・自治会等との密接な
連携や信頼関係が必要不可欠である。（株）プラップジャパンは「平成16
年度外かん広報資料作成業務」及び「H16外かん広報誌等作成業務」を
行っており、外かん事業やこれまでの広報誌「みどりの道」を熟知してい
るとともに、平成15年度に実施した関東地方整備局選考方式による広
報企画の特定手続きで広報の高度な企画能力があることを確認の上、
特定された業者である。さらに同社は、体験型イベント「ドングリ探検隊」
の企画・立案及び運営を平成15年度のイベントから携わっており、実施
の際に得られたノウハウ及び成果等を細分まで熟知している。また、自
治体・自治会等との信頼関係構築の観点から継続性をもって実施するこ
とができる契約対象機関であるため（会計法第29条の3第4項）

問題があるもの
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4776 いちかわケーブルネットワーク H17市川外かん他広報番組制作業務
野田勝
首都国道事務所
松戸市竹ヶ花86

平成17年6月29日 15,750,000
市川市全域を網羅する唯一のケーブルテレビ会社であるため（会計法
第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4777 （株）毎日広報社 H17首都国道外かん広報活動業務
野田勝
首都国道事務所
松戸市竹ヶ花86

平成17年8月15日 38,220,000

毎日新聞社は、本年6月に企画特集「CO2削減と自動車問題」について
掲載するなど、道路整備によるCO2削減に対する企画特集を行う等、地
球規模、都市再生の観点にたった各種広報に関し実績を有しており、展
示会「減らそう！CO2　移動と環境展」を国土交通省の後援により開催
することとしている。株式会社毎日広告社は、毎日新聞社の企画を実施
する広告代理店であることから、本業務を遂行するために必要な要件を
備えた唯一の契約対象機関である。(会計法第29条の3第4項

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4778 セコム（株）
H17首都国道事務所庁舎等安全管理
業務

野田勝
首都国道事務所
松戸市竹ヶ花86

平成17年4月1日 2,932,965
継続的な安全管理が必要で1日の空白も許されず、現契約者以外と契
約すると警報機器の工事に費用がかかる為経済的な合理性を欠く事に
なる。（会計法29条の3第4項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4779 綜合警備保障（株） H17外かん相談所安全監視業務
野田勝
首都国道事務所
松戸市竹ヶ花86

平成17年4月1日 435,960
継続的な安全管理が必要で1日の空白も許されず、現契約者以外と契
約すると警報機器の工事に費用がかかる為経済的な合理性を欠く事に
なる。（会計法29条の3第4項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より実施予
定）

4780 （株）千葉日報社 H17首都国道事業広報単価契約
野田勝
首都国道事務所
松戸市竹ヶ花86

平成17年4月1日 3,937,475

県内に密着した郷土新聞を製作しており、千葉県に精通していることか
ら地元に幅広い人脈があり、かつ千葉県民の方々に広報活動を行うう
えで、県内全域にわたって数多くの購読者を有していることから、本業務
の目的に即した広報活動を迅速かつ的確に行える唯一の対象者である
ため随意契約とするものである。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4781 合同タクシー（株）
H17首都国道自動車借上単価契約
（１）

野田勝
首都国道事務所
松戸市竹ヶ花86

平成17年4月1日 6,014,430
タクシー運賃は運輸局の認可運賃及び約款による為当地域において運
賃は同一となっており競争性がない。よって所有台数等優位な当該業者
と契約する。（会計法第29条の3第4項）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

単価契約

4782 （株）五明不動産鑑定事務所 東京14号改築工事　不動産鑑定料
野田勝
首都国道事務所
松戸市竹ヶ花86

平成17年5月18日 1,945,650

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として（株）五明不動産鑑定事務所が 適である。（会計法第29条の3第
4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4783 （株）大河内不動産鑑定事務所 千葉298号新設工事　不動産鑑定料
野田勝
首都国道事務所
松戸市竹ヶ花86

平成17年4月11日 2,975,700

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として（株）大河内不動産鑑定事務所が 適である。（会計法第29条の3
第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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4784 首都圏不動産鑑定（株） 千葉298号新設工事　不動産鑑定料
野田勝
首都国道事務所
松戸市竹ヶ花86

平成17年4月11日 2,975,700

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として首都圏不動産鑑定（株）が 適である。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4785 千葉ゼロックス（株） H17首都国道カラー複写機賃貸借
野田勝
首都国道事務所
松戸市竹ヶ花86

平成17年4月1日 3,298,454
機器の償却年である3年を基準としてリース契約した上で、その機器を1
年ごとに随意契約を重ねながら、賃貸借契約を更新するのが一般的な
ため。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１９
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4786 千葉ゼロックス（株） H17首都国道カラー複合機賃貸借
野田勝
首都国道事務所
松戸市竹ヶ花86

平成17年4月1日 4,822,086
機器の償却年である3年を基準としてリース契約した上で、その機器を1
年ごとに随意契約を重ねながら、賃貸借契約を更新するのが一般的な
ため。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１９
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4787 リコー販売（株） H17首都国道電子複写機賃貸借（1）
野田勝
首都国道事務所
松戸市竹ヶ花86

平成17年4月1日 2,644,385
機器の償却年である3年を基準としてリース契約した上で、その機器を1
年ごとに随意契約を重ねながら、賃貸借契約を更新するのが一般的な
ため。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成２０
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4788 千葉ゼロックス（株） H17首都国道電子複写機賃貸借（2）
野田勝
首都国道事務所
松戸市竹ヶ花86

平成17年4月1日 842,364
機器の償却年である3年を基準としてリース契約した上で、その機器を1
年ごとに随意契約を重ねながら、賃貸借契約を更新するのが一般的な
ため。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１９
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4789 東日本電信電話（株） 電話料
野田勝
首都国道事務所
松戸市竹ヶ花86

平成17年4月1日 1,037,393
災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するために随意
契約を行うものである。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4790 ＫＤＤＩ（株） 電話料
野田勝
首都国道事務所
松戸市竹ヶ花86

平成17年4月1日 1,055,880
調査業務において、ａｕ（KDDI）が開発したシステムを利用して行うもの
があるため随意契約を行うものである。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4791 （株）エヌ・ティ・ティドコモ 電話料
野田勝
首都国道事務所
松戸市竹ヶ花86

平成17年4月1日 2,870,533
（株）エヌ・ティ・ティドコモは他社より通信可能エリアが広く、災害対応を
考慮して随意契約を行うものである（会計法第29条の3第4項)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4792 三井生命保険（株） H17金町国道出張所貸室賃貸料
野田勝
首都国道事務所
松戸市竹ヶ花86

平成17年4月1日 4,216,896
庁舎建替に伴い、設置条件にあてはまる唯一の物件であったため随意
契約を行うものである。（会計法第29条の3第4項）

問題があるもの
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4793 三井生命保険（株） 金町国道出張所共益費
野田勝
首都国道事務所
松戸市竹ヶ花86

平成17年4月1日 2,300,124
庁舎賃貸借契約に付随しているものであり、建物管理者と随意契約を
行うものである。（会計法第29条の3第4項）

問題があるもの 随意契約によらざるを得ないもの

4794 （有）赤井商事 H17小松川国道出張所駐車場借上料
野田勝
首都国道事務所
松戸市竹ヶ花86

平成17年4月1日 1,125,000
庁舎に近接した唯一の物件であったため随意契約するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4795
（株）インターネットイニシアティ
ブ

H17首都国道インターネット情報提
供業務

野田勝
首都国道事務所
松戸市竹ヶ花86

平成17年4月1日 5,067,300
過年度から接続サービスを受けており、別の事業者から接続サービスを
受ける場合設定には時間がかかり、新たな経費も発生するため随意契
約を行う者である（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より移行）

単価契約

4796 千葉ゼロックス（株） カラー電子複写機賃貸借
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年4月1日 19,223,561
初年度は一般競争により調達を行い、賃貸借期間を３６ヶ月とした契約
であるため次年度以降は随意契約を行っている。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１９
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約
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4797 千葉ゼロックス（株） カラー電子複写機賃貸借（その２）
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年4月1日 1,390,932

機器は当初事務所資料室において使用していたが、圏央道インフォメー
ション館で必要となり、既存業者と契約することが新たに機械を調達する
よりも安価で有利であるため随意契約を行っている。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

単価契約

4798 キャノン販売（株） カラー電子複写機賃貸借（その3）
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年4月1日 1,937,917
賃貸借機器は３６ヶ月を賃貸借期間とした条件で調達を行い、当該業者
は当該機器を保守可能な唯一の相手方である。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

単価契約

4799 ﾃｲｰｼﾞｰ･ｸﾚｼﾞﾂﾄｻｰﾋﾞｽ（株）
道路管理システム端末機装置一式賃
貸借

有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年4月1日 2,247,204
契約業者のみがソフトと整合する機能を有する端末の賃貸取引を行って
いるため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4800 日本レコードマネジメント（株） 平成１７年度資料管理業務
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年4月1日 41,370,000

当該業者は資料管理のｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ及び専任者を専門に派遣できる業者
であり、当事務所において資料管理ｼｽﾃﾑの構築を行うなど、資料管理
の支援提供に関する高度な知識と豊富な経験を有している。また既シス
テムの改修には当該業者所有のプログラムを要することからも、他業者
の継続運用・利用が不可能であり、全課への導入予定の本業務を遂行
するに必要な要件を備えた唯一の相手方である。（会計法第２９条の３
第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１８
年度以降競争入札に移行予定）

4801 セコム（株） 庁舎安全管理業務
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年4月1日 4,762,800
当該業者は、本業務に使用する警報機器の所有者であり、本業務は既
設設備の保守管理と密接不可分の関係にあるため。（会計法第２９条の
３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4802 （株）千葉日報社 平成１７年度道路事業広報業務
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年4月1日 12,986,400
広報活動を実施するため管内の
地元新聞社と契約。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4803 日本ﾕｰﾃｲﾘﾃｲｻﾌﾞｳｴｲ（株） 管理調査１７Ｈ・０・１
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年4月1日 82,425,000
監視機器は設置承認（協定書）に基づき、設置・管理を行っており、共同
溝の安全性確保ならびに秘密保持等について適切であるため（会計法
第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4804 （有）稲毛構内タクシー 乗用自動車借り上げ（その１）
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年4月1日 4,235,440

現在のところ千葉市内においては、運賃及び運送約款は各社同一と
なっており、各社間における競争性が存在しない。当該業者は当事務所
近辺に約１２０台の車を常駐させており、官公庁等の契約実績から信頼
性も高い。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4805 西千葉タクシー（株） 乗用自動車借り上げ（その２）
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年4月1日 2,511,210

現在のところ千葉県内ブロック毎においては、運賃及び運送約款は各社
同一となっており、各社間における競争性が存在しない。当該業者は千
葉県内に２８社、１６００台の車両を保有する京成グループに属しおりチ
ケットの共通使用が可能となる。このため遠方の現場における車両の確
保が容易となり、また官公庁等の契約実績があり信頼性も高い。（会計
法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4806 ナブコシステム（株） 自動ドア保守点検業務
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年4月1日 176,400

設置されている機種は当該業者製作物であり、安全性・アフターサービ
スの信頼性においては豊富な経験と実績を基に、社員が機器の構造・
操作を十分に理解しており、技術的・経済的にもサービスの観点からも
当該業者との契約が も効率的である。（会計法第２９条の３第４項、予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

4807 （株）千葉測器 分煙機賃貸借
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年4月1日 767,970
当該業者は前年度賃貸借契約の相手方であり、引き続き賃貸借実施の
場合 も有利な価格をもって借用することができる。（会計法第２９条の
３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
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4808 （株）コクヨカスタマーサービス 分煙機保守点検業務
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年4月1日 454,440
当該業者は本分煙機の販売元のグループ会社であり、分煙機の保守点
検を専門に行う唯一の指名された相手方である。（会計法第２９条の３
第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

4809 リコー販売（株） カラー電子複写機保守
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年4月1日 544,465
競争により調達した複写機の購入業者であり、当該機器の保守を専門
に行える唯一の者であるため随意契約を行うものである。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

単価契約

4810 千葉ビルメンテナンス（株） 庁舎清掃等業務
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年4月7日 729,750

入札不調による臨時・緊急的に生じた業務である。当該業者は前年度
における同業務に携わり、事務所の状況を熟知し、作業員も優秀と認め
られる。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４
第３号）

問題があるもの
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4811 日本レコードマネジメント（株） 管内資料作成業務17E・0・4
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年10月3日 2,177,700

当事務所の資料管理業務を行っており、当業務において引継に必要な
設計成果等の電子ﾃﾞｰﾀ化及び資料整理を行う際、作業と資料等の所内
利用を支障なく併行して実施出来る唯一の契約先。(会計法第29条の3
第4項)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4812 （有）アシストワン 海外在住外国人地権者翻訳等業務
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年5月25日 945,000

外国在住地権者に対する相続調査等における翻訳・文書作成及び土地
所有者の関係資料の収集を行う極めて難度の高い特殊な業務で、高度
な交渉能力及び翻訳能力、外国人所有不動産及び海外在住地権者の
登記を行える専門的な知識が必要であるため（会計法第２９条の３第４
項予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4813 日本レコードマネジメント（株） 工事完成図整理業務
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年6月20日 873,905
過去に当事務所において業務に携わり検討、マニュアルを作成してい
て、高度な知識と経験を有している。また今年度業務を受注しており、工
事完成図登録の流れを熟知しているため。（会計法第２９条の３第４項）

問題があるもの
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4814 （株）早見設備 １階男子便所漏水修繕
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年10月6日 169,050

漏水のための緊急修繕が必要となった。当該業者は事務所庁舎設備に
精通し、修繕実績もあり本修繕を緊急的に対処できる唯一の相手方で
ある。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4815
（株）コクサイクリエイテイブセン
ター

県央道（千葉県区間）パンフレット
増刷及びその他業務

有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年12月7日 981,682
契約の相手方は、パンフレットの版下を所有しており、政策内容を把握
している事から経済的かつ迅速に業務を遂行する事が出来る。
（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4816 （株）パスコ
道路行政マネジメントに関わる渋滞
等アンケート収集業務

有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成18年1月13日 997,500
インターネットを活用したアンケート調査業務としてシステムを構築・保有
している唯一の業者のため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１８年度以降
実施予定）

4817 （株）セレスポ 北千葉道路着工式会場設営業務
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成18年2月2日 898,254

事業の着工式の企画運営を行う業務として、事業を一体的に進めてい
る鉄道事業者と連携を図ることが必要であることから、鉄道事業者側の
着工式を受託している業者と契約。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１８年度以降
実施予定）

4818 ニッセイエブロ（株） 北千葉・子安拡幅広報資料作成業務
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成18年3月2日 247,113
事業内容説明のパンフレットの増刷業務として版下を所有しているた
め。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度以降移行予定）

4819 セコム（株）
柏維持修繕出張所庁舎安全管理設備
変更業務

有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成18年3月8日 506,100

当該業者は、既設の機械警備設備の所有者であり、また設備の保守管
理を実施しているため、本業務と密接不可分の関係にあり、 も適切に
業務を行うことが出来る唯一の相手方である。（会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの
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4820 三菱長崎機工（株） 車両重量計定期点検整備
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成18年3月17日 874,335
本重量計を設計、製作し納入した業者であり、内部構造及び計測システ
ムに関して熟知している唯一の業者である。（会計法第２９条の３号第４
号）

見直しの余地があり 公募を実施

4821 セコム（株） 事務所庁舎安全管理設備変更業務
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成18年3月20日 43,260

当該業者は、既設の警報器記の所有者であり、また設備の保守管理を
実施しているため、本業務と密接不可分の関係にあり、 も適切に業務
を行うことが出来る唯一の相手方である。（会計法第２９条の３第４項、
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4822 （株）バスコ
道路行政マネジメントに関わる渋滞
等アンケート集計業務

有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成18年3月23日 420,000
インターネットを活用したアンケート調査業務としてシステムを構築・保有
している唯一の業者のため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１８年度以降
実施予定）

4823 （株）ワード研究所 道路整備に関する不満分析業務
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成18年3月23日 994,350
道路に対する満足度を調査する業務として自主的調査として満足度調
査結果を保有している業者のため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
企画競争を実施（平成１８年度以降
実施予定）

4824 東日本電信電話（株） NTT電話料
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年4月1日 25,549,454
ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
に随意契約を行うものである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4825 NTTコミュニケーションズ（株） コミュニケーションズ電話料
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年4月1日 1,034,612 通話料金が割安となるため随意契約を行うものである。 その他 随意契約によらざるを得ないもの

4826 ＫＤＤＩ（株） ＫＤＤＩ電話料
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年4月1日 2,770,156 通話料金が割安となるため随意契約を行うものである。 その他 随意契約によらざるを得ないもの

4827 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 携帯電話料
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年4月1日 5,414,060
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモは他社より通信可能エリアが広く、災害対応を
考慮して（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモと随意契約を行うものである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4828 東京瓦斯（株） 都市ガス料
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年4月1日 2,529,092 当該地域唯一の一般ガス事業者と随意契約を行うものである。 その他 随意契約によらざるを得ないもの

4829 千葉県 水道料
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年4月1日 1,611,456 当該地域唯一の水道事業者と随意契約を行うものである。 その他 随意契約によらざるを得ないもの

4830 中日本高速道路㈱ 通行料
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年4月1日 2,539,394
当該通行料の支払いは、当該有料道路の管理会社と随意契約により行
うものである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4831 日本郵政公社 郵便料
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年4月1日 3,160,170
信書は日本郵政公社のみしか配達できないため、日本郵政公社と随意
契約を行うものである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4832 松下電器産業㈱ 総合映像設備改造
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成18年3月1日 5,250,000

設備の設計・納入業者であり、構成、機能、性能並びに設定を熟知して
おり、他の業者ではその情報を知り得ないものであるため、作業させた
場合、動作に支障を生じる可能性が極めて高いため。（会計法第２９条
の３第４項（予算決算及び会計令第１０２条の４第３号））

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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4833 ㈱東芝 監視映像制御設備改造
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成18年3月10日 5,565,000

設備の設計・納入業者であり、構成、機能、性能並びに設定を熟知して
おり、他の業者ではその情報を知り得ないものであるため、作業させた
場合、動作に支障を生じる可能性が極めて高いため。（会計法第２９条
の３第４項（予算決算及び会計令第１０２条の４第３号））

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4834 ㈱京葉不動産評価システム
賃料鑑定評価依頼(千葉51号大栄拡
幅)

有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年8月5日 1,213,800

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として（株）五明不動産鑑定事務所が 適である。（会計法第29条の3第
4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4835 ㈱朝日鑑定
不動産鑑定評価依頼(千葉464号北千
葉道路)

有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年9月1日 1,639,050

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として㈱朝日鑑定が 適である。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4836 永興不動産鑑定㈱
不動産鑑定評価依頼(千葉464号北千
葉道路)

有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年9月1日 1,639,050

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として永興不動産鑑定㈱が 適である。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4837 ㈱朝日鑑定
不動産鑑定評価依頼(千葉464号北千
葉道路)

有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年12月5日 4,427,850

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として㈱朝日鑑定が 適である。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4838 永興不動産鑑定㈱
不動産鑑定評価依頼(千葉464号北千
葉道路)

有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年12月5日 4,427,850

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として永興不動産鑑定㈱が 適である。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4839 ㈱京葉鑑定
不動産鑑定評価依頼(千葉51号大栄
拡幅)

有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成18年1月10日 1,475,250

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として㈱京葉鑑定が 適である。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4840 ㈱高橋不動産鑑定事務所
不動産鑑定評価依頼(千葉51号大栄
拡幅)

有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成18年1月10日 1,475,250

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として㈱高橋不動産鑑定事務所が 適である。（会計法第29条の3第4
項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4841 （株）東葛幸文堂 モノクロレーザプリンタ賃貸借
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年4月1日 1,481,760
平成１５年度に一般競争を行い当該契約の入札条件として賃貸借期間
を３６ヶ月としており本契約は１３ヶ月目のため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１９
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

4842 （株）日立ビルシステム東関東支社 昇降機保守点検業務
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年4月1日 999,180

当該業者は、製造元（日立製作所）に昇降機設備の保守点検に関し指
名されている唯一の相手方であり、設備の細部まで熟知し、また故障の
際の瑕疵担保責任が明確になるため、 も的確な保守ならびに安全管
理ができる唯一の相手方である。（会計法第２９条の３第４項、予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
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4843 三菱長崎機工（株） 車両重量計定期点検整備
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成18年3月17日 874,335
本重量計を設計、製作し納入した業者であり、内部構造及び計測システ
ムに関して熟知している唯一の業者である。（会計法第２９条の３号第４
号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4844 東芝パソコンシステム（株） 光学式文字読取装置賃貸借
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年4月1日 1,484,280
初年度は一般競争により調達を行い、賃貸借期間を６０ヶ月とした契約
であるため次年度以降は随意契約を行っている。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があり 公募を実施

4845 日本ダイナマット（株） 走行車両重量計（マット式）点検
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成18年1月13日 493,500
本重量計を設計、製作し納入した業者であり、内部構造及び計測システ
ムに関して熟知している唯一の業者である。（会計法第２９条の３号第４
号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

4846 日本レコードマネジメント（株） パソコン等一式賃貸借
有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年4月1日 617,400

当該業者は平成１６年度の資料管理室の運営に携わっており、千葉国
道資料管理ＤＢシステム及び書庫運用システムの維持管理を適切に実
施するためのパソコン等一式を所有している唯一の相手方である。（会
計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より他業務との合併）

4847 日本レコードマネジメント（株）
新聞記事情報ＤＢ登録システム改修
作業

有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年4月18日 152,040

業務にあたり、本システムに精通していることが必要不可欠となるが、当
該業者は本システムを構築した相手方であり、システム細部まで熟知し
ている。 も的確に改修業務のできる相手方である。（会計法第２９条の
３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4848 中部電力株 電気料
劍持貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰145

平成17年4月1日 207,784,362
当該地域で唯一の一般電気事業者と随意契約を行うものである。（会計
法第２９条３第４項預決令１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4849 長野市公営企業管理者 水道料
劍持貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰145

平成17年4月1日 4,020,411
当該地域で唯一の水道事業者と随意契約を行うものである。（会計法第
２９条３第４項預決令１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4850 東日本電信電話㈱ 電話料
劍持貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰145

平成17年4月1日 12,575,574
NTTは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
に随意契約を行うものである（会計法第２９条３第４項預決令１０２条の４
第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4851 ＫＤＤＩ㈱ 電話料
劍持貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰145

平成17年4月1日 6,150,298
当該電話料は携帯電話料であり、他社の携帯電話では電波受信が網
羅出来ない範囲があるため、範囲をカバーできるＫＤＤＩ㈱と随意契約す
るものである。（会計法第２９条３第４項預決令１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4852 ㈱ＮＴＴドコモ 電話料
劍持貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰145

平成17年4月1日 3,748,531
（株）NTTドコモは他社より通信可能エリアが広く、災害対（ドコモ）応を考
慮して（株）NTTドコモと随意契約を行うものである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4853 ＮＴＴコミュニケーションズ㈱ 電話料
劍持貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰145

平成17年4月1日 2,719,477
NTTは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
に随意契約を行うものである（会計法第２９条３第４項預決令１０２条の４
第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4854 東日本高速道路㈱ 通行料
劍持貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰145

平成17年4月1日 2,823,500
当該通行料の支払いは、当該有料道路の管理会社と随意契約により行
うものである。（会計法第２９条３第４項預決令１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4855 日本郵政公社 郵便料
劍持貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰145

平成17年4月1日 1,463,060
信書は日本郵政公社のみしか配達できないため、日本郵政公社と随意
契約を行うものである。（会計法第２９条３第４項預決令１０２条の４第３
号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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4856 長野地区タクシー事業共同組合 長野国道事務所タクシーの借上
劍持貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰145

平成17年4月1日 1,009,960

当事務所管内周辺を網羅する「長野地区タクシー事業共同組合」と契約
している。上記組合には数社のタクシー会社が加盟しており、どの会社
も利用可能なため、競争性は確保されている。（予算決算及び会計令第
99条第18号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4857 長野ゼロックス㈱ 電子複写機賃貸借
劍持貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰145

平成17年4月1日 8,027,241

本業務は電子複写機の継続的な使用と、保守及び消耗品の供給を行う
ための賃貸借契約を行うものである。本機器の導入においては、平成１
５年９月１０日に３６ヶ月の継続使用を条件に一般競争入札を行い、平成
１５年１０月１日より賃貸借契約済みであ。（会計法第２９条３第４項預決
令１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成２１
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4858 長野リコー㈱ 平成１７年度電子複写機賃貸借
劍持貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰145

平成17年4月1日 3,675,717

本業務は電子複写機の継続的な使用と、保守及び消耗品の供給を行う
ため賃貸借契約を行うのものである。本機器の導入においては、平成１
６年１１月２９日に３６ヶ月の継続使用を条件に一般競争入札を行い、平
成１７年１月１日より賃貸借契約済みである。（会計法第２９条３第４項預
決令１０２条の４第３号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１９
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4859 深澤美津江 駐車場賃貸借
劍持貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰145

平成17年4月1日 1,728,000
当該契約は、事務所敷地内駐車場の不足解消のため、近接地を借地し
ており、当該地主と随意契約するものである。（会計法第２９条３第４項
預決令１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4860 木内雄一 佐久平センター賃料
劍持貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰145

平成17年8月31日 2,012,500
当該契約は、中部横断道事業のインフォメーションを行うため、建物の
一室の賃貸借を所有者と随意契約するものである。（会計法第２９条３
第４項預決令１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4861 長野放送㈱
Ｈ１７景観形成啓発活動企画実施業
務委託

劍持貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰145

平成17年11月16日 14,952,000

本業務は長野県の景観形成のための地域づくりにかんする意見・要望
等を募集し今後の景観形成を進めることを目的としている。業務遂行に
あったては多くの映像資料を集積し関連する情報に精通していると共
に、有識者と関わりを持ちその意見や提言をまとめ県民に伝えることが
必要不可欠である。㈱長野放送は「道」の景観の変遷に関する過去の
映像を豊富に集積しており、地域づくり、景観形成の歴史的・文化的役
割も熟知している。（会計法第２９条３第４項預決令１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4862 信越放送㈱ ２００５道路ふれあい月間広報業務
劍持貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰145

平成17年7月28日 6,940,500

本業務は、「道路ふれあい月間」の広報を行うものであり、道路利用者
にラジオを通して道路の存在を広くＰＲすると共に道路の整備、道路管
理への意識の高揚を図るものである。広報は、ドライバーの休憩施設、
地域の人々との情報交流の場として整備が進む「道の駅」を中心にその
魅力を生中継すると共に、道をテーマにしたイベントや道路ふれあい月
間の話題等を紹介しながら番組を構成するものである。信越放送㈱は
現在放送している番組にスタンプラリーや、道の駅のＰＲ等をドライバー
等へ確実に媒体ができる番組を有しており、ＡＭ（中波）放送で長野県全
域をカバーできる放送エリアを有している唯一の会社である。（会計法第
２９条３第４項預決令１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4863 信越放送㈱
Ｈ１７除雪協力案内ＡＭラジオ放送
委託

劍持貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰145

平成17年12月15日 2,683,800

本業務は、安全で円滑な除雪作業を行うため、長野県内全域の地域住
民やドライバーに向けて、除雪作業の重要性、必要性を伝え、協力を訴
える、ラジオを利用した広報業務である。　信越放送株式会社は、長野
県全域をＡＭラジオ放送エリアとしており、本業務を遂行するに必要な要
件を備えた唯一の業者である。（会計法第２９条３第４項預決令１０２条
の４第３号）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4864 長野エフエム放送㈱
Ｈ１７除雪協力案内ＦＭラジオ放送
委託

劍持貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰145

平成17年12月15日 1,938,300

本業務は、安全で円滑な除雪作業を行うため、長野県内全域の地域住
民やドライバーに向けて、除雪作業の重要性、必要性を伝え、協力を訴
える、ラジオを利用した広報業務である。　長野エフエム放送株式会社
は、長野県全域をＦＭラジオ放送エリアとしており、本業務を遂行するに
必要な要件を備えた唯一の業者である。（会計法第２９条３第４項預決
令１０２条の４第３号）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの
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4865 信濃毎日新聞㈱
Ｈ１７暮らしの道づくり検討業務委
託（単価契約）

劍持貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰145

平成17年7月15日 35,644,800

本業務は、様々な角度から取材を行い県民に分かり易く記事にし、道路
利用者や地域住民からの意見・要望等を広く募集することで、道作りの
参考とするものである。業務の遂行にあたっては、地域の実情に精通
し、地域に密着した も身近なマスメディアであり、地域社会における経
済・社会・文化のリーディングメディアとして広く道路整備等に関する知
識と経験を有していることが必要不可欠である。信濃毎日（株）はリー
ディングメディアとして、長野県に密着し県民に親しまれた郷土新聞とし
て普及率は６１％にのぼる。また、歴史・文化・道路整備等の情報及び
知識を蓄積しており、地域に根ざした数々の企画記事を掲載し、併せて
道づくりに関する意見の取りまとめも実施している。（会計法第２９条３第
４項預決令１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4866 セコム上信越㈱ 平成１７年度庁舎防犯管理業務
劍持貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰145

平成17年4月1日 5,204,850

本業務は、事務所及び出張所の夜間及び休日等の職員不在時の庁舎
において常時監視し、火災、不法侵入、並びに国有財産の保全等を図
り、庁舎の安全管理を行うものである。業務の遂行にあたっては、異常
事態発生時に対処要員を速やかに現場へ急行させ、適切な処置を行う
ことが不可欠である。セコム上信越株式会社は、他の警備会社にはない
「画像監視システム」を保有しており、異常事態発生時においても適切な
対処ができる。また、他事務所における同システムを導入した警備業務
を遂行しており、守秘義務を伴う業務遂行にも多くの実績があるなど信
頼性

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4867 富士ゼロックス（株）山梨営業所
デジタルカラー複写機外２点賃貸借
及び保守契約

廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年4月1日 34,574,071

複写機の導入に関しては、平成１５年度に富士ゼロックス（株）と賃貸借
契約を締結済みであり、既存製品を賃貸借できるのは富士ゼロックス
（株）以外にはない。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の
４第３号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成２１
年度より、国庫債務負担行為を計
上）

単価契約

4868 セコム山梨（株） 庁舎等警備防犯管理業務委託
廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年4月1日 6,844,320

本業務は、甲府河川国道事務所ほか１１ヶ所の警備防犯管理業務を行
うものである。このため警備ヶ所（履行場所）に異常な事態が発生した場
合に迅速に警備員を派遣することが可能であり、円滑かつ責任のある
業務の遂行ができる必要がある。また、本業務において必要とされる防
犯機器については、平成１２年１２月に上記業者により設置されており、
他社での管理業務の実施が不可能である。上記業者は、関東地方整備
局管内でも多くの実績を有し信頼度も高く履行箇所すべてについて、迅
速な警備員の派遣が可能であることから等の理由により、随意契約を締

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１９
年度から公募型に移行）

4869 （株）山梨日日新聞社
平成１７年度甲府河川国道事務所新
聞掲載業務（単価契約）

廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年4月8日 41,861,400

山梨県内で も発行部数が多く地域に密着した日刊の新聞社は、山梨
日日新聞社のみであり、より広くより効率的に広報する事の出来る唯一
の契約対象であることから随意契約とするものである。（会計法２９条の
３第４項及び予決令１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4870 （株）アドブレーン社
河川愛護月間・道路ふれあい月間、
広報業務

廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年6月30日 2,159,850
山梨県においてテレビ、ラジオの両放送を行い、県内トップの聴取・視聴
率を誇るＹＢＳ山梨放送の唯一の代理店である。（会計法第２９条の３第
４号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より公募を実施するこ
とで検討）

4871 （株）山梨日日新聞社 富士川流域広報企画運営業務
廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年7月1日 2,021,250

本業務の実施に当たっては、富士川流域と地域との関わりの観点から、
流域の相互理解を深めることを目的としており、地域に密着し地域特性
を反映させた情報収集・企画能力と広報効果の面々を考慮し、地方紙
等を用いてきめの細かい広報が も適切であると判断し、山梨県唯一
の地方紙である山梨日々新聞社を広報媒体として選定した。( 会計令第
２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4872 （株）中央公論新社 富士川広報業務
廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年11月2日 1,932,000

本業務は、富士川の治水等の歴史、富士川と人々の関わり、取り組み
等を幅広く取材し新たな視点から読者に事象を伝え川の大切さを知って
もらい、今後の富士川における河川整備に対する理解と協力を得ること
を目的とする。本業務の実施にあたっては、上記の目的に対する認識及
び知識のほか、これまでの広報実績も必要不可欠である。株式会社　中
央公論新社は、広報面から十分な知識と幅広い広報媒体を有して平成
14年11月の 上川をはじめとし全国の河川を取材して記事を連載し広
報の実績がある。したがって本業務の履行に必要とされる諸条件を充足
するものは下記の業者以外になく、競争に付す事が出来ないことから、
随意契約を締結するものである。  ( 会計令第２９条の３第４項及び予決
令１０２条の４第３号)

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4873 （有）フィッシュランドイシハラ 淡水魚水槽メンテナンス業務
廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年4月18日 597,901
水槽のメンテナンス知識に明るくかつ経験があり、淡水魚の補充・水槽
機器の急なトラブルにも素早く対応できる唯一の業者である。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
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4874 （有）読売山梨広告社 新聞広告掲載業務その１
廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年7月6日 101,377

読売山梨広告社は、山梨県内で発行される読売新聞系列の広告社で、
よ　　り広くより効率的に広告する事の出来る唯一の契約対象であること
から随意契約するものである。（会計法２９条の３第４項及び予決令１０２
条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4875 （株）朝日広告社　山梨支局 新聞広告掲載業務その２
廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年7月6日 68,722

朝日広告社山梨支局は、山梨県内で発行される朝日新聞系列の広告
社で、より広くより効率的に広告する事の出来る唯一の契約対象である
ことから随意契約するものである。（会計法２９条の３第４項及び予決令
１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4876 （株）山梨毎日広告社 新聞広告掲載業務その３
廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年7月6日 48,510

山梨毎日広告社は、山梨県内で発行される毎日新聞系列の広告社で、
より広くより効率的に広告する事の出来る唯一の契約対象であることか
ら随意契約するものである。（会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条
の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4877 （株）産経広告社 新聞広告掲載業務その４
廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年7月6日 63,000

産経広告社甲府支局は、山梨県内で発行される産経新聞系列の広告
社で、より広くより効率的に広告する事の出来る唯一の契約対象である
ことから随意契約するものである。（会計法２９条の３第４項及び予決令
１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4878 （株）東日本日経社　長野支社 新聞広告掲載業務その５
廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年7月7日 141,750

東日本日経社長野支社は、関東甲信地方で発行される日本経済新聞
系列の広告社で、より広くより効率的に広告する事の出来る唯一の契約
対象であることから随意契約するものである。（会計法２９条の３第４項
及び予決令１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4879 （株）山梨日日新聞社 新聞広告掲載業務その６
廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年7月7日 626,587
山梨日日新聞社は、より広くより効率的に広告する事の出来る唯一の
契約対象であることから随意契約するものである。（会計法２９条の３第
４項及び予決令１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4880 （株）山梨日日新聞社 新聞広告「山梨の道・座談会」企画
廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年8月24日 871,500

山梨日日新聞社は、県内における主要地方紙であり、県内関係者につ
いても精通していることから、効率的に座談会およびこれに関する企画
できる唯一の契約対象であることから随意契約するものである。（会計
法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4881 （株）山梨メディアセンター 河川管理システム修正業務
廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年8月31日 861,000
既存システムの修正業務であり、作業を迅速かつ早急に行うため、シス
テムの構築者と契約締結するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり 随意契約によらざるを得ないもの

4882 （株）山梨日日新聞社 寿町拡幅パネル制作
廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年10月12日 147,000

山梨日日新聞社は先に「寿町拡幅事業」の新聞掲載取材を行っており、
今回これを元に追加取材分を取り込みパネル作成を行うものであること
から、効率的にに作製することが出来るため、随意契約するものであ
る。（会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4883 （株）山梨日日新聞社
新聞広告「道路トップインタ
ビュー」企画

廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年11月15日 924,000

山梨日日新聞社は、県内における主要地方紙であり、県内関係者につ
いても精通しており、且つ山梨県内の地域性を十分に理解した上で効率
的に企画、取材できる唯一の契約対象であることから随意契約するもの
である。（会計法２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4884 セコム山梨（株） 大月出張所警備機器交換業務
廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年4月1日 272,790
H17/4/1に当該業者と契約を締結し、現在履行中で防犯機器も設置さ
れているので、他社での業務の実施が不可能
（会計法第２９条の３第４項予決令第102条の４第３号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの（平成１９
年度のみ公募型に移行（大月出張
所新庁舎移転のため））
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4885 （株）合同タクシー 自動車借上業務委託
廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年4月1日 1,045,610

タクシー運賃は、関東運輸局の認可運賃及び約款によっており、競争性
がない。甲府河川国道管内にはタクシー協同組合等が存在しないことか
ら、車両保有台数が比較的多く、営業所が事務所・出張所近く、官公庁
等の実績があり、運転手の資格要件が厳格で業務に精通している業者
１４社と随意契約を締結する。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０
２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4886 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 携帯電話使用料
廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年4月1日 6,814,140
（株）ＮＴＴドコモは他社より通信可能エリアが広く、災害対応を考慮して
（株）ＮＴＴドコモと随意契約を行うものである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4887 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料
廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年4月1日 1,764,298
ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
に随意契約を行うものである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4888 甲府市水道局　企業出納員 水道料　甲府出張所分
廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年4月1日 2,446,300 当該地域で唯一の水道事業者と随意契約を行うものである。 その他 随意契約によらざるを得ないもの

4889 東日本電信電話（株） 電話料
廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年4月1日 12,316,687
ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
に随意契約を行うものである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4890 東日本電信電話（株） 回線専用料
廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年4月1日 10,796,241
ＮＴＴは災害時優先回線を所有しているため、優先回線を確保するため
に随意契約を行うものである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4891 日本郵政公社 後納郵便料金
廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年4月1日 2,942,370
信書は日本郵政公社のみしか配達できないため、日本郵政公社と随意
契約を行うものである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4892 日通山梨運送（株） 書庫借上げ及び配送業務
廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年4月1日 4,318,240
事務所が保有する資料・文書等を保管し、抽出・配送・返却に対応する
ことが可能で、セキュリテイ面でも条件を満たしている唯一の業者
（会計法第２９条の３第４項予決令102条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）（平成１９年度より公募を実
施することで検討）

単価契約

4893 （株）衛星チャンネル 記者会見情報提供業務
廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年4月1日 277,200
当該業者は95/6月から朝日新聞社と共同で開始し、実績及び他に比類
のない情報の提供をおこなっているため
（会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）（平成１９年度より公募を実
施することで検討）

単価契約

4894 ニッセイエブロ（株） 大月出張所書庫移転業務
廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年4月1日 889,400
H17甲府河川国道事務所資料整理等業務で履行中で他の業者に履行
させることは、データの整合性、経費の観点からも著しく不利のため
（会計法第２９条の３第４項予決令第102条の第４号）

問題があるもの
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4895 中日本高速道路（株）八王子支社 別納通行料（中日本分）
廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年4月1日 3,094,702
当該通行料の支払いは、当該有料道路の管理会社と随意契約により行
うものである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4896 ㈱新和不動産鑑定士事務所 山梨１３９号改築不動産鑑定料
廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成18年3月15日 1,245,300

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として㈱新和不動産鑑定士事務所が 適である。（会計法第29条の3第
4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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4897 ㈱小泉不動産鑑定事務所 山梨１３９号改築不動産鑑定料
廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成18年3月15日 1,245,300

本業務を遂行するには、不動産に関する専門的な知識と不動産の鑑定
評価に関する法律に基づく不動産鑑定士の資格を有し、鑑定依頼をし
た土地が属する地域及び周辺の取引動向等の地域情勢を熟知している
必要がある。よって本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力を有する者
として㈱小泉不動産鑑定事務所が 適である。（会計法第29条の3第4
項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4898
（社）山梨県公共嘱託登記司法書士
協会

嘱託登記等業務委託（権利）
廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年4月7日 2,526,470

本業務を遂行するにあたっては、権利に関する登記の専門的な知識と
司法書士法に基づく司法書士の資格を有し、短期間に大量の業務を処
理できる能力が必要である。本業務を適切かつ迅速に遂行できる能力
を有する者として、（社）山梨県公共嘱託司法書士協会が 適である。
（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4899
（社）山梨県公共嘱託登記土地家屋
調査士協会

嘱託登記等業務委託（表示）
廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年4月7日 1,091,500

本業務を遂行するにあたっては、不動産の表示に関する登記の専門的
な知識と土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士の資格を有し、短
期間に大量の業務を処理できる能力が必要である。本業務を適切かつ
迅速に遂行できる能力を有する者として、（社）山梨県公共嘱託土地家
屋調査士協会が 適である。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

4900 （株）ニシノ建設管理 Ｈ１７排水ポンプ車外現地運用業務
廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年5月17日 913,500

当該業者は、本業務で取扱う排水ポンプ車の運転を含む当該年度の車
両管理業務をを契約しており、車両としての特徴、河川堤防への進入路
位置や被災地への道順、道路構造・状況を把握しているほか、非常時
の連絡体制を構築している。浸水被害を少しでも少なくするため、上記
業者と随意契約を締結する。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より移行）

4901 日本電子サービス（株） 車載無線機載替４台他１点修理
廣瀬昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成18年3月17日 317,100

本業務を行うにあたっては、既設無線機及び国土交通省移動通信シス
テム（Ｋ－ＣＯＳ）に精通している業者が望ましく、当業者は機器に精通
し、なおかつ事務所の通信設備のメンテナンスを行っている。よって当業
者と随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０
２条の４第３項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１８年度より競争入札に移行）

4902 日本電気（株） 情報管理装置保守サービス

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県香取市佐原イ4149

平成17年4月1日 2,051,280
サーバの製造、納入業者であり、機器の納入時において、ハード・ソフト
ウエアの設定・調節からステムの稼働確認を行った業者である。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より移行）

4903 富士通（株）
Ｈ１７利根川下流画像伝送設備改造業
務

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県香取市佐原イ4149

平成18年2月15日 6,615,000
既存ソフトウェアの改良・改造を行うものであり、ソフトウェアの著作者人
格権の同一性保持権を有している唯一の業者である（会計法29条の3第
4項、予算決算及び会計令102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4904 水郷ボートサービス㈱ Ｈ１７利根川下流船舶管理業務委託

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県香取市佐原イ4149

平成17年4月1日 23,403,636
水質事故等の緊急時の対応が可能である唯一の業者である。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（公募を実施することで検討）

単価契約

4905 （有）盛勘海運 Ｈ１７銚子管内船舶管理業務委託

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県香取市佐原イ4149

平成17年4月1日 1,866,783
水質事故等の緊急時の対応が可能である唯一の業者である。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（公募を実施することで検討）

単価契約

4906 ㈱荏原製作所 排水ポンプ車修繕

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県香取市佐原イ4149

平成18年2月21日 4,200,000
既設設備と密接不可分の関係にあり、同一施行業者以外の者に施工さ
せた場合、既設の設備に著しい障害が発生するおそれがある。（会計法
第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4907 （株）ぶれきめら 航行船借り上げ

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県香取市佐原イ4149

平成17年4月1日 80,000
小野川の航行調査等を行うために必要な喫水の浅い船を所有している
唯一の会社であるため。
（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第三号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（競争入札に移行することで検討）

単価契約

4908 （株）建設電算センター
第３５回下請代金支払状況等実態調
査に係る指導票作成等業務

門松武
関東地方整備局
さいたま市中央区新都心2番地1

平成17年10月19日 839,475
本省にて発注済の調査業務における関東地方整備局所掌分について
行うものであるため（会計法第２９条の３第４号、予決令第１０２条の４第
３号）

その他
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より移行、本省にて契約）



件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

4909 日興通信（株）埼玉支社
建設関連業者登録システム管理用ク
ライアント賃貸借（H17.4.1～
H17.12.31）

門松武
関東地方整備局
さいたま市中央区新都心2番地1

平成17年4月1日 274,140

建設関連業者システムの運用に係るクライアントパソコン３台を平成１５
年度から賃貸借締結しており、既存機器を賃貸借できる唯一の業者で
あるため、新システムへの移行が予定されている平成１７年１２月３１日
までの期限をもって契約（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度移行、平成２１年度より、国庫債務
負担行為を計上）

30,460円×9月、
単価契約

4910 日興通信（株）埼玉支社
建設関連業者登録システム管理用ク
ライアント賃貸借（H18.1.1～
H18.3.31）

門松武
関東地方整備局
さいたま市中央区新都心2番地1

平成17年12月26日 11,265

建設関連業者システムの運用に係るクライアントパソコン３台を平成１５
年度から賃貸借締結しており、既存機器を賃貸借できる唯一の業者で
あるため、新システムへの移行が予定されている平成１７年１２月３１日
までの期限をもって契約したが、システム移行時期が変更になったこと
に伴い平成１８年３月３１日まで再契約（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度移行、平成２１年度より、国庫債務
負担行為を計上）

3,755円×3月、
単価契約

4911
富士通（株）官公庁ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本
部第三統括営業部

建設関連業者登録システムのための
機器賃貸借（H17.4.1～H17.12.31）

門松武
関東地方整備局
さいたま市中央区新都心2番地1

平成17年4月1日 1,215,270

建設関連業者システムの運用に係る管理用サーバ一式とクライアントパ
ソコン３台を平成１２年度から賃貸借締結しており、既存機器を賃貸借で
きる唯一の業者であるため、新システムへの移行が予定されている平成
１７年１２月３１日までの期限をもって契約（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度移行、平成２１年度より、国庫債務
負担行為を計上）

135,030円×9
月、単価契約

4912
富士通（株）官公庁ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本
部第三統括営業部

建設関連業者登録システムのための
機器賃貸借（H18.1.1～H18.3.31）

門松武
関東地方整備局
さいたま市中央区新都心2番地1

平成17年12月26日 405,090

建設関連業者システムの運用に係る管理用サーバ一式とクライアントパ
ソコン３台を平成１２年度から賃貸借締結しており、既存機器を賃貸借で
きる唯一の業者であるため、新システムへの移行が予定されている平成
１７年１２月３１日までの期限をもって契約したが、システム移行時期が
変更になったことに伴い平成１８年３月３１日まで再契約（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度移行、平成２１年度より、国庫債務
負担行為を計上）

135,030円×3
月、単価契約

4913 （株）創建
平成１７年度関東地方整備局ホーム
ページ検討業務

門松　武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年11月14日 9,975,000

①本業務は、社会資本整備の国民に対するさらなるアカウンタビリティ
向上を目指し、関東地方整備局ホームページを誰にでもわかりやすく魅
力的なものとするための検討およびリニューアルを行うものである。
②本業務を遂行するには、高度な広報の企画能力を必要とすることか
ら、経験、企画力等を含めた提案を求め、公平性、透明性、客観性が確
保される、関東地方整備局選考方式による広報企画の特定手続試行要
領に基づき、業者の特定手続きを実施
③誰にでもわかりやすく魅力的なホームページするための検討方針等を
特定テーマとし、企画提案書の作成を依頼するとともにヒアリングを実施
④企画提案内容とヒアリングにおいて、総合的に も優れた業者を特定
した

その他 企画競争を実施

4914 （株）プラップジャパン
平成１８年度関東地方整備局事業概
要等作成業務

門松　武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年11月14日 9,712,500

①本業務は、関東地方整備局の主要な事業や業務内容等を一般にわ
かりやすく紹介し、社会資本整備等に対する理解の促進や事業のPRを
図るためのパンフレット（事業概要）等を作成するもので、②本業務を遂
行するには、高度な広報の企画能力を必要とすることから、経験、企画
力等を含めた提案を求め、公平性、透明性、客観性が確保される関東
地方整備局選考方式による広報企画の特定手続試行要領に基づき、業
者の特定手続を実施③その中で、社会資本整備を国民の方々にわかり
やすくせつめいするためのポイント等を特定テーマとして提示し、企画提
案書の作成を依頼するとともにヒアリングを実施④企画提案内容とヒア
リングにおいて、総合的に も優れた業者を特定した

その他 企画競争を実施

4915 （株）エム・シー・アンド・ピー ２００５夏休み子ども教室運営業務
渡辺　和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成17年6月2日 13,534,500
集客性に優れ来場者の満足度を高める企画力、経験を必要とすること
から、企画提案選考方式を行い、特定テーマに対する企画提案が他社
より比較優位であったため。（会計法第29条の3第4項）

その他 企画競争を実施

4916 （株）エム・シー・アンド・ピー
平成１７年度建設技術展示館リ
ニューアルイベント企画運営業務

渡辺　和弘
関東地方整備局関東技術事務所
千葉県松戸市五香西6-12-1

平成17年8月2日 14,679,000
集客性に優れ来場者の満足度を高める企画力、経験を必要とすること
から、企画提案選考方式を行い、特定テーマに対する企画提案が他社
より比較優位であったため。（会計法第29条の3第4項）

その他 企画競争を実施

4917 ニッセイエブロ(株) 砂防公開講座企画運営業務

星野　和彦
関東地方整備局利根川水系砂防事務
所
群馬県渋川市渋川121-1

平成17年4月25日 10,342,500

企画提案に係る運営委員会を設置し、公示により参加を表明した業者
に企画提案書の提出を依頼し、本業務を担当する技術者の経験・能
力、業務の実施方針、企画提案書等の各評価項目を定め、提出された
参加表明書及び企画提案書を総合的に評価した結果、 高評価となっ
たため（会計法第29条の3第4項）

その他 企画競争を実施
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4918 クリエイティヴアダック(株) 管内砂防事業広報業務

星野　和彦
関東地方整備局利根川水系砂防事務
所
群馬県渋川市渋川121-1

平成17年4月25日 15,172,500

企画提案に係る運営委員会を設置し、公示により参加を表明した業者
に企画提案書の提出を依頼し、本業務を担当する技術者の経験・能
力、業務の実施方針、企画提案書等の各評価項目を定め、提出された
参加表明書及び企画提案書を総合的に評価した結果、 高評価となっ
たため（会計法第29条の3第4項）

その他 企画競争を実施

4919 (株)景観工学研究所
利根川水系直轄砂防事業記録紙編纂
業務

星野　和彦
関東地方整備局利根川水系砂防事務
所
群馬県渋川市渋川121-1

平成17年8月10日 11,025,000

企画提案に係る運営委員会を設置し、公示により参加を表明した業者
に企画提案書の提出を依頼し、本業務を担当する技術者の経験・能
力、業務の実施方針、企画提案書等の各評価項目を定め、提出された
参加表明書及び企画提案書を総合的に評価した結果、 高評価となっ
たため（会計法第29条の3第4項）

その他 企画競争を実施

4920 （株）プラップジャパン
H17外かん広報誌等作成（その2）業
務

吉木務
首都国道事務所
松戸市竹ヶ花87

平成18年1月11日 4,515,000

関連する広報資料の作成で得た知見、ノウハウに精通していることはも
ちろんのこと、事業促進に向けた広報実現のために高度な企画能力を
有することが必要であるため、企画提案選考方式を行い、特定テーマに
対する企画提案が他社より比較優位であったため。（会計法第29条の3
第4項）

その他 企画競争を実施

4921 （株）エム・シー・アンド・ピー
平成１８年度高碕河川国道事務所事
業概要等作成業務

村山一弥
関東地方整備局高崎河川国道事務所
群馬県高崎市栄町6-41

平成17年1月23日 4,977,000

業務の遂行にあたり高い広報企画能力が必要であることから、関東地
方整備局選考方式による広報企画の特定手続試行要領による役務プロ
ポーザル方式を活用。配置予定担当者の経験・能力、特定テーマに関
する企画提案等を総合的に評価し選定。特定業者は「特定テーマ」に関
する企画提案において他社より優れていた。
(会計法第２９条の第３第４項)

その他 企画競争を実施

4922 ニッセイエブロ（株）
平成１７年度圏央道広報誌作成他業
務委託

後藤　敏行
関東地方整備局大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉野町1-435

平成17年5月10日 25,410,000

圏央道事業の整備効果を地域住民に広く理解していただくため、性別年
齢を問わず事業の概要や進捗状況、整備効果等を理解することができ
る広報誌を企画するための高度で豊富な知識と経験が必要不可欠であ
る。本業者は、プロポーザルにおいて効果的な広報等について比較した
ところ、業務実施手順、企画提案の的確性、独創性及びヒアリング結果
等において他社より優れていたため。(会計法第29条の3第4項)

その他 企画競争を実施

4923 （株）商華堂
東京みちの情報館展示手法等検討業
務委託

石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年5月9日 14,941,500

本業務は、当事務所における各種道路事業の広報施設として開館した
「東京みちの情報館（以下、本施設）」展示資料、展示設備、施設管理及
び施設運営等の総合的な検討を加え、本施設のリニューアルに関する
基本設計図を作成するものである。本業務の遂行にあたっては、当事務
所における各種道路事業の重要性、必要性の周知及び道路事業への
理解促進を目的とした多角的かつ効果的な本施設のリニューアルを行
うために、効果的な展示手法等について、多岐にわたる企画・立案及び
検討を必要とするため、情報提供施設及び広報活動に関する高度で豊
富な知識と経験が必要不可欠である。そのため、選考会方式による特
定手続きを行い、企画提案特定に関わる運営委員会において審査した
結果、上記業者の企画提案書を特定したものである。（会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他 企画競争を実施

4924 ニッセイエブロ（株）
新宿駅南口地区基盤整備事業広報活
動運営業務

石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年12月6日 16,485,000

本業務は新宿駅南口地区基盤整備事業の内容を駅利用者および周辺
地域の皆様に広くご理解頂くため、効果的な広報活動を企画し、広報イ
ベント及び広報誌等の広報活動の実施及び運営を行うものである。本
業務を遂行に当たっては、広報に関する高度な企画立案を必要とするこ
とから、広報企画に関する提案を求める選考方式により、請負業者の選
定を行った結果、広報企画提案書において総合的に も優れた提案を
行った業者であったことから、随意契約を行った。（会計法第２９条の３第
４項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他 企画競争を実施

4925 ニッセイエブロ（株）
五街道クリーンウォーク２００６実
施業務

石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年12月22日 13,755,000

本業務はプロポーザル方式を活用した。本業務は五街道を歩きながら
ゴミを拾ってもらい、道路の役割の再認識及び環境美化、並びに未来へ
続く道づくりを進める一環とする行事の企画立案及び実施であり、契約
には以下の要素が必要である。①企画に関する経験及び能力。②同種
又は類似業務の実績及び当該業務に対する取組能力。上記を評価した
指標として項目は以下のとおり①a過去５年間の同種又は類似業務の実
績の内容。b過去５年間の当事務所・関東管内での業務。②a同種又は
類似業務における取り組みに顕著な工夫がなされいるか。b本業務の企
画方針、業務の理解度。本契約において特定された業者が他社より優
位であった項目は②ｂである。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及
び会計令第１０２の４第３項）

その他 企画競争を実施
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4926 （株）景観工学研究所
平成１７年度関東道路フェア２００
５企画運営業務

渡辺　和足
支出負担行為担当官
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番1

平成17年7月20日 10,048,500

本業務を遂行するにあたっては、その企画内容等により成果を大きく左
右するため、プロポーザル方式による競争により、業者の特定を行うこと
が適していると考えたため。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
企画競争を実施
（平成１８年度より当該事務を行わな
い）

4927 （株）創建東京本社
平成１７年度常総国道事務所事業広報
業務（単価契約）

鮫島寛
常総国道事務所
茨城県土浦市川口1-1-32

平成17年4月11日 16,369,500

道路行政の内容を広く住民に伝え理解を深める為には、継続的かつ計
画的な広報活動につい的確・検討し実施するものであり総合的かつ高
度な検討を要するため、「選考方式による広報企画の特定手続き方式」
に基づき業者選定を行ったものである。審査の結果、他社より優れてい
た。（会計法第29条の3第4項予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
に該当）

その他 企画競争を実施

4928 TSP太陽（株）
国営昭和記念公園みどりの文化ゾー
ン開園式典企画運営業務　１式

大橋謙一
関東地方整備局国営昭和記念公園事
務所
東京都立川市緑町3173

平成17年5月19日 12,684,000
選考方式により複数の業者から企画提案書を受け、厳正な審査を行っ
た結果、 も高い評価を受けたことから、随意契約を行ったものである。
会計法第29条の３第4項及び予決令第102条の4第3号

その他 企画競争を実施

4929
（株）ソラリス
代表取締役社長熊倉信夫
東京都千代田区内神田３－４－４

国営アルプスあづみの公園広報等企
画・実施業務

片山壮二
関東地方整備局国営アルプスあづみ
の公園事務所
長野県安曇野市穂高牧149-12

平成17年6月2日 13,545,000

当公園にて行われるイベント等をテレビ、ラジオ等の媒体を通してより一
層の利用促進を図ることを目的に、広報の企画力、幅広い層への訴求
力、放送媒体特性を生かした広報展開について「関東地方整備局選考
方式による広報企画の特定手続試行要領」によるプロポーザル方式に
て手続きを行い、企画提案力に優れる契約の相手方を特定した。

その他 企画競争を実施

4930
（株）ながのアド・ビューロー
代表取締役社長立岩久忠
長野市中御所１丁目５３番地

国営アルプスあづみの公園行催事等
企画・運営業務

片山壮二
関東地方整備局国営アルプスあづみ
の公園事務所
長野県安曇野市穂高牧149-12

平成17年7月8日 21,951,300

当公園の自然環境や安曇野の地域特性を生かした行催事を実施しより
一層の利用促進を図ることを目的に、自然環境等の立地条件を生かし
た行催事企画力、安曇野の地域特性を生かした企画、幅広い層への訴
求効果の高い企画について「関東地方整備局選考方式による広報企画
の特定手続試行要領」によるプロポーザル方式にて手続きを行い、企画
提案力に優れる契約の相手方を特定した。

その他 企画競争を実施

4931
ニッセイエブロ（株）
取締役社長亀田修平
東京都港区新橋５丁目２０番４号

国営アルプスあづみの公園行催事等
企画・運営業務

片山壮二
関東地方整備局国営アルプスあづみ
の公園事務所
長野県安曇野市穂高牧149-12

平成17年8月5日 7,875,000

ホームページ全体のリニューアルを行うため、作成及び更新の企画方
針について公募により求める選考方式により業者選定を行った。選定に
あたっては当公園にふさわしい提案となっているか、提案されたコンテン
ツの必要性や効果に対する認識が適性であるか、幅広い層への訴求効
果の高い提案かなどについて「関東地方整備局選考方式による広報企
画の特定手続試行要領」によるプロポーザル方式にて手続きを行い、い
ずれの項目も他社に対して比較優位な技術提案を行った契約の相手方
を特定した。

その他 企画競争を実施

4932 ニッセイエブロ㈱
関東甲信地方下水道事業広報支援業
務

門松武
関東地方整備局長
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年11月29日 6,069,000

一般の人に対し下水道の役割を理解していただくことを目的としているこ
とから、専門業者のノウハウを 大限に利用できる企画提案方式による
手続きを実施した。企画提案の内容として、一般の人に対し興味深いシ
ンポジウムの演出法及びわかりやすいホームページの構成について求
め、目的達成のため実現性の高い提案をした業者と随意契約を行った。
（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 企画競争を実施

4933 （有）企画工房びっぐふぁいぶ 管内砂防事業広報業務
山下勝
関東地方整備局富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-12-16

平成17年4月18日 17,850,000

本業務の実施にあたっては、広報活動に関する知識・経験が豊富であ
ることに加え、土砂災害や砂防事業に関する知識及びコミュニケーショ
ン型行政や総合学習の推進に対応する能力も求められるため、プロ
ポーザル方式を採用して、平成17年3月30日に開催された選定委員会
で特定した当該業者と随意契約を締結するものである。

その他 企画競争を実施
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4934 クリエイティヴアダック（株）
平成１７年度北首都国道事務所事業
概要作成業務

小口安雄
関東地方整備局北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-15

平成17年5月30日 4,000,500

①プロポーザル方式を活用
②当該契約に必要な要素とその要素が必要な理由
本業務は、平成１７年度北首都国道事業概要とホームページの更新作
業を実施するものである。本業務の実施にあたっては、幅広く地域の
方々に理解を得る必要があるため、事業内容をわかりやすく、理解しや
すい資料を作成する能力を有する事がひつようである。
③その要素を評価した指標
・予定技術者の資格、実績等
・予定技術者の専門技術力、取り組み姿勢、コミュニケーション力
・企画提案についての的確性、実現性、独創性、着眼点
④他社より比較優位であった指標（項目）
・予定技術者の実績
・企画提案の着眼点

その他 企画競争を実施

4935 （株）日映科学映画製作所 連携事業映像作成業務

石井正夫
関東地方整備局鬼怒川ダム統合管理
事務所
栃木県宇都宮市平出工業団地14-3

平成17年10月11日 14,910,000

わかりやすく表現する着眼点及び映像を作成する着眼点が工事現場撮
影及びＣＧの作成並びに編集時に必要である。わかりやすく表現する着
眼点及び映像を作成する着眼点に対する取り組み方法を具体的に記載
させ、具体的な取り組み方法により特定した。　　（会計法第29条の3第4
項）

その他 企画競争を実施

4936 （株）プラップジャパン 宮ヶ瀬ダムホームページ作成業務

坂本和雄
関東地方整備局相模川水系広域ダム
管理事務所
神奈川県相模原市津久井町青山字南
山2145-50

平成18年1月31日 5,985,000

本業務を行うにあたりホームページの企画内容が広報活動に大きく影
響を与えるため、遂行にあたり必要とする知識経験を有し、当事務所の
効果的な企画が提案され、企画条件の着眼点を的確に捉える必要があ
り、企画提案に対する現実性及び着眼点が他社に比較優位であったた
め、選考方式によるプロボーザルにより特定し、契約相手と随意契約を
行うものである。（会計法第29条の3第4項）

その他 企画競争を実施

4937 クリエィティブアダック（株） Ｈ１７渡良瀬川砂防広報業務
竹内清文
渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町661-46

平成17年5月13日 10,353,000

本業務の実施にあたっては、参加表明書の提出があった５社を対象に
提出された企画提案書を基にした選考会を実施した。選考会において、
本業務を担当する技術者の経験・能力、業務の実施方針及び手法等の
各評価項目を定め、それを基に総合的に評価した結果、当該業者が
高評価となったものである。（会計法第２９条の３第４号予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号）

その他 企画競争を実施

4938 ニッセイエブロ（株）
平成１７年度湯西川ダム地域振興広
報展示業務

笛田俊治
湯西川ダム工事事務所
栃木県塩谷郡栗山村西川164

平成17年12月12日 14,752,500
事業の広報を有効に行うため、企画提案の選考会を実施した。この結
果、当社が企画の実現性などにおいて他社と比較し優位であった。この
ため、当社を特定し契約を締結した。（会計法第２９条の３第４項）

その他 企画競争を実施

4939 クリエイティブアダック（株）
平成１７年度湯西川ダム広報実施業
務

笛田俊治
湯西川ダム工事事務所
栃木県塩谷郡栗山村西川164

平成17年7月14日 3,990,000
事業の広報を有効に行うため、企画提案の選考会を実施した。この結
果、当社が企画の独創性などにおいて他社と比較し優位であった。この
ため、当社を特定し契約を締結した。（会計法第２９条の３第４項）

その他 企画競争を実施

4940 クリエイティブアダック（株）
平成１７年度日光砂防広報活動等委
託業務

田井中　治
関東地方整備局日光砂防事務所
栃木県日光市萩垣面2390

平成17年5月13日 16,905,000

本業務の遂行に当たっては、高度な企画能力が求められるとともに、業
務に対する構想力や応用力が不可欠である。このため、業者選定に際
し、「関東地方整備局選考方式による広報企画の特定手続施工要領」に
よる企画提案の提出を求め、選定委員会において、 も優れた企画提
案を行った業者と判断された。（会計法２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他 企画競争を実施

4941 （株）エム・シー・アンド・ピー
Ｈ１７八ッ場ダム周辺ウォーキング
イベント実施業務

安田吾郎
関東地方整備局八ッ場ダム工事事務
所
群馬県吾妻郡長野原町大字与喜屋11

平成17年8月31日 10,395,000

本業務の実施に関しては、多くの方々に八ッ場ダムへの認知度を高め
ていただくこと、八ッ場ダム建設関係地域への関心を持っていただける
よう遂行することが求められる。広報企画提案運営委員会による選考会
により、業務の実施方針、特定テーマに対する企画提案、予定担当者の
経験能力について評価を行い特定したため。（会計法第２９条の３第４
項、予決令第１０２条の４第３項）

その他 企画競争を実施

4942 ㈱丹青社 新川通防災施設広報企画検討等業務

佐藤宏明
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町2-19-1

平成18年2月6日 8,001,000

大利根町に建設予定の防災施設からの情報提供方法と広報パンフ製
作提案であり、当事務所の河川整備に関する取り組みの理解度が大き
な要素となる。業務理解度が他社より優位であった。（会計法第２９条の
３第４項）

その他 企画競争を実施
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4943 ㈱モンタージュ 渡良瀬遊水地広報映像制作業務

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町2-19-1

平成18年2月24日 4,998,000
渡良瀬遊水地がもつ治水・利水機能の重要性や歴史的背景等を紹介す
るために、より内容を熟知し適した業者を選定した。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
企画競争を実施
（平成１９年度は発注しない）

4944 ニッセイエブロ（株） 利根川ダム広報資料作成業務
石島  威
利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成17年4月19日 5,250,000
選考会方式を活用し業務実績及び企画提案の的確性及び実現性にお
いて、他社と比較し優位であったため選定したものである。（会計法第２
９条の３第４項）

その他 企画競争を実施

4945 （株）プラップジャパン 利根川ダム広報企画運用業務
仲川  博雄
利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成17年11月15日 15,991,500
選考会方式を活用し業務実績及び企画提案の的確性及び実現性にお
いて、他社と比較し優位であったため選定したものである。（会計法第２
９条の３第４項）

その他 企画競争を実施

4946 ニッセイエブロ（株）
鶴見川流域水マスタープラン推進広
報運営業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年5月2日 38,283,000

本業務は、「鶴見川流域水マスタープラン」推進のため、市民・市民団
体・企業・行政の協働により、鶴見川流域の各地域における流域意識の
普及・啓発戦略の一つとして、このプランを流域が一体となって推進する
必要性を流域市民に効果的にＰＲするための年間を通じた住民参加型
の催事の企画・運営及び広報に関する手段等の企画・運営を行うもので
あり、業務の遂行に当たっては、鶴見川流域に関する幅広い知識が求
められるとともに、特に運営に対する企画構想力や柔軟対応力が不可
欠であるため、当業務は業者選定に際して標準プロポーザル方式によ
る技術提案の提出を求めた。提出された技術提案に基づき選定委員会
において、広報の課題とその対応などもっとも優れた提案を行った業者
と判断したため。（会計法第29条の3第4項）

その他 企画競争を実施

4947 （株）プラップジャパン 多摩川広報催事運営業務

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-
18-1

平成17年7月14日 13,209,000

本業務は、河川敷利用に対する多様な要望に応えるため、河川管理者
（国・自治体）と地域住民（団体）とが一体となって河川整備を進めていく
事が重要であり、多摩川を主体に京浜河川事務所管内各河川における
「歴史」「風土」「文化」等についての継続的な広報及び啓発活動（ふれ
あい活動）を行い、相互の協調・協働意識の醸成を図ることが必要であ
るため、この協調・協働を図るべく、今後の河川ふれあい活動のあり方
を視野に入れた多摩川を主体とした河川利用についての河川環境等や
啓発方法を具体的事例を踏まえて検討・実施するものであり、業務の遂
行に当たっては、高度な企画能力が求められるとともに、臨機かつ迅速
な運営が不可欠であるため、当業務は業者選定に際しては「関東地方
整備局選考方式による広報企画の特定手続施行要領」による企画提案
の提出を求めた。提出された企画提案に基づいた企画提案特定のため
の選考会運営委員会において、広報の課題と対応方法などもっとも優
れた企画提案を行った業者と判断したため。（会計法第29条の3第4項）

その他 企画競争を実施

4948 （株）ＮＨＫエンタープライズ
平成17年度荒川ロックゲート広報企
画・運営業務（一式）

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年6月9日 63,987,000
荒川ロックゲート完成式典の企画、運営方針、各メディアの組み合わせ
等による効果的な広報活動の提案をしてもらい、的確性、実現性を評価
した結果、いずれも他社より優であると判断(会計法第２９条の３第４項)

その他 企画競争を実施

4949 廣告社（株） 河川愛護啓発活動業務（一式）
岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年7月8日 31,332,000

アウトドアイベントの企画、運営方針、新聞・テレビ等のメディアを活用し
た効率的・効果的な広報活動の提案をしてもらい、的確性、実現性、独
創性を評価した結果、実現性について他社より優位であると判断(会計
法第２９条の３第４項)

その他 企画競争を実施

4950 （株）ＮＨＫエンタープライズ
平成17年度ＩＴ防災訓練企画運営業
務（一式）

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年8月26日 89,733,000

荒川流域に敷設されている光ファイバー等の既設河川管理用情報イン
フラ及び 新の情報技術を活用し、流域住民と行政等の広域的な連携
による双方向の情報受発信を主目的とした防災訓練の企画において、
独創性、実現性を評価した結果、いずれも他社より優位と判断（会計法
第２９条の３第４項)

その他 企画競争を実施

4951 （株）博報堂
平成17年度荒川下流効果的広報企画
業務（一式）

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年9月14日 89,460,000
効果的な広報活動の展開方策、施策・事業・広報活動への外部の意
見、評価の収集方法について評価した結果、各要素についていずれも
優位であると判断(会計法第２９条の３第４項)

その他 企画競争を実施

4952 （株）ＴＢＳビジョン
平成17年度荒川交流フェア企画運営
業務（一式）

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年12月8日 96,915,000
荒川交流フェアの企画、運営方針において、的確性・実現性を評価した
結果、優位であると判断
(会計法第２９条の３第４項)

その他 企画競争を実施
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4953 クリエイティブアダック（株）
首都圏外郭放水路全区間通水式典企
画検討業務

高柳　淳二
関東地方整備局江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年12月27日 14,805,000

本業務は、首都圏外郭放水路通水式典を企画検討するものであるため
プロポーザル方式を活用し、技術提案を特定した。当該契約に必要な要
素は、企画方針の理解度、取組方針の的確性であり、総合評価を指標
項目として他社より比較優位であったため。(会計法第29条の3第4項、
予決令第102条の4第3号)

その他 企画競争を実施

4954 ニッセイエブロ㈱
関東甲信地方下水道事業広報支援業
務

門松武
関東地方整備局長
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年11月29日 6,069,000

一般の人に対し下水道の役割を理解していただくことを目的としているこ
とから、専門業者のノウハウを 大限に利用できる企画提案方式による
手続きを実施した。企画提案の内容として、一般の人に対し興味深いシ
ンポジウムの演出法及びわかりやすいホームページの構成について求
め、目的達成のため実現性の高い提案をした業者と随意契約を行った。
（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 企画競争を実施

4955 ニッセイエブロ（株）
水質事故対策訓練企画・運営・広報業
務

小林正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県香取市佐原イ4149

平成17年7月7日 12,495,000
「関東地方整備局選考方式による広報企画の特定手続き試行要領」に
よる契約手続きにおいて、企画提案の特定を受けている。(会計法２９条
の３第４項予決令１０２条の４第３項)

その他 企画競争を実施

4956

佐原市長
岩瀬　良三

千葉県香取市佐原口２１２７

地域連携による既存インフラの魅力
アップに関わる調査検討業務

門松武
関東地方整備局長
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年12月20日 3,000,000

本業務は、国際競争力のある観光地づくり推進のため、「観光地域づく
り実践プラン」に選定されている「ひたちとふさのジョイントアッププロジェ
クト協議会」の中部地区に位置する香取市が中心となり、より一層の地
域連携を図りモデル事業を推進するため、佐原市（現香取市）、潮来市、
鹿島市による「水郷三都観光振興協議会」（以下「協議会」という）を設立
し、県境を越えた市町村連携による既存インフラの魅力向上を図るため
の方向性を明らかにするための検討に資するものである。佐原市は、本
協議会の事務局として、本検討策について中心的な役割を担っており、
今回、効率的かつ的確に本業務を履行し得る唯一の契約対象機関であ
るため、委託契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

3,000,000

4957

富士河口湖町長
小佐野　常夫

山梨県南都留郡富士河口湖町船津１
７００

観光活性化案内標識整備計画策定業
務

門松武
関東地方整備局長
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年11月7日 5,500,000

本業務は、国土交通省が募集した「観光活性化標識ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」に沿った
案内標識整備計画（以下「整備計画という」）を策定し、他の地域の模範
となるような案内標識の先進的な事例をつくるとともに、整備計画策定
の過程で改善すべき点があればｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに反映させることを目的とした
ﾊﾟｲﾛｯﾄｹｰｽ実施地区に選定された富士河口湖町に対して、整備計画の
策定に資するものである。富士河口湖町は、所定の手続きに沿った厳選
なる選考の結果、ﾊﾟｲﾛｯﾄｹｰｽ実施地区に選定された地区であり、整備
計画策定にあたっては、効率的かつ的確に本業務を履行し得る唯一の
契約対象機関であるため、委託契約を行うものである。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

5,500,000

4958

（財）北区まちづくり公社　理事長
山田　統二

東京都北区東十条３－２－３

「東田端レールパーク型まちづくり
構想」策定調査業務

門松武
関東地方整備局長
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年10月14日 5,588,000

本業務は、地域の創意と工夫を重視し、全国のモデル調査となり得る先
導的な取り組みを全国的に掘り起こすことを目的に創設された「全国都
市再生モデル調査」の取り組みの一環として、東京都北区東田端地区
において広大な鉄道用地を利用し、鉄道に関する資産に磨きをかけ、当
該地区ならではの価値を全国的にアピールできるまちづくり構想の策定
に資するものである。（財）北区まちづくり公社（以下「公社」という）が事
務局を務める東田端まちづくり協議会は、都市再生本部事務局が全国
に公募した「モデル調査」に応募し所定の手続きに沿った厳正なる選考
の結果、調査内容等が全国的なモデルとして先駆的で公募の趣旨に合
致していること、調査の実施体制が確立されていることなどの観点から、
調査対象団体に選定されたことから、効率的かつ的確に本業務を履行
し得る唯一の契約対象機関であるため、委託契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

5,588,000

4959

埼玉県知事　上田　清司

埼玉県さいたま市中央区新都心２－
１

高齢社会における持続可能な地域づ
くりに関する調査

門松武
関東地方整備局長
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年10月17日 62,439,000

本業務は、国土施策創発調査の一環として、今後急激に増加する高齢
者の視点から、地域の活力、環境面の維持等が持続可能である地域づ
くりのあり方を提案するとともに、モデル都市において総合的な課題の
整理・評価を実施して実現に向けた方策の明確化を図ることにより、今
後の国土施策の推進に資するものである。この国土施策創発調査の内
容については、埼玉県が発案したものであり、今回、効率的かつ的確に
本業務を履行し得る唯一の契約対象機関であるため、委託契約を行う
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

62,439,000



件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

4960
東京都知事　石原慎太郎

東京都新宿区西新宿２－８－１
平成１７年度交通量常時観測調査

門松武
関東地方整備局長
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年12月1日 4,200,000

当該業務は都道府県政令市が管理する路線に設置された交通量観測
機器の保守維持管理・観測・道路占用を一体的に行う業務であり、当該
路線の道路管理者以外に業務を遂行できる当事者はいない（会計法29
条の３（4)）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

4,200,000

4961 （財）茨城県教育財団　理事長
一般国道６号（千代田石岡ＢＰ）に
おける埋文調査

佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年4月1日 11,214,000
「一般国道６号千代田石岡バイパス事業に伴う埋蔵文化財発掘調査の
実施に関する協定」（平成１７年３月３１日）に伴なう随意契約である。（会
計法令第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4962 （財）茨城県教育財団　理事長
一般国道５０号（下館ＢＰ）におけ
る埋文調査

佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年4月1日 45,832,500
「一般国道５０号下館バイパス事業に伴う埋蔵文化財発掘調査の実施
に関する協定」（平成１７年３月３１日）に伴なう随意契約である。（会計法
令第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4963
エヌ・ティ・ティ・インフラネット
（株）　茨城支店

一般国道６号（下り）日立市東滑川
町電線共同溝に伴う引込管路設

佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年6月8日 2,471,700

電線共同溝引込管等の施工については、「無電柱化推進計画に伴う引
込管等設備工事等に関する協定」（平成１７年１０月１９日）に基づき工事
を電線管理者に委託することにより、電線類地中化工事を円滑に遂行
できるため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4964
エヌ・ティ・ティ・インフラネット
（株）　茨城支店

一般国道５０号（上り）結城市結城
電線共同溝に伴う引込管路設備

佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年9月1日 3,234,000

電線共同溝引込管等の施工については、「無電柱化推進計画に伴う引
込管等設備工事等に関する協定」（平成１７年１０月１９日）に基づき工事
を電線管理者に委託することにより、電線類地中化工事を円滑に遂行
できるため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4965
エヌ・ティ・ティ・インフラネット
（株）　茨城支店

一般国道６号（上り）高萩市東本町
電線共同溝に伴う引込管路設備

佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年6月8日 2,206,050

電線共同溝引込管等の施工については、「無電柱化推進計画に伴う引
込管等設備工事等に関する協定」（平成１７年１０月１９日）に基づき工事
を電線管理者に委託することにより、電線類地中化工事を円滑に遂行
できるため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4966
エヌ・ティ・ティ・インフラネット
（株）　茨城支店

一般国道６号（上り）牛久市牛久町
電線共同溝に伴う引込管路設備

佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年6月8日 2,564,100

電線共同溝引込管等の施工については、「無電柱化推進計画に伴う引
込管等設備工事等に関する協定」（平成１７年１０月１９日）に基づき工事
を電線管理者に委託することにより、電線類地中化工事を円滑に遂行
できるため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4967
エヌ・ティ・ティ・インフラネット
（株）　茨城支店

一般国道５０号（上り・下り）岩瀬
町電線共同溝に伴う引込管路等

佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年10月19日 14,345,100

電線共同溝引込管等の施工については、「無電柱化推進計画に伴う引
込管等設備工事等に関する協定」（平成１７年１０月１９日）に基づき工事
を電線管理者に委託することにより、電線類地中化工事を円滑に遂行
できるため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4968
エヌ・ティ・ティ・インフラネット
（株）　茨城支店

一般国道６号（上り・下り）水戸市
酒門町電線共同溝に伴う引込管

佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年9月12日 10,382,400

電線共同溝引込管等の施工については、「無電柱化推進計画に伴う引
込管等設備工事等に関する協定」（平成１７年１０月１９日）に基づき工事
を電線管理者に委託することにより、電線類地中化工事を円滑に遂行
できるため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4969
エヌ・ティ・ティ・インフラネット
（株）　茨城支店

一般国道６号中根町電線共同溝に伴
う引込管等設備工事

佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成18年2月16日 15,439,200

電線共同溝引込管等の施工については、「無電柱化推進計画に伴う引
込管等設備工事等に関する協定」（平成１７年１０月１９日）に基づき工事
を電線管理者に委託することにより、電線類地中化工事を円滑に遂行
できるため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4970
特定非営利活動法人　ふるさと街づ
くり推進協議会

花と緑の協議会運営業務
小口安雄
関東地方整備局北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-15

平成17年5月10日 7,266,000

本業務は、外かん三郷地区の「外かん三郷地区花と緑の協議会　花
いっぱい運動」の推進をはかるものである。
本業務の遂行にあたっては、「花いっぱい運動」の経緯及び地元参加団
体と精通していることが必要であり、本業務を確実かつ効率的に行う上
で も適した契約対象である。（会計法第２９条の３台４項及び予決令第
１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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4971 東日本旅客鉄道（株）　水戸支社 常磐線圏央道こ線橋新設工事
渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都新2-1

平成17年4月1日 93,612,923

本件は常磐線牛久・ひたち野うしく間における一般国道４６８号首都圏中
央連絡自動車道高架橋工事である。当該契約は東日本旅客鉄道㈱と
の平成１６年のからの継続的な契約であり、上記工事を実施できるのは
左記契約者以外にはない。（会計法第29条の3第4項予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号に該当）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4972 （財）茨城県教育財団　理事長
一般国道４６８号圏央道（茨城県）
に係わる埋文調査

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都新2-1

平成17年4月1日 46,935,000

昭和４６年１１月１日建設省道１発第９３号「直轄道路事業の建設工事施
行に伴う埋蔵文化財包蔵地の取り扱いについて」３のロに伴う随意契約
である。（会計法第29条の3第4項予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号に該当）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4973 （財）千葉県教育振興財団 圏央道（千葉県下総地区）埋文調査
門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都新2-4

平成17年11月1日 35,297,850

昭和４６年１１月１日建設省道１発第９３号「直轄道路事業の建設工事施
行に伴う埋蔵文化財包蔵地の取り扱いについて」３のロに伴う随意契約
である。（会計法第29条の3第4項予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号に該当）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4974 （財）　千葉県文化財センター
東京外かく環状道路埋蔵文化財発掘
調査

野田勝
関東地方整備局　首都国道事務所
千葉県松戸市竹ヶ花86

平成17年4月1日 288,830,850

昭和４６年１１月１日建設省道１発第９３号「直轄道路事業の建設工事施
行に伴う埋蔵文化財包蔵地の取り扱いについて」３のロに伴う随意契約
である。（会計法第29条の3第4項予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号に該当）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4975 市川市長
一般国道298号千葉県市川市北国分
一丁目17番地先～同市田尻

野田勝
関東地方整備局　首都国道事務所
千葉県松戸市竹ヶ花86

平成17年4月21日 42,157,500

本業務は、東京外かく環状道路（以下、「外かん」という。）の一部区間の
取得済用地内における花苗の植栽及び草刈や、地域住民対応を実施
するものである。
　本業務では、道路管理者の立場での遂行はもちろんのこと、外かんの
沿線地域及び地域住民に関して精通し、道路行政を十分に理解してい
ることが必要である。さらに、特定の利害関係がなく公平性、中立性の
確保が不可欠である。また、街づくりの重要な要素として道路利用者に
親しまれる道づくりが期待できることから、地方公共団体の参画のもと
で、植栽管理等、地域に根ざした、より良い道路管理及び街づくりを目
的としている。
　市川市は、平成１６年度に「市川市景観基本計画」を策定しており、基
本計画の方針のひとつとして幹線道路の沿道ゾーンを対象に緑の景観
を育てることとしており、本業務によりその実現と市川市内の街づくりに
十分な効果が期待できる。また、地域への精通、公平性・中立性の観点
からも、上記地方公共団体が本業務を遂行する唯一の契約対象機関で
ある。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4976 （財）かながわ考古学財団
一般国道４６８号（さがみ縦貫）西
久保地区埋文調査

渡辺　和足
関東地方整備局
さいたま市中央区新都心2-1

平成17年4月1日 3,780,000
建設省通達により、埋蔵文化財の発掘調査は当該教育委員会に委託
することとなっている

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4977 （財）かながわ考古学財団
一般国道４６８号（さがみ縦貫）寒
川町倉見埋文調査

渡辺　和足
関東地方整備局
さいたま市中央区新都心2-1

平成17年4月1日 109,483,500

昭和４６年１１月１日建設省道１発第９３号「直轄道路事業の建設工事施
行に伴う埋蔵文化財包蔵地の取り扱いについて」３のロに伴う随意契約
である。（会計法第29条の3第4項予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号に該当）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4978 （財）かながわ考古学財団
一般国道４６８号（さがみ縦貫）上
依知地区埋文調査

渡辺　和足
関東地方整備局
さいたま市中央区新都心2-1

平成17年4月1日 84,367,500

昭和４６年１１月１日建設省道１発第９３号「直轄道路事業の建設工事施
行に伴う埋蔵文化財包蔵地の取り扱いについて」３のロに伴う随意契約
である。（会計法第29条の3第4項予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号に該当）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4979 （財）かながわ考古学財団
一般国道１号原宿交差点改良事業に
伴う埋文調査

渡辺　和足
関東地方整備局
さいたま市中央区新都心2-1

平成17年4月1日 41,989,500

昭和４６年１１月１日建設省道１発第９３号「直轄道路事業の建設工事施
行に伴う埋蔵文化財包蔵地の取り扱いについて」３のロに伴う随意契約
である。（会計法第29条の3第4項予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号に該当）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4980 （財）かながわ考古学財団
一般国道４６８号及び２４６号の厚
木地区埋文調査

渡辺　和足
関東地方整備局
さいたま市中央区新都心2-1

平成17年4月1日 50,820,000

昭和４６年１１月１日建設省道１発第９３号「直轄道路事業の建設工事施
行に伴う埋蔵文化財包蔵地の取り扱いについて」３のロに伴う随意契約
である。（会計法第29条の3第4項予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号に該当）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4981
東日本旅客鉄道（株）　東京工事事
務所

一般国道４６８号（さがみ縦貫）新
設工事の詳細設計他

渡辺　和足
関東地方整備局
さいたま市中央区新都心2-1

平成17年4月1日 358,260,000
一般国道４６８号（さがみ縦貫道路）と相模原倉見駅付近との交差にお
ける道路橋他新設工事にかかる詳細設計他の施工に関する協定に基
づく契約

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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4982 神奈川県知事
一般国道４６８号と都市計画道路藤
沢大磯線の建設事業

門松　武
関東地方整備局
さいたま市中央区新都心2-1

平成17年11月18日 24,804,000
さがみ縦貫による幅員増加分（１８％）による費用を負担し、高架下の都
市計画県道を県に整備してもらっている。随意契約ではない

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4983
エヌ・ティ・ティ・インフラネット
（株）神奈川支店

一般国道１号本村電線共同溝（その
２）に伴う工事委託契約

大寺　伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
横浜市神奈川区三ツ沢西町13-2

平成17年10月28日 8,293,950
「電線類地中化計画に伴う引込管路整備工事等に関する協定」に基づく
委託契約

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4984
エヌ・ティ・ティ・インフラネット
（株）神奈川支店

一般国道１６号磯子電線共同溝（そ
の２）に伴う工事委託契約

大寺　伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
横浜市神奈川区三ツ沢西町13-2

平成17年11月21日 3,807,300
「電線類地中化計画に伴う引込管路整備工事等に関する協定」に基づく
委託契約

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4985
エヌ・ティ・ティ・インフラネット
（株）神奈川支店

一般国道１６号追浜電線共同溝（そ
の２～５）に伴う工事委託契約

大寺　伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
横浜市神奈川区三ツ沢西町13-2

平成17年11月21日 26,614,350
「電線類地中化計画に伴う引込管路整備工事等に関する協定」に基づく
委託契約

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4986
エヌ・ティ・ティ・インフラネット
（株）神奈川支店

一般国道１６号保土ヶ谷電線共同溝
（その４）に伴う工事委託契約

大寺　伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
横浜市神奈川区三ツ沢西町13-2

平成17年11月29日 6,413,400
「電線類地中化計画に伴う引込管路整備工事等に関する協定」に基づく
委託契約

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4987
エヌ・ティ・ティ・インフラネット
（株）神奈川支店

一般国道１号大磯電線共同溝（その
２）に伴う工事委託契約

大寺　伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
横浜市神奈川区三ツ沢西町13-2

平成17年12月7日 11,991,000
「電線類地中化計画に伴う引込管路整備工事等に関する協定」に基づく
委託契約

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4988
エヌ・ティ・ティ・インフラネット
（株）神奈川支店

一般国道１号風祭電線共同溝に伴う
工事委託契約

大寺　伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
横浜市神奈川区三ツ沢西町13-2

平成17年12月13日 1,020,600
「電線類地中化計画に伴う引込管路整備工事等に関する協定」に基づく
委託契約

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4989
エヌ・ティ・ティ・インフラネット
（株）神奈川支店

一般国道１号茅ヶ崎電線共同溝（そ
の７）に伴う工事委託契約

大寺　伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
横浜市神奈川区三ツ沢西町13-2

平成17年12月8日 6,059,550
「電線類地中化計画に伴う引込管路整備工事等に関する協定」に基づく
委託契約

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4990
エヌ・ティ・ティ・インフラネット
（株）神奈川支店

一般国道１号国府津電線共同溝（そ
の２）に伴う工事委託契約

大寺　伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
横浜市神奈川区三ツ沢西町13-2

平成17年12月8日 8,524,950
「電線類地中化計画に伴う引込管路整備工事等に関する協定」に基づく
委託契約

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4991
エヌ・ティ・ティ・インフラネット
（株）神奈川支店

一般国道１６号吉野町電線共同溝
（その２）に伴う工事委託契約

大寺　伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
横浜市神奈川区三ツ沢西町13-2

平成17年12月22日 6,199,200
「電線類地中化計画に伴う引込管路整備工事等に関する協定」に基づく
委託契約

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4992
エヌ・ティ・ティ・インフラネット
（株）神奈川支店

一般国道２４６号宮前電線共同溝に
伴う工事委託契約

大寺　伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
横浜市神奈川区三ツ沢西町13-2

平成18年1月16日 3,524,850
「電線類地中化計画に伴う引込管路整備工事等に関する協定」に基づく
委託契約

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4993
エヌ・ティ・ティ・インフラネット
（株）神奈川支店

一般国道２４６号秦野（渋沢駅他）
電線共同溝に伴う工事委託契約

大寺　伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
横浜市神奈川区三ツ沢西町13-2

平成18年1月16日 1,933,050
「電線類地中化計画に伴う引込管路整備工事等に関する協定」に基づく
委託契約

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4994
エヌ・ティ・ティ・インフラネット
（株）神奈川支店

一般国道１号赤松電線共同溝に伴う
工事委託契約

大寺　伸幸
関東地方整備局横浜国道事務所
横浜市神奈川区三ツ沢西町13-2

平成18年1月13日 6,298,950
「電線類地中化計画に伴う引込管路整備工事等に関する協定」に基づく
委託契約

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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4995
（財）埼玉県　埋蔵文化財調査事業
団

一般国道４６８号新設工事に伴う川
島地区埋文調査（整理）

後藤　敏行
関東地方整備局大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉野町1-435

平成17年4月1日 32,109,000

一般国道４６８号首都圏中央連絡自動車道建設事業地内の川島地区埋
蔵文化財保護に関する事前協議が、埼玉県教育委員会教育長との間
で整ったことに伴い、相手方の依頼に基づき、財団法人埼玉県埋蔵文
化財調査事業団と業務委託契約を締結したものである。（会計法第２９
条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4996
（財）埼玉県　埋蔵文化財調査事業
団

一般国道４６８号新設工事に伴う川
島地区埋文調査

後藤　敏行
関東地方整備局大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉野町1-435

平成17年4月8日 148,491,000

一般国道４６８号首都圏中央連絡自動車道建設事業地内の川島地区埋
蔵文化財保護に関する事前協議が、埼玉県教育委員会教育長との間
で整ったことに伴い、相手方の依頼に基づき、財団法人埼玉県埋蔵文
化財調査事業団と業務委託契約を締結したものである。（会計法第２９
条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4997
（財）埼玉県　埋蔵文化財調査事業
団

一般国道４６８号新設工事に伴う坂
戸地区埋文調査（その１）

後藤　敏行
関東地方整備局大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉野町1-435

平成17年4月8日 82,950,000

一般国道４６８号首都圏中央連絡自動車道建設事業地内の坂戸地区埋
蔵文化財保護に関する事前協議が、埼玉県教育委員会教育長との間
で整ったことに伴い、相手方の依頼に基づき、財団法人埼玉県埋蔵文
化財調査事業団と業務委託契約を締結したものである。（会計法第２９
条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4998
（財）埼玉県　埋蔵文化財調査事業
団

一般国道４６８号新設工事に伴う坂
戸地区埋文調査（その２）

後藤　敏行
関東地方整備局大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉野町1-435

平成17年4月8日 62,496,000

一般国道４６８号首都圏中央連絡自動車道建設事業地内の坂戸地区埋
蔵文化財保護に関する事前協議が、埼玉県教育委員会教育長との間
で整ったことに伴い、相手方の依頼に基づき、財団法人埼玉県埋蔵文
化財調査事業団と業務委託契約を締結したものである。（会計法第２９
条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4999
（財）埼玉県　埋蔵文化財調査事業
団

一般国道４６８号圏央道工事に伴う
川越地区埋文調査

後藤　敏行
関東地方整備局大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉野町1-435

平成17年9月15日 25,704,000

一般国道４６８号首都圏中央連絡自動車道建設事業地内の川越地区埋
蔵文化財保護に関する事前協議が、埼玉県教育委員会教育長との間
で整ったことに伴い、相手方の依頼に基づき、財団法人埼玉県埋蔵文
化財調査事業団と業務委託契約を締結したものである。（会計法第２９
条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5000
エヌ・ティ・ティ・インフラネット
（株）埼玉支店

一般国道１６号狭山地区電線共同溝
に伴う引き込み管路設備工事

後藤　敏行
関東地方整備局大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉野町1-435

平成17年7月22日 9,371,781

本業務は、電線共同溝本体から各家屋への道路区域内、引込管路の
施工である。本業務の実施に当たっては、引込管路内に収容が予定さ
れている通信ケーブルの技術的な特性や、民地側引込管路との調整が
必要となります。本会社は、関東地方整備局との間において「電線類地
中化計画に伴う引込管路設備工事等に関する協定」が締結され、地中
化業務の的確な処理等を図ることとなっている。また、通信事業に精通
していることや、ケーブルの収容予定者であることから、前記要件を満た
す唯一の会社である。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5001
（財）東京都生涯学習文化財団　理
事長

一般国道２０号バイパス（日野地
区）埋文調査

森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
東京都八王子市大和田町4-3-13

平成17年4月1日 261,628,500
埋蔵文化財の有無について東京都教育委員会に照会した結果、代行機
関である当財団が発掘調査を実施する旨の回答が出されたため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5002
東日本旅客鉄道（株）　東京工事事
務所

一般国道１６号武蔵野橋拡幅にかか
る詳細設計

森戸義貴
関東地方整備局相武国道事務所
東京都八王子市大和田町4-3-13

平成17年10月3日 52,860,978
平成15年3月20日、国都街第15号、国道政第74号、国鉄第178号「道路
と鉄道の交差等に関する協議等について」に基づき、東日本旅客鉄道
（株）との間で詳細設計に関する協定による。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5003
エヌ・テイ・テイ・インフラネット
（㈱）西東京支店

一般国道16号西橋本(2)電線共同溝
に伴う引込管路設備工事

森戸  義貴
関東地方整備局相武国道事務所
東京都八王子市大和田町4-3-13

平成17年5月23日 3,418,800
関東地方整備局との間において「電線類地中化計画に伴う引込管路設
備工事等に関する協定」が締結され、地中化業務の的確な処理等を図
ることとなっている。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5004
エヌ・テイ・テイ・インフラネット
（㈱）西東京支店

一般国道16号福生電線共同溝に伴う
引込管路設備工事

森戸  義貴
関東地方整備局相武国道事務所
東京都八王子市大和田町4-3-13

平成17年5月23日 15,146,250
関東地方整備局との間において「電線類地中化計画に伴う引込管路設
備工事等に関する協定」が締結され、地中化業務の的確な処理等を図
ることとなっている。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5005
エヌ・テイ・テイ・インフラネット
（㈱）西東京支店

一般国道16号北野町電線共同溝に伴
う引込管路設備工事

森戸  義貴
関東地方整備局相武国道事務所
東京都八王子市大和田町4-3-13

平成17年5月23日 2,725,800
関東地方整備局との間において「電線類地中化計画に伴う引込管路設
備工事等に関する協定」が締結され、地中化業務の的確な処理等を図
ることとなっている。

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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5006
エヌ・テイ・テイ・インフラネット
（㈱）西東京支店

一般国道20号万願寺電線共同溝（下
り）に伴う引込管路設備工事

森戸  義貴
関東地方整備局相武国道事務所
東京都八王子市大和田町4-3-13

平成17年7月12日 3,136,350
関東地方整備局との間において「電線類地中化計画に伴う引込管路設
備工事等に関する協定」が締結され、地中化業務の的確な処理等を図
ることとなっている。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5007 東日本旅客鉄道　　大宮支社
東北線氏家・蒲須坂間氏家こ線橋新
設工事

久保田　　勉
関東地方整備局宇都宮国道事務
栃木県宇都宮市平松町504

平成18年1月20日 2,508,521
関東地方整備局と東日本旅客鉄道㈱との工事協定締結のため
（会計法第２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの  

5008
エヌ・ティ・ティ・インフラネット
㈱　栃木支店

一般国道４号小金井（下り）電線共
同溝に伴う引込管路設備工事

久保田　　勉
関東地方整備局宇都宮国道事務
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年9月1日 4,521,300
関東地方整備局と東日本電信電話㈱並びにｴﾇﾃｨﾃｨ･ｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ㈱との工
事協定締結のため
（会計法第２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5009
エヌ・ティ・ティ・インフラネット
㈱　栃木支店

一般国道４号小山若木（下り）電線
共同溝に伴う引込管路設備工事

久保田　　勉
関東地方整備局宇都宮国道事務
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年9月27日 5,947,200
関東地方整備局と東日本電信電話㈱並びにｴﾇﾃｨﾃｨ･ｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ㈱との工
事協定締結のため
（会計法第２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5010
エヌ・ティ・ティ・インフラネット
㈱　栃木支店

一般国道５０号小山横倉新田（上
下）電線共同溝に伴う引込管路設

久保田　　勉
関東地方整備局宇都宮国道事務
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年12月7日 3,720,150
関東地方整備局と東日本電信電話㈱並びにｴﾇﾃｨﾃｨ･ｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ㈱との工
事協定締結のため
（会計法第２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの  

5011
エヌ・ティ・ティ・インフラネット
㈱　栃木支店

一般国道５０号岩舟電線共同溝に伴
う引込管路設備工事

久保田　　勉
関東地方整備局宇都宮国道事務
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年12月7日 1,143,450
関東地方整備局と東日本電信電話㈱並びにｴﾇﾃｨﾃｨ･ｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ㈱との工
事協定締結のため
（会計法第２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5012
エヌ・ティ・ティ・インフラネット
㈱　栃木支店

一般国道４号古河（下り）電線共同
溝に伴う引込管路設備工事

久保田　　勉
関東地方整備局宇都宮国道事務
栃木県宇都宮市平松町504

平成17年12月22日 6,143,550
関東地方整備局と東日本電信電話㈱並びにｴﾇﾃｨﾃｨ･ｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ㈱との工
事協定締結のため
（会計法第２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5013 （財）　千葉県文化財センター
圏央道建設事業（千葉県）に伴う埋
文調査

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 154,700,700
地方公共団体との取り決めにより、契約の相手方が一に定められてい
るもの
（会計法第29条の3第4号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5014 成田高速鉄道アクセス（株）
成田新高速鉄道及び一般国道４６４
号北千葉道路との一体的整備に係る
調査等業務の委託に関する協定

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番
地1

平成17年4月1日 118,859,452

成田新高速鉄道アクセス㈱は、国土交通省及び千葉県で事業を行う一
般国道４６４号北千葉道路と一体的に事業を推進しており、調査を円滑
に進める為の唯一の契約対象機関であるため。（会計法第29条の3第4
号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5015
エヌ・ティ・ティ・インフラネット
（株）千葉支店

５１号若葉電線共同溝（その１その
２）に伴う引込管路設備工事

有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年10月17日 4,187,400
引込管路の施工においては企業者・需要家間調整が必要であり、効率
的に事業の進捗を図る目的で協定を締結しているため（会計法29条の3
第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5016
エヌ・ティ・ティ・インフラネット
（株）千葉支店

１４号稲毛電線共同溝に伴う引込管
路設備工事

有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年10月17日 9,152,850
引込管路の施工においては企業者・需要家間調整が必要であり、効率
的に事業の進捗を図る目的で協定を締結しているため（会計法29条の3
第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5017
エヌ・ティ・ティ・インフラネット
（株）千葉支店

１６号請西電線共同溝整備に伴う引
込管路設備工事

有田幸司
関東地方整備局千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1

平成17年11月15日 1,559,250
引込管路の施工においては企業者・需要家間調整が必要であり、効率
的に事業の進捗を図る目的で協定を締結しているため（会計法29条の3
第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5018 三井不動産（株）
一般国道４号日本橋室町２丁目地下
歩道改修工事

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年5月31日 467,407,080 日本橋地下歩道工事と沿道の建替工事が一体的に整備するため。 その他 随意契約によらざるを得ないもの
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5019 東京地下鉄（株）
一般国道４号日本橋室町地下歩道整
備

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年5月31日 429,919,769 日本橋地下歩道工事に伴い、地下鉄の施設を改修するため。 その他 随意契約によらざるを得ないもの

5020 （株）三越
一般国道４号日本橋室町地下歩道改
修工事

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年8月19日 591,045,000 日本橋地下歩道工事と沿道の建替工事が一体的に整備するため。 その他 随意契約によらざるを得ないもの

5021 小田急電鉄（株）
一般国道２０号新宿跨線橋補強等工
事

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年12月22日 73,972,360
新宿跨線橋補強等に伴い鉄道施設の移設工事を列車運行に合わせ一
体的に施工する必要があるため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5022 東京急行電鉄（株）
平成１７年度共同溝、首都高、東急
との一体構造物の耐震補強工事

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年12月16日 16,485,000
首都高と東急と共同溝が一体構造物であり、耐震補強工事を一体的に
施工する必要があるため（協議のため）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5023 東京地下鉄（株）
一般国道２０号新宿３丁目地下歩道
建設工事

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成18年3月29日 42,388,500
地下鉄駅出入口工事と地下歩道整備工事が重複するため、交通や沿
道への影響を 小限にするため、工事の一体的施工が必要なため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5024
東日本旅客鉄道（株）　東京工事事
務所

一般国道２０号新宿跨線橋架替等工
事

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成18年3月30日 7,074,864,000
新宿跨線橋架替等に伴い鉄道施設の移設工事を列車運行に合わせ一
体的に施工する必要があるため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5025
東日本旅客鉄道（株）　東京工事事
務所

新宿駅南口地区基盤整備事業に伴う
工事

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成18年3月17日 506,200,000
新宿駅南口地区基盤整備に伴い鉄道施設の移設工事を列車運行に合
わせ一体的に施工する必要があるため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5026 東京地下鉄（株）
平成１７年度一般国道４号日本橋室
町地下歩道の管理に関する契約

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年4月1日 11,417,452
日本橋室町地下歩道は、都市再生事業に基づき東京地下鉄（株）の駅
コンコースと接続し、一体的に整備されているため（管理協定に基づく。）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5027 東京都公営企業管理者　下水道局長
一般国道１号日比谷交差点散水施設
及び雨水調整池の設置について

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年4月1日 12,396,272
日比谷共同溝立坑路下作業ヤードに下水の雨水調整池と同時施工で
上部に散水施設を設置するため（施行協定に基づく。）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5028 豊島区長　高野　之夫
一般国道１７号東京都豊島区巣鴨地
先の管理に関する契約

石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年4月1日 4,617,581
H12.3.31付け国道課長通達「直轄管理区間の道路管理に係る地方公共
団体の参画について」が、直轄管理に地元市町村の参画を積極的に推
進しているため（管理協定に基づく。）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5029
エヌ・テイ・テイ・インフラネット
（株）東京支店

平成１７年度　電線共同溝に伴う引
込管路設備工事（ＮＴＴ）

石川雄章
関東地方整備局東京国道事務所
東京都千代田区大手町1-3-3

平成17年4月18日 158,647,650

本業務は、電線共同溝本体から各家屋への道路区域内、引込管路の
施工である。本業務の実施に当たっては、引込管路内に収容が予定さ
れている通信ケーブルの技術的な特性や、民地側引込管路との調整が
必要となります。本会社は、関東地方整備局との間において「電線類地
中化計画に伴う引込管路設備工事等に関する協定」が締結され、地中
化業務の的確な処理等を図ることとなっている。また、通信事業に精通
していることや、ケーブルの収容予定者であることから、前記要件を満た
す唯一の会社である。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5030
（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団
理事長

一般国道１７号（高松立体）改築工
事に伴う埋文調査

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年4月1日 36,785,700

昭和４６年１１月１日建設省道１発第９３号「直轄道路事業の建設工事施
行に伴う埋蔵文化財包蔵地の取り扱いについて」３のロに伴う随意契約
である。（会計法第29条の3第4項予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号に該当）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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5031
（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団
理事長

一般国道１７号（上武道路）埋文調
査（その２）

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年4月1日 34,319,250

昭和４６年１１月１日建設省道１発第９３号「直轄道路事業の建設工事施
行に伴う埋蔵文化財包蔵地の取り扱いについて」３のロに伴う随意契約
である。（会計法第29条の3第4項予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号に該当）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5032
（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団
理事長

一般国道１７号（上武道路）埋文調
査（その１）

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年4月1日 178,180,800

昭和４６年１１月１日建設省道１発第９３号「直轄道路事業の建設工事施
行に伴う埋蔵文化財包蔵地の取り扱いについて」３のロに伴う随意契約
である。（会計法第29条の3第4項予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号に該当）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5033
（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団
理事長

一般国道１７号（前橋渋川バイパ
ス）埋文調査

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年4月1日 169,272,600

昭和４６年１１月１日建設省道１発第９３号「直轄道路事業の建設工事施
行に伴う埋蔵文化財包蔵地の取り扱いについて」３のロに伴う随意契約
である。（会計法第29条の3第4項予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号に該当）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5034
（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団
理事長

一般国道１７号（鯉沢バイパス）埋
文調査（その２）

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年4月1日 218,886,150

昭和４６年１１月１日建設省道１発第９３号「直轄道路事業の建設工事施
行に伴う埋蔵文化財包蔵地の取り扱いについて」３のロに伴う随意契約
である。（会計法第29条の3第4項予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号に該当）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5035
特定非営利活動法人　環境システム
研究会　理事　横島　庄治

道路整備の歴史や重要性を伝える拠
点のあり方に関する研究

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年12月15日 3,500,000

研究の実施にあたっては、県内特性に精通し、行政施策を十分理解す
るとともに、地域の声を研究に反映させる必要があることから、地元に精
通したＮＰＯ法人に委託。本ＮＰＯ法人は、社会資本整備や公的施策の
事業化に関する研究、調査、計画立案等を目的として設立されたＮＰＯ
法人であり、県内特性、地元市民団体等に精通し、地域に密着した情報
を有するとともに、地域づくりや公的施策に関する調査研究を行っている
ことから特定。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5036
エヌ・ティ・ティインフラネット
（株）群馬支店

一般国道５０号朝日町電線共同溝に
伴う引込管路設備工事

村山一弥
関東地方整備局高崎河川国道事務所
群馬県高崎市栄町6-41

平成17年7月20日 4,596,900
「電線類地中化計画に伴う引込管路整備工事等に関する協定」に基づく
委託契約

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5037
エヌ・ティ・ティインフラネット
（株）群馬支店

一般国道１７号表町電線共同溝（上
り線）に伴う引込管路設備工事

村山一弥
関東地方整備局高崎河川国道事務所
群馬県高崎市栄町6-41

平成17年9月5日 1,233,540
「電線類地中化計画に伴う引込管路整備工事等に関する協定」に基づく
委託契約

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5038 岡谷市長
一般国道２０号（下諏訪岡谷ＢＰⅠ
工区）埋文調査

劍持　貴
長野国道事務所
長野市鶴賀字中堰145

平成17年4月1日 12,901,106

昭和４６年１１月１日建設省道１発第９３号「直轄道路事業の建設工事施
行に伴う埋蔵文化財包蔵地の取り扱いについて」３のロに伴う随意契約
である。（会計法第29条の3第4項予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号に該当）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5039 （財）長野県文化振興事業団理事長
一般国道１８号（坂城・更埴バイパ
ス）埋文調査

劍持　貴
長野国道事務所
長野市鶴賀字中堰145

平成17年4月1日 42,623,282

昭和４６年１１月１日建設省道１発第９３号「直轄道路事業の建設工事施
行に伴う埋蔵文化財包蔵地の取り扱いについて」３のロに伴う随意契約
である。（会計法第29条の3第4項予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号に該当）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5040 （財）長野県文化振興事業団理事長
一般国道２０号（坂室バイパス）改
築工事に伴う埋文調査

劍持　貴
長野国道事務所
長野市鶴賀字中堰145

平成17年6月20日 17,516,749

昭和４６年１１月１日建設省道１発第９３号「直轄道路事業の建設工事施
行に伴う埋蔵文化財包蔵地の取り扱いについて」３のロに伴う随意契約
である。（会計法第29条の3第4項予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号に該当）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5041
特定非営利活動法人　ＣＯ２バンク
推進機構

情報ステーション活用及び管理業務
劍持　貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市大字鶴賀字中堰145

平成17年4月1日 11,075,400

東和田情報ステーションでは、道路情報の発信とともに、地元地域との
連携を図りながら、道路環境保全に関する情報提供を軸とした活性化を
目指している。そのため、長野市内を主な活動範囲としていることとあわ
せ、環境保全に関する豊富な知識と、公共施設管理に関する専門的な
知識を有していることが必要である。ＮＰＯ法人 Co2バンク推進機構は、
環境保全に関する活動を行うとともに、長野市の指定管理者の認定を
受けており、環境保全に関する豊富な知識と、公共施設管理に関する専
門的な知識を有している唯一の相手方である（関東地方整備局会計事
務取扱細則第81条）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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5042 千曲市長
更埴情報ステーションの管理に要す
る費用

劍持　貴
関東地方整備局長野国道事務所
長野県長野市大字鶴賀字中堰145

平成17年4月1日 1,249,500
施設清掃に地域のシルバー人材を活用するため、地元行政と随意契約
を実施（関東地方整備局会計事務取扱細則第81条）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5043 長野県知事
国際親善文化観光都市「ＫＡＲＵＩ
ＺＡＷＡ」の顔づくり調査

門松　武
関東地方整備局
さいたま市中央区新都心2番地1

平成17年10月24日 6,209,000
都市再生モデル調査において募集を行い、当該業務について応募・選
定された相手方であるため

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5044
日本大通りオープンカフェ実行委員
会会長　鶴岡博

日本大通りオープンカフェ社会実験
門松　武
関東地方整備局
さいたま市中央区新都心2番地1

平成17年8月25日 9,000,000
平成１７年度社会実験公募要領に基づく応募を受け、有識者による懇談
会での議論を経て地区指定された相手方であるため

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5045
（財）藤沢市産業振興財団　理事長
塩田豊永

市街地活性化を目的としたオープン
カフェの運営実験

門松　武
関東地方整備局
さいたま市中央区新都心2番地1

平成17年8月25日 6,500,000
平成１７年度社会実験公募要領に基づく応募を受け、有識者による懇談
会での議論を経て地区指定された相手方であるため

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5046
（株）ジェイ・スピリット　代表取
締役　渡邊靖和

共同配送システムを用いた路上荷捌
き車削減実験

門松　武
関東地方整備局
さいたま市中央区新都心2番地1

平成17年8月25日 8,000,000
平成１７年度社会実験公募要領に基づく応募を受け、有識者による懇談
会での議論を経て地区指定された相手方であるため

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5047
原宿神宮前まちづくり協議会社会実
験分科会　会長　井口　典夫

旧渋谷川遊歩道の荷捌き及びフラワ
リングのためのソフトな仕組みづく
り社会実験

門松　武
関東地方整備局
さいたま市中央区新都心2番地1

平成17年9月21日 6,000,000
平成１７年度社会実験公募要領に基づく応募を受け、有識者による懇談
会での議論を経て地区指定された相手方であるため

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5048
学校法人千葉学園千葉商科大学　学
長　加藤寛

商業地再生を目的としたオープンカ
フェの運営実験

門松　武
関東地方整備局
さいたま市中央区新都心2番地1

平成17年9月21日 6,000,000
平成１７年度社会実験公募要領に基づく応募を受け、有識者による懇談
会での議論を経て地区指定された相手方であるため

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5049 川崎市長　阿部孝夫
川崎駅東口駅前広場平面横断化社会
実験

門松　武
関東地方整備局
さいたま市中央区新都心2番地1

平成17年11月11日 6,000,000
平成１７年度社会実験公募要領に基づく応募を受け、有識者による懇談
会での議論を経て地区指定された相手方であるため

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5050
相模原市長職務代理者　相模原市助
役　加山俊夫

歩行者の安全性と交通利便性の両立
を目指す広域的施策実験

門松　武
関東地方整備局
さいたま市中央区新都心2番地1

平成17年11月11日 8,000,000
平成１７年度社会実験公募要領に基づく応募を受け、有識者による懇談
会での議論を経て地区指定された相手方であるため

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5051 渋谷区長　桑原敏武
スーパーモデル地区マネジメント事
業

門松　武
関東地方整備局
さいたま市中央区新都心2番地1

平成17年11月11日 7,000,000
有識者によるアドバイザー会議での議論を経てスーパーモデル地区（く
らしのみちゾーン）として指定された相手方であるため

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5052 栗山村長山越梯一
湯西川ダム建設に伴う生活再建対策
調査等業務

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年4月1日 17,052,000

ダム事業により移転を余儀なくされる者、または生活基盤を失う者を対
象にして、ダム事業及び村事業の説明等を行う業務であり、栗山村は水
没関係住民との対応に密接な関連があり、当該業務を遂行できる唯一
の団体である。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5053 栃木県知事福田富一
湯西川ダム建設に伴う生活再建対策
調査等業務

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年4月1日 11,643,500

ダム事業により移転を余儀なくされる者、または生活基盤を失う者を対
象にして、ダム事業及び県事業の説明等を行う業務であり、栃木県は水
没関係住民との対応に密接な関連があり、当該業務を遂行できる唯一
の団体である。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5054 吾妻町長
八ッ場ダム建設に伴う生活再建対策
調査等業務（吾妻町）

安田吾郎
関東地方整備局八ッ場ダム工事事務
所
群馬県吾妻郡長野原町大字与喜屋11

平成17年4月1日 20,775,716

ダム事業により移転を余儀なくされる者、又は生活基盤を失う者を対象
に説明会、生活再建相談を行うことを目的とする業務であり、当該業務
を唯一遂行できる団体である地元長野原町長を相手に業務を委託する
ものである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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5055 長野原町長
八ッ場ダム建設事業に伴う生活再建
対策調査等業務（長野原町）

安田吾郎
関東地方整備局八ッ場ダム工事事務
所
群馬県吾妻郡長野原町大字与喜屋11

平成17年4月1日 28,266,245

ダム事業により移転を余儀なくされる者、又は生活基盤を失う者を対象
に説明会、生活再建相談を行うことを目的とする業務であり、当該業務
を唯一遂行できる団体である地元吾妻町長を相手に業務を委託するも
のである。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5056 （社）霞ヶ浦市民協会　理事長
霞ヶ浦インフォメーションセンター
運営管理業務

唐澤　仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所
茨城県潮来市潮来3510

平成17年4月1日 34,597,500

本業務は、「霞ヶ浦インフォメーションセンター」の施設運営を行うもので
ある。上記法人は、水質浄化啓発のための活動が盛んで流域住民と一
体となった各種の水質浄化イベントを積極的に展開している。これらの
展開のための専門的知識と実績を有する優秀な人材を多数確保すると
共に、流域の各種団体からの人望も厚く流域の水質浄化等のリーダー
となり流域一体となった身近なイベントを多数企画運営し水質浄化の啓
発活動を積極的に実施している。これらから、本業務を的確に遂行でき
る組織は上記法人しかない。
(会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）の規定により、
上記法人と随意契約を締結するものである。)

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

5057 特定非営利活動法人　アサザ基金 霞ヶ浦アサザ保護育成業務
唐澤　仁士
関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所
茨城県潮来市潮来3511

平成17年5月18日 23,824,500

本業務は、湖岸植生の保全・回復を目的として、アサザ等の植物を湖岸
帯に移植するとともに、移植後の生育管理及び移植するための学校ビ
オトープのアサザ管理を行うものである。上記法人は、霞ヶ浦のアサザ
等の浮葉植物や沈水植物等に対する河岸植生の造詣が極めて高く、特
に、アサザに対する見識が高く優秀な人材を多数確保するとともに流域
と一体となった霞ヶ浦の湖岸植生回復活動を積極的に実施している。こ
れらから、本業務を的確に遂行できる組織は上記法人しかない。
（会計法第２９条の３第４項（予決令第１０２条の４第３号）の規定により、
上記法人と随意契約を締結するものである。）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）

5058
特定非営利活動法人足尾に緑を育て
る会

松木山腹工における体験植樹支援業
務

竹内清文
渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町661-46

平成17年4月1日 5,250,000

本業務の実施にあたっては、足尾地区における植樹の困難さとそれに
応じた植樹方法を説明すると共に、砂防事業との係わりを解りやすく説
明する必要がある。又、足尾の山々の荒廃した理由、下流河川に与えた
影響の大きさ等々についても的確に説明する必要がある。ＮＰＯ法人
「足尾に緑を育てる会」は、自らもボランティア活動として植樹活動を実
施することにより水循環を中心とした環境問題に取り組んでいる団体で
あり、足尾の歴史についてもグリーンフォーラムの開催等独自の研究を
行っており、平成１４年度５月にＮＰＯ法人の認証を得ている。上記目的
を達成するためには、足尾地区に関する深い知識と砂防事業に関する
理解が必要で、当該法人と契約する以外方法がない。（会計法第２９条
の４第３号予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5059 足利市長 宿堀樋管外６箇所操作点検委託
竹内清文
渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町661-48

平成17年4月1日 1,189,374
水門等操作に関する知見を有する職員を有する地方公共団体に管理を
委託するしかない。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

5060 東日本旅客鉄道（株）　水戸支社
水郡線水戸・常陸青柳間那珂川橋
りょう改築工事Ｈ１７年度負担金

渡辺和足
関東地方整備局長
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年4月1日 416,000,000

本契約は、「河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則」に基づ
き国土交通省関東地方整備局長（甲）と当該工作物管理者である東日
本旅客鉄道（株）水戸支社長（乙）との間で締結された「水郡線水戸・常
陸青柳間那珂川橋りょう工事施工協定」による当該年度負担金の乙へ
の支払い行為であり契約上競争に付す余地はない。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5061 常陸大宮市長 金井排水樋門外操作委託
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年4月1日 1,992,952
水門等操作に関する知見を有する職員を有する地方公共団体に管理を
委託するしかない。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5062 水戸市長 下大野第三排水樋管外操作委託
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年4月1日 3,791,189
水門等操作に関する知見を有する職員を有する地方公共団体に管理を
委託するしかない。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5063 常陸太田市長 境排水樋管外操作委託
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年4月1日 3,979,832
水門等操作に関する知見を有する職員を有する地方公共団体に管理を
委託するしかない。

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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5064 那珂市長 戸多第一排水樋管外操作委託
佐藤謙二
常陸河川国道事務所
茨城県常陸太田市木崎一町700-1

平成17年4月1日 1,550,855
水門等操作に関する知見を有する職員を有する地方公共団体に管理を
委託するしかない。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5065 （財）とちぎ生涯学習文化財団
湯西川ダム（平成１７年度）埋蔵文
化財発掘調査委託

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年4月1日 35,658,000
栃木県教育委員会との協定に基づき、栃木県の埋蔵文化財調査を実施
している唯一の機関である当財団と契約（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5066
特定非営利活動法人　風土工学デザ
イン研究所

Ｈ１７早川流域風土資産調査活用検
討業務

山下勝
関東地方整備局
富士川砂防事務所
山梨県甲府市富士見2-12-16

平成18年1月18日 4,579,050

本業務の遂行にあたっては、本業務対象箇所及びその周辺における歴
史、文化、民族、地形等の風土特性に関する知識を必要とするほか、地
元住民、郷土史家等とのヒアリング結果を基に補足調査し、当該地域の
風土資産の価値・特性等を明確にする必要がある。また、山間地域にお
ける風土資産については、平野部とは異なる特性を有することから、山
間地域の特性に関する知識、経験が必要である。当該法人は、平成１３
年４月に日本で初めて、土木工学、統計学、デザイン設計等の各分野の
専門家により、風土工学および土木・建築技術に関する調査・研究を目
的として組織された法人であり、本業務と同種業務である「立山砂防風
土調査検討業務委託」を行うなど、全国の山間地域における実績も多数
有している。よって本業務を実施しうる唯一の機関である。（会計法第29
条3第4項及び予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（公募を実施することで検討）

5067
（株）セレス　代表取締役社長　前
野陽治

流速計試験
仲川　博雄
利根川ダム統合管理事務所
群馬県前橋市元総社町593-1

平成17年11月22日 36,150
流速計調達時における試験（検定）の唯一の実施機関であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より公募を実施するこ
とで検討）

5068 （財）茨城県教育財団
小貝川中流部河道掘削事業に係る埋
蔵文化財発掘調査

門松　武
関東地方整備局長
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年9月29日 101,430,000
河道掘削工事に伴う、埋蔵文化財の発掘調査を行うにあたって、茨城県
内で唯一の機関であり、調査を委託するしかない。（会計法第２９条の３
第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5069
東日本旅客鉄道（株）上信越工事事
務所

水戸線下館・新治間小貝川橋りょう
改築工事平成１７年度負担金

渡辺和足
関東地方整備局長
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年4月1日 483,700,000

本契約は、「河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則」に基づ
き国土交通省関東地方整備局長（甲）と当該工作物管理者である東日
本旅客鉄道（株）上信越工事事務所長（乙）との間で締結された「水戸線
下館・新治間小貝川橋りょう改築工事施工協定」による当該年度負担金
の乙への支払い行為であり契約上競争に付す余地はない。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5070
伊奈町長
茨城県筑波郡伊奈町福田１９５

排水樋管の操作（点検整備を含む）
に関する委託料

吉田高樹
関東地方整備局下館河川事務所
茨城県筑西市二木成1753

平成17年4月1日 1,866,252
水門等操作に関する知見を有する職員を有する地方公共団体に管理を
委託するしかない（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

5071
谷和原村長
茨城県筑波郡谷和原村加藤２３７

排水樋管の操作（点検整備を含む）
に関する委託料

吉田高樹
関東地方整備局下館河川事務所
茨城県筑西市二木成1753

平成17年4月1日 1,142,148
水門等操作に関する知見を有する職員を有する地方公共団体に管理を
委託するしかない（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

5072
水海道市長
茨城県水海道市諏訪町３２２２－３

排水樋管の操作（点検整備を含む）
に関する委託料

吉田高樹
関東地方整備局下館河川事務所
茨城県筑西市二木成1753

平成17年4月1日 3,439,064
水門等操作に関する知見を有する職員を有する地方公共団体に管理を
委託するしかない（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

5073
つくば市長
茨城県つくば市谷田部４７４１

排水樋管の操作（点検整備を含む）
に関する委託料

吉田高樹
関東地方整備局下館河川事務所
茨城県筑西市二木成1753

平成17年4月1日 1,937,725
水門等操作に関する知見を有する職員を有する地方公共団体に管理を
委託するしかない（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

5074
八千代町長
茨城県結城郡八千代町菅谷１１７０

排水樋管の操作（点検整備を含む）
に関する委託料

吉田高樹
関東地方整備局下館河川事務所
茨城県筑西市二木成1753

平成17年4月1日 1,798,522
水門等操作に関する知見を有する職員を有する地方公共団体に管理を
委託するしかない（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

5075
下妻市長
茨城県下妻市本城町２－２２

排水樋管の操作（点検整備を含む）
に関する委託料

吉田高樹
関東地方整備局下館河川事務所
茨城県筑西市二木成1753

平成17年4月1日 2,569,941
水門等操作に関する知見を有する職員を有する地方公共団体に管理を
委託するしかない（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約
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5076
筑西市長　職務執行者茨城県筑西市
下中山７３２－１

排水樋管の操作（点検整備を含む）
に関する委託料

吉田高樹
関東地方整備局下館河川事務所
茨城県筑西市二木成1753

平成17年4月1日 3,738,682
水門等操作に関する知見を有する職員を有する地方公共団体に管理を
委託するしかない（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

5077
真岡市長
栃木県真岡市荒町５１９１

排水樋管の操作（点検整備を含む）
に関する委託料

吉田高樹
関東地方整備局下館河川事務所
茨城県筑西市二木成1753

平成17年4月1日 1,284,084
水門等操作に関する知見を有する職員を有する地方公共団体に管理を
委託するしかない（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

5078
特定非営利活動法人　風土工学デザ
イン研究所

富士川中流域風土調査業務
廣瀬　昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成18年2月7日 5,250,000

本業務の遂行に当たっては、当該地域及びその周辺における、自然、
歴史、文化等の風土特性に関する専門的知識と分析能力を必要とす
る。当法人は平成１３年４月に日本で初めて各分野の専門家などで環
境・風土の保全、地域文化の付加価値等の公益の増進に寄与すること
を目的として組織され、風土・環境と地名文化に関する調査研究及び保
全と振興に関する活動をおこなっており、本業務と同種業務である「早川
流域風土資産調査活用検討業務」「鹿野川中流域風土マップ検討業務」
等、風土工学的視点に立った検討業務を実施した実績を有し本業務の
目的を的確に把握し、実施出来る唯一の機関である。

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

5079 身延町長依田光弥 水門等操作委託
廣瀬　昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年4月1日 1,277,720
水門等操作に関する知見を有する職員を有する地方公共団体に管理を
委託するしかない。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

5080 南部町長小沢介三 水門等操作委託
廣瀬　昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年4月1日 2,116,228
水門等操作に関する知見を有する職員を有する地方公共団体に管理を
委託するしかない。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

5081 芝川町長臼井進 水門等操作委託
廣瀬　昌由
関東地方整備局甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-10-1

平成17年4月1日 1,073,020
水門等操作に関する知見を有する職員を有する地方公共団体に管理を
委託するしかない。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

5082
特定非営利活動法人　風土工学デザ
イン研究所

利根川下流部風土工学調査業務

小林　正典
関東地方整備局利根川下流河川事務
所
千葉県佐原市佐原イ4149

平成18年2月15日 9,754,500

各分野の専門家による風土工学の普及啓発、地名研究などの研究活
動への支援と連帯、国・県・市町村等の行政と地域住民との橋渡し等を
目的として設立されたNPO法人で、本業務に必要となる調査、普及啓
発、行政と地域住民との連携等のノウハウや各分野における専門家を
多く有しているため、当該法人と契約することが業務遂行上、 も適切
である。（関東地方整備局会計事務取扱細則第81条に基づく特例）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

5083 横浜市長
鶴見川改修工事附帯潮見橋工事に係
わる平成１７年度負担金

渡辺和足
関東地方整備局長
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年4月1日 247,758,106

本契約は、「河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則」に基づ
き国土交通省関東地方整備局長（甲）と当該工作物管理者である横浜
市長（乙）との間で締結された「鶴見川改修工事附帯潮見橋工事施工協
定」による当該年度負担金の乙への支払い行為であり契約上競争に付
す余地はない。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5084
特定非営利活動法人多摩川センター
代表理事　三島　次郎

平成１７年度多摩川ふれあい教室運
営

森吉尚
関東地方整備局京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-1-
18

平成17年4月21日 6,604,500

本業務は、多摩川ふれあい教室の運営を通じ、河川環境教育及び啓発
を行い、今後の河川行政施策の一助となることを目的とするものであ
る。本業務の遂行にあたっては、多摩川に関する広い視野と多くの情報
を持っていることに加え、市民・企業・行政等のパイプ役等となることが
必要である。多摩川センターは平成６年７月、「多摩川とその流域の自
然、文化に係わる課題に対し、情報を集め、発言し、多摩川と市民のよ
り良い関係を築く」を目的に市民有志により自主的に設立し発足した。多
摩川に関する会報の発行、セミナーの開設、人材の育成等をはじめとす
る市民・企業・行政等のパイプ役となるべく活動を行っており、平成１１年
度にＮＰＯとして認証を受け現在に至っている。そのため、上記目的を達
成するには市民・企業・行政を含めた様々なノウハウが必要となるた
め、本法人と契約する以外に方法がない

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（企画競争に移行することで検討）

5085
東日本旅客鉄道（株）上信越工事事
務所

平成１７年度東日本旅客鉄道株式会
社吾妻線一部付替工事

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年4月1日 5,293,565,000
東日本旅客鉄道（株）との取り決め（協定書）により、契約の相手方が定
められているため。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第
４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5086 （財）群馬県埋蔵文化財調査事業団
平成１７年度八ッ場ダム建設工事に
伴う埋蔵文化財発掘調査・整理

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年4月1日 548,965,200
（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団との取り決め（協定書）により、契約
の相手方が定められているため。（会計法第２９条の３第４項、予決令第
１０２条の４第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



件数
契約の相手方の商号又は名称、及
び住所

公共工事の名称、場所、期間、及
び種別若しくは物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5087 長野原町長
平成１７年度長野原町公共下水道事
業（長野原処理区）委託契約

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年8月1日 32,832,000
長野原町との取り決め（協定書）により、契約の相手方が定められてい
るため。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5088 群馬県知事
平成１７年度一般国道１４５号改築
他工事

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年7月29日 750,000,000
群馬県との取り決め（協定書）により、契約の相手方が定められている
ため。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5089 長野原町長
八ッ場ダムダム湖予定地域における
文化財調査

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年4月1日 24,600,000
長野原町との取り決め（協定書）により、契約の相手方が定められてい
るため。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5090 長野原町長
平成１７年度長野原町東部簡易水道
施設整備事業

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成18年1月31日 1,484,954
長野原町との取り決め（協定書）により、契約の相手方が定められてい
るため。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5091 東吾妻町職務代理者　一場　貞 あがつまふれあい公園事業
門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成18年3月27日 112,000,000
東吾妻町との取り決め（協定書）により、契約の相手方が定められてい
るため。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5092 東吾妻町職務代理者　一場　貞 上郷地区盛土造成事業
門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成18年3月27日 113,000,000
東吾妻町との取り決め（協定書）により、契約の相手方が定められてい
るため。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5093
三郷市長埼玉県三郷市花和田648番
地1

下河原排水樋管外１０箇所操作委託
埼玉県三郷市天神地先外平成17年4
月1日～平成18年3月31日

高柳淳二
江戸川河川事務所
千葉県野田市宮崎134

平成17年4月1日 1,485,792
水門等操作に関する知見を有する職員を有する地方公共団体に管理を
委託するしかないため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5094
特定非営利活動法人　日本水フォー
ラム

洪水・高潮による災害時対応策調査
検討業務

高柳淳二江戸川河川事務所千葉県野
田市宮崎134

平成18年2月6日 12,600,000

本業務の遂行にあたっては、国内外の水問題や災害等に関する様々な
情報、知見、技術を有し、豊富な国内外のネットワーク、活動経験が不
可欠である。特定非営利活動法人日本水フォーラムは、水問題に関わ
る国内外の水関係諸機関及び市民をはじめとした水関係者の交流連携
窓口となって活動を支援し、国際的な水問題や議論の発展調整を図り、
世界の水問題に関する具体的行動を実現並びに促進させ、もって国内
外の水問題の解決に寄与しているところであり、また、国内外の様々な
水問題に対し、豊富な経験と信頼ある実績と能力を有しているため、本
業務を円滑且つ的確に遂行できる唯一の機関である。（会計法29条の3
第4項、予決令第102条の4第3号）

その他
１８年度以降において当該事務・事
業の委託等を行わないもの

5095 京成電鉄（株）
一級河川荒川水系改修工事に伴う京
成本線橋梁及び綾瀬川架替工事

渡辺和足
関東地方整備局長
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年7月4日 30,000,000

本契約は、「河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則」に基づ
き国土交通省関東地方整備局長（甲）と当該工作物管理者である京成
電鉄㈱取締役社長（乙）との間で締結された「一級河川荒川水系改修工
事に伴う京成本線橋梁及び綾瀬川架替工事施工協定」による当該年度
負担金の乙への支払い行為であり契約上競争に付す余地はない。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5096
特定非営利活動法人荒川クリーンエ
イド・フォーラム代表理事野村圭佑

平成１７年度荒川環境美化活動運営
業務

岡村次郎
関東地方整備局荒川下流河川事務所
東京都北区志茂5-41-1

平成17年5月2日 9,765,000

本業務は、河川一斉清掃を通じ、荒川流域住民の河川美化意識の向上
と活性化を図るとともに、環境保全に関する啓発を行うことを目的とする
ものであり、左記相手方は、「荒川下流部ゴミ対策懇談会」の委員を務
め、地域住民と行政とのパイプ役を果たしてきた実績があり、河川の美
化・環境保全等に関するセミナーを開催しているほか、随時行われるク
リーンアップ活動を通じても、流域住民の環境保全に対する意識高揚を
図っている唯一の者であり、契約上競争に付する余地はない。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争
に移行）
（平成１９年度より移行することで検
討）

5097 （財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団
大高島地区河川防災ステーション整
備事業用地内埋蔵文化財発掘調

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町2-19-1

平成17年4月7日 89,397,000

埼玉県教育委員会及び埋蔵文化財調査事業団と発掘調査に関する基
本協定を締結している。その中で発掘作業については（財）埼玉県埋蔵
文化財調査事業団と年間委託契約を締結することとしている。（会計法
第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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5098 （財）群馬県埋蔵文化財調査事業団
大高島地区河川防災ステーション整
備事業に伴う埋蔵文化財発掘調

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町2-19-1

平成17年10月31日 11,103,750

群馬県教育委員会及び埋蔵文化財調査事業団と発掘調査に関する基
本協定を締結している。その中で発掘作業については（財）群馬県埋蔵
文化財調査事業団と年間委託契約を締結することとしている。（会計法
第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5099 特定非営利活動法人社会技術研究所 河道管理における水理解析検討業務

藤澤寛
関東地方整備局利根川上流河川事務
所
埼玉県北葛飾郡栗橋町2-19-1

平成18年1月25日 9,765,000

複雑な水理現象の解析には河川工学に関わる高度な知見と技術力・河
川特性の把握と解析手法の選定が重要であり、河川工学の博士であり
利根川のﾘﾊﾞｰｶｳﾝｾﾗｰが責任者である当該法人以外には本業務を遂
行できない（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5100
（財）埼玉県　埋蔵文化財調査事業
団

大里地区高規格堤防整備事業用地内
埋蔵文化財発掘調査（整理）

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年6月30日 105,315,000
埼玉県教育委員会及び埋蔵文化財調査事業団と発掘調査に関する基
本協定を締結している。その中で発掘作業については（財）埼玉県埋蔵
文化財調査事業団と年間委託契約を締結することとしている。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5101 中央大学研究開発機構
利根川・江戸川分派機構に関する調
査研究

渡辺和足
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年4月20日 9,754,500

　中央大学研究開発機構に所属する福岡捷二教授は、洪水流の流下に
関する論文を学会等で多数発表するなど水理解析の豊富な研究実績を
有している河川工学の第一人者であるとともに、江戸川分派特性を熟知
している。
　本業務を遂行するうえで、福岡捷二教授の所属する中央大学研究開
発機構に委託することが も適している。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5102 （社）砂防学会
平成１７年度砂防技術研究会共同研
究業務委託

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年10月31日 1,764,000

本業務は、国土交通省と（社）砂防学会が、砂防技術における行政課題
の解決と研究の進展を着実に図るために行う共同研究の一環で行うも
のであり、当該共同研究を行うための実施要領に基づき社団法人砂防
学会と契約を締結するものである

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5103 （社）土木学会
平成１７年度流域管理と地域計画の
連携に関わる共同研究業務委託

門松武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成18年2月1日 4,095,000

河川技術における学術と行政のより有機的・効率的な関係を構築し、情
報流通を活性化させていくため共同研究を実施するにあたり、社団法人
土木学会は、教育・研究機関のほか、多岐にわたる職場に会員を属し、
「学術・技術の進歩への貢献」、「社会への直接的貢献」、「会員の交流
と啓発」のもと活動を展開していることから、本業務を円滑かつ効率的に
遂行できる唯一の機関である。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5104 大原町長
２００７年問題解決に向けたスロー
ライフが楽しめるまちづくり

門松　武
関東地方整備局
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

平成17年9月30日 6,208,650

本業務は、都市再生本部事務局が行った「モデル調査」の調査対象の
募集に応募し、所定の手続きに沿った厳正な選考の結果、調査内容が
「モデル調査」の主旨と合致していること等総合的見知から、調査対象
が選定されたものであるため、応募団体である大原町と随意契約を行う
ものである。（会計法第２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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5105

日本電子計算機（株）営
業本部長
東京都千代田区丸の内３
－４－１

サーバ等撤去作業

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成18年2月22日 2,268,000
契約の相手方が設置した機器の撤去のため
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5106
（株）新潟日報社
新潟県新潟市善久７７２
－２

「道路緊急ダイヤル」新聞広報掲
載

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年12月1日 1,391,250

本業務は、新潟日報社は、新潟県内では朝刊
の発行部数が全国紙を含めて県内第一位であ
り、普及率は過半数を超えているいることか
ら、当該地方紙に掲載することが も効率的
である。(会計法第29条の3第4項及び予決令
第102条の4第3号)

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの
1,391,250

5107
（株）新潟日報社
新潟県新潟市善久７７２
－２

平成１７年度新潟県中越地震１周
年防災広報運営作業

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年9月8日 12,808,300

県民に効率かつ効果的に周知・広報を図るた
め、県内に 多の販売部数を有する地元新聞
社との随意契約（会計法第29条の３第４号、
予決令第102条の4第３号）。

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5108
東芝ソリューション
（株）新潟支店
新潟市東大通１－４－２

ＣＣＭＳ改良業務

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年6月14日 1,785,000

本業務の実施にあたり、次の条件を満たす必
要がある。　①本システムのプログラム、
データーベース及びドキュメントにおいて発
注する著作権(財産権及び著作者人格権)につ
いて、システムの変更及び追加等には著作権
の制約を受ける。　②改良するＣＣＭＳは、
システム改良及び運用について細部にわたっ
て熟知していること。　　上記条件を全て満
たす唯一の機関である。（会計法第29条の3
第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5109
東芝ソリューション
（株）新潟支店
新潟市東大通１－４－２

業務支援メニューシステム等新庁
舎環境移行作業

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年9月7日 9,660,000

【技術的な理由により競争が存在しない】
①本システムの対象業務及び開発経緯等に係
る理解並びにシステム開発は一貫性が求めら
れ、また、国有財産法等の関係法規に関する
知識が求められる。　②台帳価格改定には時
間的な制約がある中で、本システムの安定的
な運用を確保するためにはシステム運用に精
通している必要がある。条件を全て満たす唯
一の機関である。(会計法第29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
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5110
東芝ソリューション
（株）新潟支店
新潟市東大通１－４－２

工事契約管理システム改良版導入
その２業務

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年11月10日 110,145,000

　①対象業務(工事契約管理、業者評価、成
績採点等)のシステム開発は一貫性が求めら
れ、開発経緯や過去の改良経緯に関する理解
が必要である。②平成16年度に製作したプロ
グラムと平成17年度に製作するプログラムを
確実に１つのプログラムに統合する必要があ
るため、平成16年度に製作したプログラムの
内容に精通している必要がある。③現デー
ターべースを新システムに移植するするため
には、大規模かつ複雑な構造である現デー
ターベースの内容に精通している必要があ
る。④業者評価及び成績採点システム等は、
北陸地方整備局独自の基準を用いてており、
基準に精通している必要がある。　さらに、
著作者人格権の同一性保持権を有している。
条件を全て満たす唯一の機関である。(会計
法第29条の3第4項、特例政令に該当)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5111
東芝ソリューション
（株）新潟支店
新潟市東大通１－４－２

国有財産管理システム価格改定改
良作業

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成18年2月17日 2,625,000

【技術的な理由により競争が存在しない】
①本システムの対象業務及び開発経緯等に係
る理解並びにシステム開発は一貫性が求めら
れ、また、国有財産法等の関係法規に関する
知識が求められる。　②台帳価格改定には時
間的な制約がある中で、本システムの安定的
な運用を確保するためにはシステム運用に精
通している必要がある。条件を全て満たす唯
一の機関である。(会計法第29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5112
東芝ソリューション
（株）新潟支店
新潟市東大通１－４－２

資格審査システム等新庁舎環境移
行作業

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年10月31日 3,150,000

【技術的な理由により競争が存在しない】
①本システムの対象業務(資格審査)・(国有
財産管理)及び開発経緯等に係る理解並びに
システム開発は一貫性が求められる。　②新
庁舎への移行時期の時間的な制約がある中
で、本システムの安定的な運用を確保するた
めにはシステム運用に精通している必要があ
る。　条件を全て満たす唯一の機関である。
(会計法第29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5113
キャル（株）
東京都港区西新橋３－１
１－１

平成１７年度技術資料作成支援シ
ステム改良業務

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年10月20日 7,717,500

ｿﾌﾄｳｪｱの改良にあたり、システムを熟知して
いるシステム開発者と随意契約するもの（会
計法第29条の３第４号、予決令第102条の4第
３号）。

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5114
（株）新潟日報社
新潟県新潟市西堀通３番
町２５８－２４

政令市シンポジウム新聞広告掲載

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成18年1月19日 1,338,750

県民に効率かつ効果的に周知・広報を図るた
め、県内に 多の販売部数を有する地元新聞
社との随意契約（会計法第29条の３第４号、
予決令第102条の4第３号）。

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5115
（株）ＮＨＫエンタープ
ライズ
渋谷区神山町４－１４

「災害と道」シンポジウム企画・
運営作業

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年5月13日 16,957,500

（株）ＮＨＫエンタープライズは、本業務に
求められる、公共中立性及び高度な技術・知
識とＮＨＫ放送番組の政策の権利及び制作能
力を有している唯一の機関である。(会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号)

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの
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5116

日立ソフトウェアエンジ
ニアリング（株）社会・
公共ソリューション営業
本部社会・公共第２営業
部
東京都品川区東品川４－
１２－７

道路占用許可システムデータ集約
化作業

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年10月27日 2,100,000

本業務履行にあたっては、新庁舎への移転に
伴う業務であり時間的制約がある中、本シス
テムの安定的な運用を確保するため、システ
ム運用及びシステム構造に精通している必要
がある。日立ソフトウエアエンジニアリング
(株)が、本システムの開発等を行っているこ
とから、本業務を遂行するうえで必要な知
識、技術を有している唯一の業者である。
（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4
第3号）

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5117

（株）エスエスイー　新
潟事務所
新潟県新潟市弁天３－１
－１

河川別決算システム改良業務

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年5月16日 4,200,000

プログラムの著作者人格権の一性保持権(著
作権法第20条第1項)にあたり、開発業者以外
にこの業務を履行し得るものはいない。(会
計法第29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5118

（株）エスエスイー　新
潟事務所
新潟県新潟市弁天３－１
－１

平成１７年度ＰＣＭＳ新庁舎移行
及び機能改良業務

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年10月7日 8,295,000

【技術的な理由により競争が存在しない】
①本システムの対象業務(物品管理・役務・
契約業務等)及び開発経緯等に係る理解並び
にシステム開発は一貫性が求められる。　②
新庁舎への移行時期の時間的な制約がある中
で、本システムの安定的な運用を確保するた
めにはシステム運用に精通している必要があ
る。　条件を全て満たす唯一の機関である。
(会計法第29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5119

（株）エスエスイー　新
潟事務所
新潟県新潟市弁天３－１
－１

平成１７年度ＰＣＭＳ物品管理簿
データ移行業務

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年6月14日 2,520,000

プログラム著作者人格権の同一性保持権(著
作権法第20条第1項)を有する当該業者以外に
履行し得るものがいない。(会計法第29条の3
第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5120
（株）ケーブルネット新
潟
新潟市東出来島２－１６

平成１７年度　新潟第２合同庁舎
Ａ棟の建設に伴うテレビ電波受信

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成18年2月21日 3,372,692

　テレビ電波受信障害対策として、有線テレ
ビジョン放送設備から再送信放送信号を提供
することにより改善を図るもので、唯一の有
線テレビジョン放送業者である同社と随意契
約するものである。（会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5121
日本ユニシス（株）
東京都江東区豊洲１－１
－１

総合的文書管理システム改良調整
業務

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成18年1月17日 25,935,000

当該業者は、当初から当該システムを本省と
他整備局において開発及び導入・運用を行っ
ている業者であり、システム固有の機能や連
携仕様についても十分熟知している唯一の業
者であり、本システムのプログラム、デー
ターベース及びドキュメントにおいて発生す
る著作権(財産権及び著作者人格権)につい
て、システムの変更及び追加等に著作権の制
約を受ける。さらに、今回の作業は同社が前
年度までに他整備局において改良した同シス
テムを北陸版に改良し移植するものであり、
同システムのデーター内容、処理形態につい
て熟知している。(会計法第29条の3第4項、
特例政令に該当)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
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5122
日本ユニシス（株）
東京都江東区豊洲１－１
－１

電子公文書作成システム構築業務

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成18年2月8日 13,965,000

本業務を実施するにあたっては、当該システ
ムの詳細を熟知したうえで作業を行うことが
求められ、幅広い技術と経験の蓄積が必要で
あり、改良にあたっては当該システムの開発
経緯等に係る理解及びシステム開発の一貫性
が求められる。また、関連する特殊車両オン
ライン申請システム申請システムにおける平
成18年4月1日からの本格運用に対応するため
には、作業時間等の制約があり安全で効率的
な以降が必要である。本システムのプログラ
ム、データーベース及びドキュメントにおい
て発生する著作権(財産権及び著作者人格権)
について、システムの変更及び追加等に著作
権の制約を受ける。条件を全て満たす唯一の
機関である。(会計法第29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5123
（株）エヌ・エス・ブイ
新潟市和合町２－４－１
８　第一和合ビル２０５

防災ヘリコプター就航式運営作業

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年6月22日 1,598,100
少額随契（会計法第29条の3第5項及び予決令
第99条第7号)

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5124

日本電気（株）　新潟支
店
新潟県新潟市万代４－４
－２７（新潟テレコムビ
ル）

庁舎移転等に係るＣＡＭＳ等作業

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年12月6日 9,161,250

【著作権法上の同一性保持権を確保する必要
から競争が存在しない】　本システムのプロ
グラム、データーベース及びドキュメントに
おいて発生する著作権(財産権及び著作者人
格権)について、財産権は国が所有している
が、著作者人格権は本システムを単独で設計
開発した当該業者が保有しており、システム
の変更及び追加等に著作権の制約を受ける。
【技術的な理由により競争が存在しない】
①本システムの対象業務(予算管理・支出事
務)及び開発経緯等に係る理解並びにシステ
ム開発は一貫性が求められる。②本システム
の瑕疵対応責任の所在の明確が必要である。
③本システムの安定的な運用を確保するため
にはシステム運用に精通している必要があ
る。　条件を全て満たす唯一の機関である。
(会計法第29条の3第4項、)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5125
富士通（株）　新潟支店
新潟県新潟市礎町２ノ町
２０７７

洪水予報文作成支援システム改修
作業

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年10月7日 3,675,000

洪水予報文作成支援システムの開発に携わる
とともに、定期的なメンテナンス作業を行っ
ていることにより、システム構成、機能及び
伝送経路等について熟知している。また、洪
水予報文作成支援システムのソフトウェアの
著作権を有している。（会計法第29条の3第4
項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5126
富士通（株）　新潟支店
新潟県新潟市礎町２ノ町
２０７７

洪水予報文作成支援システム調整

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成18年2月27日 4,410,000

洪水予報文作成支援システムの開発に携わる
とともに、定期的なメンテナンス作業を行っ
ていることにより、システム構成、機能及び
伝送経路等について熟知している。また、洪
水予報文作成支援システムのソフトウェアの
著作権を有している。（会計法第29条の3第4
項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
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5127

（株）中国サンネット
広島県広島市中区袋町４
－２１　フコク生命ビル
４Ｆ

平成１７年度パイロットシステム
移植業務

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年11月15日 1,260,000

本システムの移植にあたっては、システム停
止期間を 小とし、業務への支障をできるだ
け 小限にとどめ、また、移植後について
は、基本ＯＳ等が変更となった新環境におい
て確実に稼働させる必要がある。当該業者以
外に短期間に業務に支障なくシステム移植を
行うことはできない。(会計法第29条の3第4
項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5128

（株）中国サンネット
広島県広島市中区袋町４
－２１　フコク生命ビル
４Ｆ

平成１７年度人事管理システム等
改良業務

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年12月22日 6,510,000

本システムの内容等について熟知している必
要があり、また、短期間において改良業務を
実施する必要があることから、同業者以外に
この業務を履行し得るものはいない。(会計
法第29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5129
シンクアプローチ（株）
東京都港区芝４－５－８

平成１７年度ＣＲＭＳ運用支援業
務

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年4月1日 2,887,500

【障害発生時及びシステムの追加・更新時の
システム改良が行えること】運用・管理上で
発生した障害の復旧時及びシステムの追加・
更新の発生時に、コンパイル等プログラム改
良が必要な場合、システムについて、著作権
法上の著作者人格権を有しているシステム開
発業者以外に実施できるものがいない。【シ
ステム設計内容及びシステム対象の業務内容
を熟知していること】本業務は、正常稼働の
監視、障害対応などシステム環境の保持及び
ＣＲＭＳのシステム設計内容及びシステム対
象業務の具体的な内容を熟知していることが
必要である。(会計法第29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5130
東芝ソリューション
（株）新潟支店
新潟市東大通１－４－２

新用地補償管理システム導入業務

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年10月5日 6,352,500

　本業務の実施にあたり、以下の条件が必要
である。①本システムの対象業務及び開発経
緯等に関わる理解並びにシステム開発は一貫
性が求められる。②契約関係書類の仕様、決
議書データの仕様については、地整間で仕様
の相違があり、全国標準との差異とシステム
の対応箇所等について精通している必要があ
る。③新庁舎への移転時期という時間的制約
がある中で、本システムの安定的な運用を確
保するためには、システム運用に精通してい
る必要がある。当該相手方は用地情報管理シ
ステムを開発し、また、北陸地整で運用して
いる用地情報管理システムの開発・改良を積
み重ねてきており、システム改良及び運用に
ついての知識、技術の蓄積がある。拠って、
上記条件を満たし、かつ、唯一の者である当
該相手方と随意契約を締結するものである。
（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4
第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
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5131
シンクアプローチ（株）
東京都港区芝４－５－８

平成１７年度ＣＲＭＳ運用支援業
務（その２）

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年6月20日 2,856,000

【障害発生時及びシステムの追加・更新時の
システム改良が行えること】運用・管理上で
発生した障害の復旧時及びシステムの追加・
更新の発生時に、コンパイル等プログラム改
良が必要な場合、システムについて、著作権
法上の著作者人格権を有しているシステム開
発業者以外に実施できるものがいない。【シ
ステム設計内容及びシステム対象の業務内容
を熟知していること】本業務は、正常稼働の
監視、障害対応などシステム環境の保持及び
ＣＲＭＳのシステム設計内容及びシステム対
象業務の具体的な内容を熟知していることが
必要である。(会計法第29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5132
（株）時事通信社
東京都中央区銀座５－１
５－８

時事行財政情報提供業務

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年8月25日 4,410,000
当該、情報提供業務を行っているのは、現
在、当該業者しかいないため。(会計法第29
条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
単価契約

5133

（株）新潟ハイタク共通
乗車券センター
新潟県新潟市和合町２－
２－１１

乗用車使用単価契約

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年5月31日 8,848,060
新潟市内において乗車券によるタクシー使用
は当該業者だけの取り扱いのため。(会計法
第29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
単価契約

5134
佐川急便（株）北陸支社
金沢市本越町ト８０

運送単価契約

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年6月29日 2,470,391
運送のため（会計法第29条の3第5項及び予決
令第99条8号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
単価契約

5135
新潟リコー（株）
新潟市下木戸１丁目１８
番３０号

模写電送装置の保守及び消耗品供
給その１

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年5月12日 2,865,370

本業務の遂行にあたっては、当該「模写電送
装置」の構造・仕様を熟知し、障害発生時に
迅速な対応がとれる必要がある。当該業者
は、当該装置の製造・販売元である(株)リ
コー系の会社であり、同社製品のアフター
サービスを的確に行える地区唯一の業者であ
る。また、新潟市内に本社、営業所を有し、
障害発生時に迅速に対応できる技術員も配置
していることから、当該業者と契約をするも
のである。(会計法第29条の3第4項)

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）
単価契約

5136

（株）インターネットイ
ニシアティブ
東京都千代田区神田神保
町１－１０５

インターネット接続環境提供業務

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年5月27日 14,961,499 次調達までの暫定措置（会計法29条3第4項） 見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）

5137

（株）インターネットイ
ニシアティブ
東京都千代田区神田神保
町１－１０５

ファイアウォール提供業務

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年5月27日 9,988,849
既導入機器を再リースにより安価に調達出来
るため。（会計法29条3第4項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）

5138
（株）衛星チャンネル
東京都中央区築地５－３
－２

平成１７年度記者会見情報提供業
務（４月分）

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年6月2日 1,238,580
本業務遂行条件となる記者会見を電子メール
で提供する唯一の業者（会計法第29条の３第
４号、予決令第102条の4第３号）。

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
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5139

中日本航空（株）　　新
潟支店
新潟県新潟市松浜町　新
潟空港内

航空機運航業務（その３）

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年11月15日 11,892,790
当該航空機の維持管理業務を締結しているた
め(会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）
単価契約

5140
中日本航空（株）新潟支
店新潟県新潟市松浜町新
潟空港内

航空機使用単価契約（その１）

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年4月1日 83,263,691

当局所有の可搬型ヘリコプター画像伝送装置
を設置している航空機の使用者は中日本航空
株式会社であり同社以外では本業務は困難で
あるため（会計法第29条の3第4項、予決令第
102条の4第3項）

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの
単価契約

5141
北陸建設サービス（株）
富山県富山市経堂３－２
１６－２

庁舎等管理点検及び連絡業務委託

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年5月30日 13,409,709

本局が災害時の連絡系統の拠点となってお
り、本業務はその一端を担う重要なものであ
るため、管内における現場の状況・組織体制
等について精通し、緊急時に備えさせる必要
がある。さらに、「国土交通省庁舎の管理に
関する訓令」に基づく、災害の防止等の業務
を責任を持って行う必要がある。これらの要
件を満たし、これまでの実績もあり、括、仕
様内容を熟知し信頼性が高く、管内の現場状
況を熟知した各種行政の需要に的確に対応で
きる業務管理責任体制が確立されている当該
業者と契約するものである。(会計法第29条
の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5142
北陸建設サービス（株）
富山県富山市経堂３－２
１６－２

電話交換等業務委託

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成18年2月28日 2,041,246

本局が災害時の連絡系統の拠点となってお
り、本業務はその一端を担う重要なものであ
るため、管内における現場の状況・組織体制
等について精通し、緊急時に備えさせる必要
がある。また、電話の取り次ぎ、外来者等の
受付案内は、単に指定された者や部署に取り
次ぐに止まらず案件ごとに整備局の対応先を
正確かつ迅速に判断して適切に対応する必要
がある。北陸地方整備局の災害対応及び窓口
業務の一翼を担って行政を補完する重要な業
務であることから、北陸地方整備局の組織及
び業務に精通し、本業務に必要な判断知識を
有する職員を擁し信頼の置ける者が、本業に
あたる必要がある。これらの要件を満たし、
これまでの実績もあり、かつ、仕様内容を熟
知し信頼性が高く、管内の現場状況を熟知し
た各種行政の需要に的確に対応できる業務管
理責任体制が確立されている当該業者と契約
するものである。(会計法第29条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5143
独立行政法人国立印刷局
東京都港区虎ノ門２－２
－４

官報公告等掲載業務

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年6月20日 4,056,465

国立印刷局は、国(官報に関する指揮命令権
に有する内閣府)と「官報の編集、印刷及び
普及事務の委託に関する契約書」を締結して
おり本業務を履行できる唯一の法人である。
(会計法第29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
単価契約

5144
日本郵政公社
長野市吉田３－６－１０

平成１７年度後納郵便料

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年5月11日 7,767,326 料金後納付郵便料(会計法第29条の3第4項) その他
随意契約によらざるを得

ないもの
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5145

東日本高速道路（株）新
潟支社
新潟県新潟市山田２３１
０－１

高速道路通行料

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年5月23日 2,688,605 高速道路通行料(会計法第29条の3第4項) その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5146
新潟県知事
新潟県新潟市新光町４－
１

宿舎敷地借上料

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年4月1日 2,200,860
長期継続契約に基づく賃貸借契約(会計法第
29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5147
新潟市水道事業管理者
新潟県新潟市関屋下川原
町１－３－３

水道料金

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年4月25日 3,333,879
地区唯一の水道供給事業者(会計法第29条の3
第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5148

北陸瓦斯（株）　新潟支
社
新潟県新潟市附船町１－
４４０１

ガス料金

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年5月10日 11,266,554
地区唯一のガス供給事業者(会計法第29条の3
第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5149

（株）ＮＴＴデータ
東京都江戸川区西葛西５
－１０－２４　ＮＴＴＤ
ＡＴＡ葛西テクノビル
情報処理センター

ＡＤＡＭＳ設備及び端末使用料

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年5月9日 3,281,004 長期継続契約のため(会計法第29条の3第4項) その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5150
日本テレコム（株）
東京都江東区新砂１－８
－２　東水工ビル

電話料

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年5月11日 1,527,532 長期継続契約のため(会計法第29条の3第4項) その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5151
東芝情報システム（株）
神奈川県川崎市川崎区日
進町７－１

用地調査等積算システム改良業務

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成18年1月26日 10,615,500

　本業務の実施にあたり、以下の条件が必要
である。①本システムの対象業務は多岐にわ
たり、積算仕様書及び開発経緯等に関わる理
解並びにシステム開発は一貫性が求められ
る。②平成18年4月からの運用という時間的
制約がある中で、本システムの安定的な運用
を確保するためには、システム運用に精通し
ている必要がある。当該相手方は用地調査等
積算システムを開発し、また、当該システム
の改良及び運用についての知識、技術の蓄積
がある。拠って、上記条件を満たし、かつ、
唯一の者である当該相手方と随意契約を締結
するものである。（会計法第29条の3第4項、
予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5152

（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ
東京都豊島区東池袋３－
１６－３アーバンネット
池袋ビル８Ｆ　ＮＴＴド
コモ東京料金事務Ｃ収納
事務担当

携帯電話料

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年5月20日 7,310,115 長期継続契約のため(会計法第29条の3第4項) その他
随意契約によらざるを得

ないもの
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5153

ＮＴＴコミュニケーショ
ンズ
愛媛県松山市山越３-15-
15　ＮＴＴ山越ビル８階

ＩＰ－ＶＰＮ使用料

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年5月23日 4,555,546 長期継続契約（会計法第29条の2） その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5154

東日本電信電話（株）
サービス開発部　ビジネ
スサービスセンタ出納責
任者
新潟県新潟市下大川前通
り二の町２２３０ＮＴＴ
万代橋ビル１階ＮＴＴ東
日本ビジネスサービスセ
ンタ料金担当

電話料

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年5月18日 2,988,345 長期継続契約のため(会計法第29条の3第4項) その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5155

東日本電信電話（株）北
海道支店　出納責任者
札幌白石郵便局私書箱１
４号　ＮＴＴ東日本札幌
料金センタ審査担当（料
金サポート）

電話料

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年4月28日 3,451,691 長期継続契約のため(会計法第29条の3第4項) その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5156

東日本電信電話（株）長
野支店　お客様サービス
部出納責任者　河村公雄
長野県長野市中御所３－
２－１５ＮＴＴ中御所ビ
ル　ＮＴＴ東日本長野支
店料金センタ

電話料

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成18年2月6日 1,779,667 長期継続契約のため(会計法第29条の3第4項) その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5157
南魚沼市長
南魚沼市六日町１８０－
１

六日町流雪溝用水取水・送水施設
建設に伴う平成１７年度負担金

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年7月20日 1,000,000
対象施設の管理者が一であり、契約の相手方
が特定されるもの。(会計法第29条の３第４
項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5158

新潟トランシス（株）新
潟営業所
新潟県新潟市岡山１３０
０

小形除雪車（１．０ｍ級）７台

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年9月12日 43,913,410
不落随契（会計法第２９条の６第２項及び予
決令第９９条の２）

その他
競争入札に移行したもの

（１８年度より）

5159

（株）ダイテックソフト
ウェア
名古屋市東区主税町４－
85

ソフトウェア類「ＣＡＤＷｅ’ｌ
ｌ土木２００４Ｒ３官公庁向けパ

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年9月16日 2,189,250
H14年に同CADソフトを地整標準として購入そ
のバージョンアップ（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5160
（株）学陽書房
東京都千代田区富士見１
－７－５

図書「給与小六法　平成１８年
版」２２６冊購入

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年8月12日 1,026,040
再販価格が維持されている出版元からの購入
(会計法第29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5161
（株）ぎょうせい
東京都杉並区荻窪４－３
０－１６

図書「国土交通省会計実務要覧
平成１７年度版」３６５冊購入

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年8月12日 1,387,000
再販価格が維持されている出版元からの購入
(会計法第29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5162
（株）大成出版社
東京都世田谷区羽根木１
－７－１１

図書「公共事業と予算（平成１７
年度版）」３００冊購入

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年9月16日 1,050,000
再販価格が維持されている出版元からの購入
(会計法第29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
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5163
（株）大成出版社
東京都世田谷区羽根木１
－７－１１

図書「公共事業の決算と検査（平
成１７年度版）」３００冊購入

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年9月30日 1,020,000
再販価格が維持されている出版元からの購入
(会計法第29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5164

道路広報センター　事務
局長　佐藤　茂
東京都千代田区一番町１
０－６　一番町野田ビル
５階

図書「高速ネットワーク道路地図
２００５」３００組外２点購入

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成18年3月8日 2,170,000
再販価格が維持されている出版元からの購入
(会計法第29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5165
（株）日経ビーピー
東京都千代田区平河町２
－７－６

図書「水害の世紀」１，０００冊
購入

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年10月18日 2,000,000
再販価格が維持されている出版元からの購入
(会計法第29条の3第5項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5166

（株）ゼンリン　営業本
部製作推進部
東京都千代田区神田神保
町2-38　稲岡九段ビル３
Ｆ

図書「道の駅旅案内全国地図　平
成１７年度版」１，２００冊購入

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年6月6日 1,176,000
再販価格が維持されている出版元からの購入
(会計法第29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5167

（株）ゼンリン　新潟営
業所
新潟市南笹口２－８－１
３

電子住宅地図賃貸借

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年11月29日 1,308,720

本業務の遂行にあたっては、①新潟県、富山
県、石川県において隔年全域の電子住宅地図
データを有していること、②各県全域におい
て1/10,000以上の大縮尺の電子地図データを
有していること、③付近の住所、目標物、宅
名（店舗名）等の限られた情報から地点を確
認可能な電子情報を所持し、それらがパソコ
ンにより検索可能であることが必要である。
(株)ゼンリンは、上記の条件を満たす電子住
宅地図データを所持している唯一の会社であ
り、またこの電子住宅地図データの著作権は
同社のみに帰属し、電子データ化された製品
は同社のみが販売・賃貸借を行っている。
（会計法第29条の3第4項並びに予決令第102
条の4第3項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
1,308,720

5168
（株）構造計画研究所
東京都中野区本町４－３
８－１３

建築ＣＡＤシステム一式購入

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成18年3月2日 1,780,800

MicroADS for AutoCADは建築物の設計製図用
ソフトウェアで、製造、販売、保守・管理を
行える唯一の同社と随意契約するものであ
る。（会計法第29条の3第4項、予算決算及び
会計令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5169

日本電子計算機（株）営
業本部長
東京都千代田区丸の内３
－４－１

平成１０年度ＵＮＩＸサーバー装
置賃貸借

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年6月3日 36,995,187
既導入機器を再リースにより安価に調達出来
るため。（会計法29条3第4項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5170

日本電子計算機（株）営
業本部長
東京都千代田区丸の内３
－４－１

平成１１年度ＵＮＩＸサーバー装
置賃貸借

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年6月3日 9,921,710
既導入機器を再リースにより安価に調達出来
るため。（会計法29条3第4項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの
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5171

日本電子計算機（株）営
業本部長
東京都千代田区丸の内３
－４－１

平成１２年度サーバ賃貸借

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年6月3日 5,525,823
既導入機器を再リースにより安価に調達出来
るため。（会計法29条3第4項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5172

日本電子計算機（株）営
業本部長
東京都千代田区丸の内３
－４－１

平成１４年度ＵＮＩＸサーバ等賃
貸借

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年6月3日 19,394,928
初年度に複数年の契約を明示した契約の後年
度契約（会計法29条3第4項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5173

日本電子計算機（株）営
業本部長
東京都千代田区丸の内３
－４－１

本局ＬＡＮシステム基盤機器等一
式賃貸借

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年6月3日 8,019,900
既導入機器を再リースにより安価に調達出来
るため。（会計法29条3第4項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5174
（株）エヌ・シー・エス
新潟県新潟市沼垂東２－
１１－２１

検証用サーバ機器賃貸借

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年5月27日 1,071,000
初年度に複数年の契約を明示した契約の後年
度契約（会計法29条3第4項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）

5175
（株）エヌ・シー・エス
新潟県新潟市沼垂東２－
１１－２１

道路管理データ活用システム外１
件サーバ賃貸借及び保守

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年5月27日 2,898,000

本賃貸借及び保守契約は、４年間の賃貸借期
間を前提に契約しており、平成１７年度が４
年の賃貸借期間にあたるため。（会計法第２
９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）
2,898,000

5176
（株）エヌ・シー・エス
新潟県新潟市沼垂東２－
１１－２１

平成１４年度ＣＲＭＳサーバ賃貸
借

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年5月27日 2,546,621
初年度に複数年の契約を明示した契約の後年
度契約（会計法29条3第4項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5177
（株）エヌ・シー・エス
新潟県新潟市沼垂東２－
１１－２１

平成１６年度ドメイン管理及びＷ
ｅｂ版旅費サーバ賃貸借

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年5月27日 2,394,000
初年度に複数年の契約を明示した契約の後年
度契約（会計法29条3第4項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（２０年度より国庫債務

負担行為を計上）

5178
（株）エヌ・シー・エス
新潟県新潟市沼垂東２－
１１－２１

平成１６年度メールサーバ賃貸借

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年5月27日 2,494,800
初年度に複数年の契約を明示した契約の後年
度契約（会計法29条3第4項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（２０年度より国庫債務

負担行為を計上）

5179

エヌイーシーリース
（株）　新潟支店
新潟県新潟市万代４－４
－２７

平成１５年度ＵＮＩＸサーバ等賃
貸借

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年5月26日 10,048,500
初年度に複数年の契約を明示した契約の後年
度契約（会計法29条3第4項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）

5180
富士通リース（株）
東京都新宿区西新宿２－
７－１

平成１５年度ＵＮＩＸサーバ等賃
貸借（その２）

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年5月26日 4,834,620
初年度に複数年の契約を明示した契約の後年
度契約（会計法29条3第4項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）

5181
富士通リース（株）
東京都新宿区西新宿２－
７－１

平成１５年度ＵＮＩＸサーバ等賃
貸借（その３）

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年5月26日 6,157,608
初年度に複数年の契約を明示した契約の後年
度契約（会計法29条3第4項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）

5182
藤島無線工業（株）
長岡市西新町２－８－６

平成１６年度ＡＤＡＭＳ－ＧＷ
サーバ賃貸借

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年6月7日 1,135,512
初年度に複数年の契約を明示した契約の後年
度契約（会計法29条3第4項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（２０年度より国庫債務

負担行為を計上）
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5183

富士ゼロックス新潟
（株）
新潟県新潟市東大通１－
２－２３

カラー複写機賃貸借及び保守

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年11月16日 4,828,511

初年度において、賃貸借料金を積算、契約す
るにあたって、３年間の賃貸借期間を前提と
している(商慣習)。初年度一般競争入札を実
施、2年目以降随意契約を実施。(会計法第29
条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5184

富士ゼロックス新潟
（株）
新潟県新潟市東大通１－
２－２３

デジタルフルカラー複合機賃貸借
及び保守

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年11月16日 4,512,269

初年度において、賃貸借料金を積算、契約す
るにあたって、３年間の賃貸借期間を前提と
している(商慣習)。初年度一般競争入札を実
施、2年目以降随意契約を実施。(会計法第29
条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5185

富士ゼロックス新潟
（株）
新潟県新潟市東大通１－
２－２３

電子複写機賃貸借及び保守その１

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年11月16日 4,521,111

初年度において、賃貸借料金を積算、契約す
るにあたって、３年間の賃貸借期間を前提と
している(商慣習)。初年度一般競争入札を実
施、2年目以降随意契約を実施。(会計法第29
条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5186

富士ゼロックス（株）
新潟営業所
新潟県新潟市東大通１－
２－２３

カラー複写機賃貸借及び保守

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年6月14日 4,479,160

初年度において、賃貸借料金を積算、契約す
るにあたって、３年間の賃貸借期間を前提と
している(商慣習)。初年度一般競争入札を実
施、2年目以降随意契約を実施。(会計法第29
条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5187

富士ゼロックス（株）
新潟営業所
新潟県新潟市東大通１－
２－２３

デジタルフルカラー複合機賃貸借
及び保守

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年6月7日 3,477,314

初年度において、賃貸借料金を積算、契約す
るにあたって、３年間の賃貸借期間を前提と
している(商慣習)。初年度一般競争入札を実
施、2年目以降随意契約を実施。(会計法第29
条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5188

富士ゼロックス（株）
新潟営業所
新潟県新潟市東大通１－
２－２３

電子複写機賃貸借及び保守その１

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年6月7日 7,287,963

初年度において、賃貸借料金を積算、契約す
るにあたって、３年間の賃貸借期間を前提と
している(商慣習)。初年度一般競争入札を実
施、2年目以降随意契約を実施。(会計法第29
条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5189
（株）ＢＳＮアイネット
新潟県新潟市米山２－５
－１

平成１２年度小型電子計算機賃貸
借

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年6月3日 1,685,124
既導入機器を再リースにより安価に調達出来
るため。（会計法29条3第4項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5190
（株）ＢＳＮアイネット
新潟県新潟市米山２－５
－１

平成１２年度小型電子計算機賃貸
借（その２）

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年6月3日 1,919,117
既導入機器を再リースにより安価に調達出来
るため。（会計法29条3第4項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5191
（株）ＢＳＮアイネット
新潟県新潟市米山２－５
－１

平成１４年度小型電子計算機賃貸
借

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年6月3日 88,463,444
初年度に複数年の契約を明示した契約の後年
度契約（会計法29条3第4項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5192
（株）ＢＳＮアイネット
新潟県新潟市米山２－５
－１

平成１５年度小型電子計算機賃貸
借

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年6月3日 59,472,000
初年度に複数年の契約を明示した契約の後年
度契約（会計法29条3第4項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5193
（株）ＢＳＮアイネット
新潟県新潟市米山２－５
－１

平成１６年度携帯型小型電子計算
機賃貸借

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年6月3日 2,932,020
初年度に複数年の契約を明示した契約の後年
度契約（会計法29条3第4項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）

5194
新潟リコー（株）
新潟市下木戸１丁目１８
番３０号

電子複写機賃貸借及び保守その２

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年5月12日 3,282,936

初年度において、賃貸借料金を積算、契約す
るにあたって、３年間の賃貸借期間を前提と
している(商慣習)。初年度一般競争入札を実
施、2年目以降随意契約を実施。(会計法第29
条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約
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5195
新潟リコー（株）
新潟市下木戸１丁目１８
番３０号

電子複写機賃貸借及び保守その７

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年5月18日 1,289,733

初年度において、賃貸借料金を積算、契約す
るにあたって、３年間の賃貸借期間を前提と
している(商慣習)。初年度一般競争入札を実
施、2年目以降随意契約を実施。(会計法第29
条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5196
（株）ぎょうせい
東京都杉並区荻窪４－３
０－１６

物品購入（追録）

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年8月16日 1,719,954
唯一の供給元・出版元からの購入(会計法第
29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5197
（株）ぎょうせい
東京都杉並区荻窪４－３
０－１６

物品購入（追録）

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年10月25日 1,515,746
唯一の供給元・出版元からの購入(会計法第
29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5198
（株）ぎょうせい
東京都杉並区荻窪４－３
０－１６

物品購入（追録）

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成18年4月25日 1,224,100
唯一の供給元・出版元からの購入(会計法第
29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5199
石川県知事
石川県金沢市鞍月１－１

新砂川国道横断暗渠改修工事に関
する精算還付金

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成18年3月28日 14,566,330
対象施設の管理者が一であり、契約の相手方
が特定されるもの(会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5200
富山県信用農業協同組合
連合会
富山市新総曲輪２－２１

農地所有者等賃貸借住宅建設融資
利子補給金

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成18年4月11日 56,688,663

本契約は「農地所有者等賃貸住宅建設融資利
子補給臨時措置法」（昭和46年４月1日法律
第32号）に基づき、事業者から金融機関に融
資額の繰上償還がなされたことにより、金融
機関と利子補給契約締結していた契約につい
て変更契約を締結した。（会計法第２９条の
３第４号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5201
富山県信用農業協同組合
連合会
富山市新総曲輪２－２１

農地所有者等賃貸住宅建設融資利
子補給金

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成18年2月9日 62,350,480

本契約は「農地所有者等賃貸住宅建設融資利
子補給臨時措置法」（昭和46年４月1日法律
第32号）に基づき、事業者から金融機関に融
資額の繰上償還がなされたことにより、金融
機関と利子補給契約締結していた契約につい
て変更契約を締結した。（会計法第２９条の
３第４号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5202
新潟市農業協同組合
新潟市海老ヶ瀬５１２－
１

農地所有者等賃貸住宅建設融資利
子補給金

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成18年2月20日 21,482,446

本契約は「農地所有者等賃貸住宅建設融資利
子補給臨時措置法」（昭和46年４月1日法律
第32号）に基づく新規事業実施に伴い同法第
2条第1項に基づき金融機関と利子補給契約を
締結した。（会計法第２９条の３第４号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5203
新潟市農業協同組合
新潟市海老ヶ瀬５１２－
１

農地所有者等賃貸住宅建設融資利
子補給金

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成18年4月12日 20,276,806

本契約は「農地所有者等賃貸住宅建設融資利
子補給臨時措置法」（昭和46年４月1日法律
第32号）に基づく新規事業実施に伴い同法第
2条第1項に基づき金融機関と利子補給契約を
締結した。（会計法第２９条の３第４号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5204
西日本電信電話（株）金
沢支店
金沢市出羽町４－１

一般国道４１号基盤設備の譲渡契
約

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年12月27日 1,482,049
対象施設の管理者が一であり、契約の相手方
が特定されるもの。（会計法第29条の３第４
項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
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5205

特定非営利活動法人越の
みちネットワーク女性会
議
新潟県新潟市長潟８１２
－１

「道の駅」に関する施策提言検討
業務委託

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年9月22日 4,231,500

「越のみちネットワーク女性会議」は、より
便利で快適な「道の駅」の実現を目指す道の
駅のファンクラブ「北陸「道の駅」ユーザー
ズくらぶ　みちゆっく」を設立、運営してお
り、北陸地域では唯一の「道の駅」利用者の
ネットーク（会員数約４００名）を有する特
定非営利活動法人であり、みちゆっくのホー
ムページを活用して利用者の意見を収集・整
理し、利用者の視点に立った分析を行い、本
業務を円滑に遂行できる唯一の団体であるた
め。（会計法第２９条の３第４項並びに予決
令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）
4,231,500

5206
千歳電気工業（株）
東京都北区西ヶ原１－５
２－１０

新潟第２合同庁舎Ａ棟電気設備
（通信）補備工事

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年12月15日 2,415,000

「既設設備と密接不可分の関係にあり、同一
施工者以外の者に施工させた場合、既設設備
等の使用に著しい支障が生じるおそれがある
構内交換機器の増設等の工事」であるため、
同一施工者と随意契約するものである。(会
計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号）

その他
公募を実施（前後工事全

体で競争性を確保）

5207
東光電気工事（株）
東京都千代田区西神田１
－４－５

新潟第２合同庁舎Ａ棟電気設備
（電力）補備工事

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年12月15日 2,940,000

「既設設備と密接不可分の関係にあり、同一
施工者以外の者に施工させた場合、既設設備
等の使用に著しい支障が生じるおそれがある
電源供給設備、中央監視制御設備等の増設等
の工事」であるため、同一施工者と随意契約
するものである。(会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

その他
公募を実施（前後工事全

体で競争性を確保）

5208
（株）新潟藤田組
新潟県新潟市白山浦２－
６４５－１

事務所庁舎２回耐震改修工事

松井　健一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所長
新潟県新潟市文京町１４－１
３

平成17年7月19日 43,785,000

本工事は、H16年度に(株)新潟藤田組が受注
した「事務所庁舎１回耐震工事」における屋
外側からの耐震補強に引き続き、屋内側から
の耐震補強工事である。当事務所庁舎は、築
40年ほど経過している古い建物であるため、
設計図面では分からない既存構造体の劣化状
況、既存鉄筋の位置を正確に把握しながらの
施工となり、前工事の施工者がその辺りの状
況をよく把握しており、一貫した判断で安全
な建築物を構築できるのは前工事の施工者に
限られるため。（会計法第２９条の３第４
項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく

は企画競争に移行）

5209

（株）日立製作所　新潟
支店
新潟県新潟市万代島５－
１

西川排水機場ポンプ設備修繕工事

松井　健一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所長
新潟県新潟市文京町１４－１
３

平成17年12月22日 41,370,000

本機場のポンプ設備の設計、製作、据付を
行っており、他業者において同等の部品を製
作するのは困難である。また、運転支援監視
設備プログラムの改造に関しても、本機場特
有の制御方式の技術を知り得る唯一の業者で
あるため。（会計法第２９条の３第４項、予
決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（競争入札若しく

は企画競争に移行）

5210

ＪＦＥアドバンテック
（株）
兵庫県西宮市高畑町３－
４８

蒲原大堰流量観測装置設置工事

松井　健一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所長
新潟県新潟市文京町１４－１
３

平成18年3月2日 90,825,000

河川合流点に近接した堰・水門がある分派点
での流量把握困難箇所での技術的に可能な新
技術流量観測装置設置（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があり
企画競争を実施（１９年

度より）



件数
契約の相手方の商
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住所
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5211

（株）建設技術研究所
北陸支社
新潟県新潟市万代４－４
－２７　新潟テレコムビ
ル

信濃川下流流砂量観測・解析業務

松井　健一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所長
新潟県新潟市文京町１４－１
３

平成18年3月8日 8,400,000
必要不可欠な装置を所有し、円滑に遂行でき
る唯一の業者であるため（会計法第29条の3
第4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
企画競争を実施（１９年

度より）

5212
（株）建設環境研究所
東京都豊島区東池袋２－
２３－２

信濃川下流河川環境検討業務

松井 健一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所長
新潟県新潟市文京町１４－１
３

平成18年1月31日 11,025,000

水系一貫の検討にあたり、契約済の他事務所
と同一業者が履行できる唯一の者であるため
（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4
第3号）

見直しの余地があり
企画競争を実施（１９年

度より）

5213
（株）新潟日報社
新潟県新潟市善久７７２
－２

「信濃川ウォーク２００５」関連
新聞広告制作掲載作業

松井 健一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所長
新潟県新潟市文京町１４－１
３

平成17年8月25日 6,300,000

発行部数は圧倒的な県内普及率を誇り、広く
県民に伝えることのできる唯一の新聞社であ
るため（会計法第29条の3第4項、予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5214

（社）新潟県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会
新潟市出来島１－５－５
５

公共嘱託登記業務（表示）

松井　健一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所長
新潟県新潟市文京町１４－１
４

平成17年5月20日 1,374,501

　不動産登記にあたっては、支給する登記資
料の点検、公共嘱託業務に関する知識の集
積・能力等が必要であり、また、土地の二重
登記等を防止するためにも契約後、速やかに
登記手続きを適正、迅速に行うことが要求さ
れる。当協会は、土地家屋調査士法第63条の
規定に基づき、公共の利益となる事業を行う
者による不動産の表示に関する登記の嘱託ま
たは申請の適正かつ迅速な実施に寄与するこ
とを目的に設置された公益法人である。ま
た、当該業務の経験、知識、能力等を有し、
地域特性及び手続きを十分熟知し、膨大な登
記事務処理を速やかに対応できる法人であ
る。更に、事務所管内の所轄法務局の登記業
務を網羅しており、本業務を履行できる県内
唯一の者である。拠って、当協会と随意契約
を締結するものである。（会計法第29条の3
第4項、予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
単価契約

5215
（株）新潟日報社
新潟県新潟市善久７７２
－２

「信濃川自由大学」関連新聞広告
掲載作業

松井　健一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所長
新潟県新潟市文京町１４－１
３

平成18年3月13日 1,639,050

発行部数は圧倒的な県内普及率を誇り、広く
県民に伝えることのできる唯一の新聞社であ
るため（会計法第29条の3第4項、予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5216
（株）新潟日報社
新潟県新潟市善久７７２
－２

７．１３水害フォーラム関連新聞
広告掲載作業

松井　健一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所長
新潟県新潟市文京町１４－１
３

平成17年6月29日 4,226,250

発行部数は圧倒的な県内普及率を誇り、広く
県民に伝えることのできる唯一の新聞社であ
るため（会計法第29条の3第4項、予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
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5217

（社）新潟県公共嘱託登
記司法書士協会
新潟県新潟市新光町５番
地１

公共嘱託登記業務（権利）

松井　健一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所長
新潟県新潟市文京町１４－１
３

平成17年6月21日 1,590,576

　不動産登記にあたっては、支給する登記資
料の点検、公共嘱託業務に関する知識の集
積・能力等が必要であり、また、土地の二重
登記等を防止するためにも契約後、速やかに
登記手続きを適正、迅速に行うことが要求さ
れる。当協会は、司法書士法第68条の規定に
基づき、公共の利益となる事業を行う者によ
る不動産の権利に関する登記の嘱託または申
請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目
的に設置された公益法人である。また、当該
業務の経験、知識、能力等を有し、地域特性
及び手続きを十分熟知し、膨大な登記事務処
理を速やかに対応できる法人である。更に、
事務所管内の所轄法務局の登記業務を網羅し
ており、本業務を履行できる県内唯一の者で
ある。拠って、当協会と随意契約を締結する
ものである。（会計法第29条の3第4項、予決
令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
単価契約

5218
（株）創エスピー
新潟県新潟市米山１－８
－４

２００５信濃川フェスティバル運
営業務

松井 健一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所長
新潟県新潟市文京町１４－１
３

平成17年6月20日 2,933,490

このイベントの実行委員会と契約している業
者であり、当事務所は実行委員会の１構成員
であるため事務所負担分を随意契約した。
（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4
第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）

5219
（株）けんと放送
新潟市天神１丁目１番地
プラーカ３

ラジオＣＭ制作放送業務

松井 健一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所長
新潟県新潟市文京町１４－１
３

平成17年4月8日 2,310,000

新潟市を拠点にＦＭ放送局を開設し、かつ、
他局と連携して流域をカバーできる唯一の業
者のため（会計法第29条の3第4項、予決令第
102条の4第3号）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5220
（株）新潟テレビ２１
新潟県新潟市下大川前通
六ノ町２２３０－１９

新潟海岸環境ボランティア番組制
作放送業務

松井　健一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所長
新潟県新潟市文京町１４－１
３

平成17年4月20日 3,150,000

海岸環境に関するイベントをテレビ番組とし
て製作・放映する業務に対して自社が主催す
る環境プロジェクトを通して環境番組の製作
放映を行い専門的な知識及び技術用を有し、
更に当イベントに関してもボランティアの立
場で企画・運営に関わり本業務を確実に遂行
できる唯一の者である為（会計法第29条の３
第4号、予決令第102条の４第3号）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5221
北陸建設サービス（株）
富山県富山市経堂３－２
１６－２

清掃等業務委託

松井　健一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所長
新潟県新潟市文京町１４－１
３

平成17年4月1日 17,278,821

出水や災害等による緊急時においても庁舎清掃
や食事などに迅速な対応を求められるため、そ
れらの体制をとれる者、かつ、より広範囲に業務
を行う者を選定する必要がある。また、これらの
業務の履行場所は、新潟市及び三条市と広範囲
にわたっているとともに、更に関水寮について
は、朝食の準備等厳しい早朝の勤務が必要とさ
れており、これらの需要に対応できる体制が確立
されていることが必要である。そのうえ、清掃等
業務という性質上、職員の衛生上、特に信頼性
の高い者を選定する必要がある。当該業務の需
要に対応できる信頼性の高い業者は、北陸建設
サービス（株）以外になく、随意契約を行うもであ
る。(会計法第29条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約
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5222

東日本高速道路（株）新
潟支社
新潟県新潟市山田２３１
０－１

高速道路通行料

松井　健一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所長
新潟県新潟市文京町１４－１
３

平成17年4月1日 1,018,142
高速道路通行料金のため(会計法第29条の3第
4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5223
新潟市水道事業管理者
新潟県新潟市関屋下川原
町１－３－３

水道料

松井　健一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所長
新潟県新潟市文京町１４－１
３

平成17年4月1日 1,309,208
地区唯一の水道供給事業者のため(会計法第
29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5224

（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ
東京都豊島区東池袋３－
１６－３アーバンネット
池袋ビル８Ｆ　ＮＴＴド
コモ東京料金事務Ｃ収納
事務担当

電話料

松井　健一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所長
新潟県新潟市文京町１４－１
３

平成17年4月1日 2,247,966
長期継続契約のため（会計法第29条の3第4
項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5225

東日本電信電話（株）
札幌市白石区本通８丁目
南１－３７　ＮＴＴ白石
本通ビル

電話料

松井　健一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所長
新潟県新潟市文京町１４－１
３

平成17年4月1日 4,120,900
長期継続契約のため（会計法第29条の3第4
項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5226
（株）日の出自動車
新潟県新潟市中興野７－
５３

草刈機（遠隔操縦式）４台修繕作
業

松井　健一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所長
新潟県新潟市文京町１４－１
３

平成18年3月1日 3,433,500

修繕する遠隔操縦式草刈機は、国道交通省と
(株)クボタが共同開発を行っている。従っ
て、修繕できるのは、(株)クボタの指定工場
として整備マニュアル、整備技術を提供して
いる(株)日の出自動車に限られるため。（会
計法第２９条の３第４項、予決令１０２条の
４第３号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１９年度より）

5227
新潟リコー（株）
新潟県新潟市下木戸１－
１８－３０

電子複写機８台賃貸借及び保守単
価契約

松井　健一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所長
新潟県新潟市文京町１４－１
３

平成17年4月1日 1,713,942

初年度において、賃貸借料金を積算、契約す
るにあたって、３年間の賃貸借期間を前提と
している(商慣習)。初年度一般競争入札を実
施、2年目以降随意契約を実施。(会計法第29
条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（２０年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5228

日本電子計算機（株）営
業本部長
東京都千代田区丸の内３
－４－１

ＬＡＮシステム基盤機器賃貸借

松井　健一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所長
新潟県新潟市文京町１４－１
３

平成17年7月6日 2,176,650

現行ＬＡＮシステム基盤機器を製作してお
り、本システムを一体的に運用、保守できる
唯一の業者であるため。（会計法第２９条の
３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（２０年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5229

日東河川工業（株）　北
日本営業所
新潟県新潟市美の里６番
８号

古川樋門操作制御設備改良工事

野田　猛
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀野川河川事務所長
新潟県新潟市南町１４－２８

平成18年1月12日 17,692,500
機能を付加する工事であり、信頼性確保のた
め、現施設設計・製作・据付会社と締結。
(会計法第２９条の３第４号）

その他
競争入札に移行したもの

（１９年度より）
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契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5230
（株）エマキ
福島県会津若松市追手町
５－３６

阿賀野川管理情報システム作成業
務

野田　猛
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀野川河川事務所長
新潟県新潟市南町１４－２８

平成17年10月26日 26,092,500
業務に必要な技術を唯一所有する業者と締
結。(会計法第２９条の３第４号）

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5231
日本工営（株）新潟支店
新潟県新潟市出来島１－
１１－２８

赤崎地すべり等自動観測システム
保守点検・調査作業

野田　猛
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀野川河川事務所長
新潟県新潟市南町１４－２８

平成17年4月1日 6,772,500
ｼｽﾃﾑ保守にはｼｽﾃﾑに精通していることが必要
なため、現システム開発業者と締結。(会計
法第２９条の３第４号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく

は企画競争に移行）

5232
（株）キタック
新潟県新潟市新光町１０
番地２

阿賀野川水系３次元画像資料作成
業務

野田　猛
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀野川河川事務所長
新潟県新潟市南町１４－２８

平成18年1月17日 11,550,000
業務に必要な技術を唯一所有する業者と締
結。(会計法第２９条の３第４号）

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5233

（株）東京建設コンサル
タント　北陸事務所
新潟市東大通１－２－２
３

阿賀野川洪水予測システム改良業
務

野田　猛
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀野川河川事務所長
新潟県新潟市南町１４－２８

平成17年12月21日 6,195,000
ｼｽﾃﾑ改良にはｼｽﾃﾑに精通していることが必要
なため、現システム開発業者と締結。(会計
法第２９条の３第４号）

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5234

（社）福島県公共嘱託登
記司法書士協会
福島県会津若松市宮町４
番４７号

登記業務請負（権利・福島）

野田　猛
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀野川河川事務所長
新潟県新潟市南町１４－２８

平成17年7月14日 1,881,145

　不動産登記にあたっては、支給する登記資
料の点検、公共嘱託業務に関する知識の集
積・能力等が必要であり、また、土地の二重
登記等を防止するためにも契約後、速やかに
登記手続きを適正、迅速に行うことが要求さ
れる。当協会は、司法書士法第68条の規定に
基づき、公共の利益となる事業を行う者によ
る不動産の権利に関する登記の嘱託または申
請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目
的に設置された公益法人である。また、当該
業務の経験、知識、能力等を有し、地域特性
及び手続きを十分熟知し、膨大な登記事務処
理を速やかに対応できる法人である。更に、
事務所管内の所轄法務局の登記業務を網羅し
ており、本業務を履行できる県内唯一の者で
ある。拠って、当協会と随意契約を締結する
ものである。（会計法第29条の3第4項、予決
令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
単価契約

5235
星野電気（株）
新潟県新潟市紫竹山３－
２－７

京ヶ瀬支所光ケーブル敷設作業

野田　猛
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀野川河川事務所長
新潟県新潟市南町１４－２８

平成17年12月21日 1,050,000
当初契約は随意契約(少額)で実施。変更で
100万円を越える。(会計法第２９条の３第５
項、予決令第９９条第７号）

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5236
（株）エフエム新津
新潟県新津市東町２－５
－６

ラジオ広報制作放送業務

野田　猛
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀野川河川事務所長
新潟県新潟市南町１４－２８

平成17年4月1日 3,990,000
業務に精通し、業務対象地域に唯一存在する
ラジオ放送業者と締結。(会計法第２９条の
３第４号）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5237
北陸建設サービス（株）
富山県富山市経堂３－２
１６－２

清掃他業務委託

野田　猛
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀野川河川事務所長
新潟県新潟市南町１４－２８

平成17年5月12日 12,863,062
他に競争する会社がない（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5238

（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ
東京都豊島区東池袋３－
１６－３アーバンネット
池袋ビル８Ｆ　ＮＴＴド
コモ東京料金事務Ｃ収納
事務担当

電話料・携帯電話３５件

野田　猛
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀野川河川事務所長
新潟県新潟市南町１４－２８

平成17年4月22日 1,706,535
長期継続契約のため(会計法第２９条の３第
４号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5239

東日本電信電話（株）
札幌市白石区本通８丁目
南１－３７　ＮＴＴ白石
本通ビル

電話料

野田　猛
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀野川河川事務所長
新潟県新潟市南町１４－２８

平成17年4月18日 5,144,853
長期継続契約のため(会計法第２９条の３第
４号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5240
越後天然ガス（株）
新潟市新津４５１６番地

ガス料

野田　猛
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀野川河川事務所長
新潟県新潟市南町１４－２８

平成17年4月22日 1,354,323
地区唯一のガス供給業者である(会計法第２
９条の３第４号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5241
（株）日の出自動車
新潟県新潟市中興野７－
５３

草刈機械９台点検整備

野田　猛
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀野川河川事務所長
新潟県新潟市南町１４－２８

平成18年3月16日 4,767,000

外国製の特殊機械や共同特許を取得した機械
であり、点検整備できる当地区で唯一の代理
店であるため。(会計法第２９条の３第４
号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）

5242
（株）日の出自動車
新潟県新潟市中興野７－
５３

草刈車、草刈機修繕

野田　猛
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀野川河川事務所長
新潟県新潟市南町１４－２８

平成18年1月12日 1,489,950

外国製の特殊機械や共同特許を取得した機械
であり、点検整備できる当地区で唯一の代理
店であるため。(会計法第２９条の３第４
号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）

5243

日本電子計算機（株）営
業本部長
東京都千代田区丸の内３
－４－１

行政ＬＡＮシステム基盤機器等一
式賃貸借契約

野田　猛
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀野川河川事務所長
新潟県新潟市南町１４－２８

平成17年5月13日 1,786,050
再リース契約で安価に調達できるため。(会
計法第２９条の３第４号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（２０年度より国庫債務

負担行為を計上）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
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（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5244
オフィス（株）
新潟市卸新町２－８４８
－２２

電子複写機賃貸借及び保守契約
（カラー）

野田　猛
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀野川河川事務所長
新潟県新潟市南町１４－２８

平成17年5月24日 1,894,979

初年度において、賃貸借料金を積算、契約す
るにあたって、３年間の賃貸借期間を前提と
している(商慣習)。初年度一般競争入札を実
施、2年目以降随意契約を実施。(会計法第29
条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5245

阿賀野川フェスティバル
実行委員会　委員長　大
戸　三男
新潟市程島２００９

阿賀野川フェスティバル２００５
負担金

野田　猛
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀野川河川事務所長
新潟県新潟市南町１４－２８

平成17年10月21日 4,800,000
実行委員会による負担金(会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5246
福田道路（株）新潟本店
新潟県新潟市川岸町１－
５３－３

学校町交差点舗装その２工事

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成18年2月20日 121,485,000

一体的な構造物の施工の確保、供用までの工
期短縮が求められ、同一範囲内で電線共同溝
を施工しているため。（会計法第２９条の３
第４項及び予決令第１０２条の４第４号イ）

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5247

荒川建設・小野組経常建
設共同企業体　代表者
荒川建設（株）
新潟県岩船郡荒川町大字
佐々木７１７番地

大須戸除雪基地新築（２期）工事

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年7月4日 91,875,000

前工事と後工事が一体の構造物として完成し
て初めて機能を発揮するため。（会計法第２
９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第
４号イ）

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

荒川建設
（株）
45,937,500
（株）小野
組
45,937,500

5248

（株）テクニブリッジ
営業部
神奈川県横浜市鶴見区弁
天町３－１

麒麟橋補修その２工事

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年12月13日 25,725,000

施工中の工事に履行させた場合に補修内容の
一体性の確保、資材の手配などの速やかな対
応、工期短縮、経費節減、安全円滑な確保に
おいて、他の業者に履行させるより有利なた
め。（会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第４号イ）

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5249
（株）加賀田組
新潟県新潟市八千代１－
５－３２

黒埼維持管内損傷復旧作業

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年6月17日 5,578,836

道路附属物等を損傷行為者に代わり原形復旧
を行うもので、事故の危険性の回避・円滑な
交通確保・債権の早期確保の面から①事故箇
所への速やかな到着②速やかな安全確保③速
やかな復旧資材の把握と調達が必要であり、
既発注の「維持工事」施工業者は現場を熟知
しかつ前記要件を満たす唯一の業者である
（会計法第29条の３第４項予決令第１０２条
の４第３項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１９年度より）
単価契約
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住所

公共工事の名称、場所、期
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5250
（株）加賀田組
新潟県新潟市八千代１－
５－３２

黒埼除雪作業

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年9月30日 47,804,351

本業務は、冬期間の厳しい気象環境と刻々変
化する道路条件下で行われ、昼夜を問わない
出動と情報連絡による迅速かつ的確な対応が
求められ、このため除雪機械乗務基準に適し
た資格を有するオペレータの確保が必要であ
り、体制を確保しなければならないため。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5251

東亜道路工業（株）北陸
支社
新潟県新潟市月町１９８
８

新発田維持管内損傷復旧作業

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年6月17日 4,002,537

道路附属物等を損傷行為者に代わり原形復旧
を行うもので、事故の危険性の回避・円滑な
交通確保・債権の早期確保の面から①事故箇
所への速やかな到着②速やかな安全確保③速
やかな復旧資材の把握と調達が必要であり、
既発注の「維持工事」施工業者は現場を熟知
しかつ前記要件を満たす唯一の業者である
（会計法第29条の３第４項予決令第１０２条
の４第３項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１９年度より）
単価契約

5252

東亜道路工業（株）北陸
支社
新潟県新潟市月町１９８
８

新発田除雪作業

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年9月30日 124,880,562

本業務は、冬期間の厳しい気象環境と刻々変
化する道路条件下で行われ、昼夜を問わない
出動と情報連絡による迅速かつ的確な対応が
求められ、このため除雪機械乗務基準に適し
た資格を有するオペレータの確保が必要であ
り、体制を確保しなければならないため。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5253

（株）ＮＩＰＰＯコーポ
レーション　北信越支店
新潟県新潟市米山５－１
１－２１

新潟維持管内損傷復旧作業

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年6月17日 13,363,483

道路附属物等を損傷行為者に代わり原形復旧
を行うもので、事故の危険性の回避・円滑な
交通確保・債権の早期確保の面から①事故箇
所への速やかな到着②速やかな安全確保③速
やかな復旧資材の把握と調達が必要であり、
既発注の「維持工事」施工業者は現場を熟知
しかつ前記要件を満たす唯一の業者である
（会計法第29条の３第４項予決令第１０２条
の４第３項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１９年度より）
単価契約

5254

（株）ＮＩＰＰＯコーポ
レーション　北信越支店
新潟県新潟市米山５－１
１－２１

新潟除雪作業

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年9月30日 94,771,645

冬期間の厳しい気象環境と刻々変化する道路
条件下で行われ、昼夜を問わない出動と情報
連絡による迅速かつ的確な対応が求められ、
このため除雪機械乗務基準に適した資格を有
するオペレータの確保が必要であり、体制を
確保しなければならないため。（会計法第２
９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第
３号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約



件数
契約の相手方の商
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住所
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（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5255
福田道路（株）新潟本店
新潟県新潟市川岸町１－
５３－３

村上維持管内損傷復旧作業

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年6月17日 10,152,657

道路附属物等を損傷行為者に代わり原形復旧
を行うもので、事故の危険性の回避・円滑な
交通確保・債権の早期確保の面から①事故箇
所への速やかな到着②速やかな安全確保③速
やかな復旧資材の把握と調達が必要であり、
既発注の「維持工事」施工業者は現場を熟知
しかつ前記要件を満たす唯一の業者である
（会計法第29条の３第４項予決令第１０２条
の４第３項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１９年度より）
単価契約

5256
福田道路（株）新潟本店
新潟県新潟市川岸町１－
５３－３

村上除雪作業

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年9月30日 131,150,211

本業務は、冬期間の厳しい気象環境と刻々変
化する道路条件下で行われ、昼夜を問わない
出動と情報連絡による迅速かつ的確な対応が
求められ、このため除雪機械乗務基準に適し
た資格を有するオペレータの確保が必要であ
り、体制を確保しなければならないため。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5257
丸運建設（株）
新潟県新潟市幸西１－４
－２１

水原維持管内損傷復旧作業

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年6月17日 6,740,375

道路附属物等を損傷行為者に代わり原形復旧
を行うもので、事故の危険性の回避・円滑な
交通確保・債権の早期確保の面から①事故箇
所への速やかな到着②速やかな安全確保③速
やかな復旧資材の把握と調達が必要であり、
既発注の「維持工事」施工業者は現場を熟知
しかつ前記要件を満たす唯一の業者である
（会計法第29条の３第４項予決令第１０２条
の４第３項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１９年度より）
単価契約

5258
丸運建設（株）
新潟県新潟市幸西１－４
－２１

水原除雪作業

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年9月30日 105,343,130

本業務は、冬期間の厳しい気象環境と刻々変
化する道路条件下で行われ、昼夜を問わない
出動と情報連絡による迅速かつ的確な対応が
求められ、このため除雪機械乗務基準に適し
た資格を有するオペレータの確保が必要であ
り、体制を確保しなければならないため。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5259
日本工営（株）新潟支店
新潟県新潟市出来島１－
１１－２８

本尊岩～谷花地区落石モニタリン
グシステム設定等業務委託

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年4月1日 12,075,000

本システムの設計及び設置、各計測機器の設
定を行うとともに、過去の経験に基づく評価
等ができ、破損時や異常時に速やかな対応が
できるため。（会計法第２９条の３第４項及
び予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
企画競争を実施（１９年

度より）

5260
（株）キタック
新潟県新潟市新光町１０
番地２

本尊岩地区岩盤斜面等調査点検業
務委託

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年4月1日 7,035,000

岩盤斜面の変状状況の長期の点検及び、落石
発生時や異常気象時には敏速に点検を実施
し、調査結果から岩盤斜面の安定度を的確か
つ速やかに評価する必要があり、現地状況に
十分精通しているため。（会計法第２９条の
３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
企画競争を実施（１９年

度より）
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5261

サンコーコンサルタント
（株）北陸支店
新潟県新潟市寺尾上４－
４－１５

新潟県北地域道路環境調査その３
業務委託

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年4月1日 74,550,000

過年度までの繁殖調査を実施していることか
ら、新潟県北地域に生息する猛禽類のつがい
ごとの情報に精通しているため。（会計法第
２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地があり
企画競争を実施（１９年

度より）

5262

特定非営利活動法人越の
みちネットワーク女性会
議
新潟県新潟市長潟８１２
－１

みちのなんでも相談広場企画運営
業務

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年4月1日 12,337,500

道路に関する利用者・住民との相談窓口の運
営を利用者に近い視点で行うとともに、道路
に関する利用者及び住民ニーズの把握を行
い、管内の道路整備及び道路管理に反映さ
せ、もって道路利用者満足度の向上を図るこ
とを目的とした本業務を、前年度から実施し
ているため。（会計法第２９条の３第４項及
び予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
企画競争を実施（１９年

度より）

5263
（株）新潟日報社
新潟県新潟市善久７７２
－２

新聞広告掲載（その１）業務

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年7月7日 6,565,335

萬代橋季節絵画展及び道路フェスティバルに
ついて、一般市民及び道路ユーザーに広く周
知し、理解及び参加を促すため、新聞広告を
掲載するもので、新潟県内で発行部数第１位
であり普及率が過半数を超えているため。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5264
（株）新潟日報社
新潟県新潟市善久７７２
－２

新聞広告掲載（その２）業務

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年8月1日 6,378,750

新潟国道事務所の事業について、一般市民及
び道路ユーザーに広く周知し、理解及び参加
を促すため、新聞広告を掲載するもので、新
潟県内で発行部数第１位であり普及率が過半
数を超えているため。（会計法第２９条の３
第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5265
（株）新潟日報社
新潟県新潟市善久７７２
－２

新聞広告掲載（その３）業務

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年8月26日 1,286,250

新潟国道事務所の事業について、一般市民及
び道路ユーザーに広く周知し、理解及び参加
を促すため、新聞広告を掲載するもので、新
潟県内で発行部数第１位であり普及率が過半
数を超えているため。（会計法第２９条の３
第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5266
（株）新潟日報社
新潟県新潟市善久７７２
－２

新聞広告掲載（その４）業務

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年9月22日 1,286,250

新潟国道事務所の事業について、一般市民及
び道路ユーザーに広く周知し、理解及び参加
を促すため、新聞広告を掲載するもので、新
潟県内で発行部数第１位であり普及率が過半
数を超えているため。（会計法第２９条の３
第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5267
（株）新潟日報社
新潟県新潟市善久７７２
－２

新聞広告制作・掲載（その１）業
務

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年6月17日 2,067,100

新潟国道事務所の事業等について、その整備
効果を道路ユーザー及び一般市民に広く周知
し、道路整備の必要性や重要性、効果等につ
いて理解を深めるための新聞広告を制作及び
掲載するもので、新潟県内で発行部数第１位
であり普及率が過半数を超えているため。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
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5268
（株）新潟日報社
新潟県新潟市善久７７２
－２

新聞広告制作・掲載（その２）業
務

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年8月11日 2,067,100

新潟国道事務所の事業等について、その整備
効果を道路ユーザー及び一般市民に広く周知
し、道路整備の必要性や重要性、効果等につ
いて理解を深めるための新聞広告を制作及び
掲載するもので、新潟県内で発行部数第１位
であり普及率が過半数を超えているため。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5269
（株）新潟日報社
新潟県新潟市善久７７２
－２

新聞広告制作・掲載（ふるさとの
みちと地域再生）業務

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年11月7日 4,831,718

新潟国道事務所、長岡国道事務所及び高田河
川国道事務所の道路事業等について、その整
備効果を道路ユーザー及び一般市民に広く周
知し、道路整備の必要性や重要性、効果等に
ついて理解を深めるための新聞広告を制作及
び掲載するもので、新潟県内で発行部数第１
位であり普及率が過半数を超えているため。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5270
（株）三菱総合研究所
東京都千代田区大手町２
－３－６

バス経路設定・確認ツール導入作
業

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成18年3月17日 1,942,500

プローブ情報システムに対応したバス経路設
定・確認ツールは、類似品がなく、同社が開
発したツールが唯一の既存ツールであり、新
規構築においては、同システムの構造を把握
し、且つＧＩＳツールの開発となることから
システム仕様検討が多大な作業となるため。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）

5271
（株）丸新システムズ
新潟県新潟市女池神明１
－５－２

バスロケーションシステム機能拡
張業務

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年7月14日 34,167,000

既存サーバにプログラムを追加する作業であ
り、サーバ内の既存システムは頻繁にバスと
のデータ通信やシステム間のデータ連携を実
施していることから既存システムやサーバの
稼働に影響を与えずに行うことは極めて困難
なため。（会計法第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）

5272
特定非営利活動法人地域
インフラ研究会
新潟市文京町６－７

吉田地区における一般国道１１６
号を考えるワークショップ企画運
営業務委託

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年7月4日 3,255,000

住民との合意形成を図るための高い公共性・中
立性・公平性を必要とすることに加え、まちづくり
や道路計画・道路構造等の専門的な知識を求め
られ、また、過去に実施された業務の情報、経緯
等の詳細を精通・熟知しているため。（会計法第
２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく

は企画競争に移行）

5273
新潟県民エフエム放送
（株）
新潟市万代２－１－１

新潟国道広報番組作成作業

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年4月1日 2,520,000

新潟国道事務所の事業等について、その整備
効果を道路利用者及び受益者にＰＲし、道路
整備の必要性や重要性、効果等について理解
を深めるための番組を制作するもので、必要
な放送エリア、放送時間を有しているため。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5274
新潟交通（株）
新潟県新潟市万代１－６
－１

バスプローブデータ収集用機器取
付等作業

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成18年3月20日 2,551,500

新潟交通所有の車両を整備する作業であるこ
とから、車両の既存システムや車両本体への
影響を与えず、また、通常運行に支障を及ぼ
さないように作業を実施しなければならない
ため。（会計法第２９条の３第４項及び予決
令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5275
環境整備（株）
新潟市白新町４－２－２
６

豊栄道路情報ターミナル浄化槽維
持管理作業

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年4月1日 3,557,270

旧豊栄市の許可業者で、維持管理を行ってい
る唯一の業者であるため。（会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）
単価契約

5276

太平興業（株）　新潟支
店
新潟県新潟市小新３６８
７－１

自動車等整備単価契約その６

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年5月31日 13,604,769

新潟国道事務所が保有する三菱自動車工業
(株)製の除雪トラック等の定期点検整備及び
一般修理を行うものであり、新潟国道事務所
管内で唯一の製作メーカーの指定サービス工
場であるため。（会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5277
（株）日の出自動車
新潟県新潟市中興野７－
５３

自動車等整備単価契約その１２

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年5月31日 25,252,248

新潟国道事務所が保有する(株)新潟鉄工所、
範多機械(株)製の除雪用機械の定期点検整備
及び一般修理を行うものであり、新潟国道事
務所管内で唯一の製作メーカーの指定サービ
ス工場であるため。（会計法第２９条の３第
４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5278

（株）新潟ハイタク共通
乗車券センター
新潟県新潟市和合町２－
２－１１

乗用車使用単価契約（事務所外３
箇所）

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年4月1日 2,702,960
新潟市内において乗車券によるタクシー使用
は当該業者だけの取り扱いのため。(会計法
第29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
単価契約

5279

（株）北越アローサービ
ス
新潟県新潟市江南１－９
－１

自動車等整備単価契約その１３

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年5月31日 6,320,482

新潟国道事務所が保有する建設機械稼働記録
計及び記録装置の定期点検整備及び修理を行
うものである。この機器は除雪機械の稼働時
間を記録し、日報作成等データ処理を行うシ
ステムで、北陸地方整備局が矢崎総業と共同
開発したもので、新潟国道事務所管内で唯一
の開発メーカーの代理店であるため。（会計
法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条
の４第３号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5280

（株）カワサキマシンシ
ステムズ　関東支社　新
潟支店
新潟県新潟市下木戸３丁
目１－６０

自動車等整備単価契約その１１

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年5月31日 11,898,473

新潟国道事務所が保有する(株)日本除雪機製
作所、川崎重工業(株)製の除雪用機械の定期
点検整備及び一般修理を行うものであり、新
潟国道事務所管内で唯一の製作メーカーの指
定サービス工場であるため。（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5281

中日本キャタピラー三菱
建機販売（株）新潟本店
新潟市山田２３０７－１
０８

自動車等整備単価契約その７

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年5月31日 17,531,841

新潟国道事務所が保有する三菱重工業(株)製
の除雪用機械の定期点検整備及び一般修理を
行うものであり、新潟国道事務所管内で唯一
の製作メーカーの指定サービス工場であるた
め。（会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5282

（社）新潟県公共嘱託登
記司法書士協会
新潟県新潟市新光町５－
１

登記業務委託（権利）

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年5月12日 7,057,132

　不動産登記にあたっては、支給する登記資
料の点検、公共嘱託業務に関する知識の集
積・能力等が必要であり、また、土地の二重
登記等を防止するためにも契約後、速やかに
登記手続きを適正、迅速に行うことが要求さ
れる。当協会は、司法書士法第68条の規定に
基づき、公共の利益となる事業を行う者によ
る不動産の権利に関する登記の嘱託または申
請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目
的に設置された公益法人である。また、当該
業務の経験、知識、能力等を有し、地域特性
及び手続きを十分熟知し、膨大な登記事務処
理を速やかに対応できる法人である。更に、
事務所管内の所轄法務局の登記業務を網羅し
ており、本業務を履行できる県内唯一の者で
ある。拠って、当協会と随意契約を締結する
ものである。（会計法第29条の3第4項、予決
令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
単価契約

5283
コマツハウス（株）新潟
支店
新潟市善久１０５１－１

萬代橋・柳都大橋資料館賃貸借

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
65

平成17年4月1日 1,103,760

本施設の設置及び施設材料の保守は、平成１
４年９月より継続しており、迅速にかつ万全
な保守及び実施体制が確立されているため。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第
102条の４第３号）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）
単価契約

5284

（社）新潟県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会
新潟市出来島１－５－５
５

登記業務委託（表示）

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年5月12日 20,924,316

　不動産登記にあたっては、支給する登記資
料の点検、公共嘱託業務に関する知識の集
積・能力等が必要であり、また、土地の二重
登記等を防止するためにも契約後、速やかに
登記手続きを適正、迅速に行うことが要求さ
れる。当協会は、土地家屋調査士法第63条の
規定に基づき、公共の利益となる事業を行う
者による不動産の表示に関する登記の嘱託ま
たは申請の適正かつ迅速な実施に寄与するこ
とを目的に設置された公益法人である。ま
た、当該業務の経験、知識、能力等を有し、
地域特性及び手続きを十分熟知し、膨大な登
記事務処理を速やかに対応できる法人であ
る。更に、事務所管内の所轄法務局の登記業
務を網羅しており、本業務を履行できる県内
唯一の者である。拠って、当協会と随意契約
を締結するものである。（会計法第29条の3
第4項、予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
単価契約

5285
セコム上信越（株）
新潟県新潟市新光町１－
１０

豊栄出張所外６ヶ所機械警備業務

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年4月1日 3,444,840

７出張所における防犯及び火災異常に対し
て、緊急対処及び警察又は消防機関への通報
業務を行うもので、全出張所に対して、短時
間に対応できる体制を確保しているため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（２０年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5286

関根モータース　関根
恵子
新潟県村上市若葉町１－
２

自動車等整備単価契約その５

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年5月31日 10,128,711

新潟国道事務所が保有する村上坂町地区の
(株)新潟鉄工製、範多機械(株)製の除雪用機
械の定期点検整備及び一般修理を行うもので
あり、新潟国道事務所管内で唯一の製作メー
カーの指定サービス工場であるため。（会計
法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条
の４第３号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
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点検の結果 講ずる措置 備考

5287
コマツ新潟（株）新潟支
店
新潟市山田２３０７

自動車等整備単価契約その８

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年5月31日 11,050,748

新潟国道事務所が保有する(株)コマツ製の除
雪用機械の定期点検整備及び一般修理を行う
ものであり、新潟国道事務所管内で唯一の製
作メーカーの指定サービス工場であるため。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5288
（資）坂町重機工業
新潟県岩船郡荒川町坂町
３１０９－１

自動車等整備単価契約その９

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年5月31日 4,099,011

新潟国道事務所が保有する村上坂町地区の
(株)コマツ製の除雪用機械の定期点検整備及
び一般修理を行うものであり、新潟国道事務
所管内で唯一の製作メーカーの指定サービス
工場であるため。（会計法第２９条の３第４
項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5289
北越ＴＣＭ（株）
新潟県新潟市東早通３－
１－３７

自動車等整備単価契約その１０

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年5月31日 2,348,402

新潟国道事務所が保有する東洋運搬機(株)製
の除雪用機械の定期点検整備及び一般修理を
行うものであり、新潟国道事務所管内で唯一
の製作メーカーの指定サービス工場であるた
め。（会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5290
日本郵政公社
長野市吉田３－６－１０

後納郵便料

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
65

平成17年4月1日 2,051,645 料金後納付郵便料(会計法第29条の3第4項) その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5291

東日本高速道路（株）新
潟支社
新潟県新潟市山田２３１
０－１

高速道路通行料

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
65

平成17年4月1日 1,973,968 高速道路通行料(会計法第29条の3第4項) その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5292
新潟市水道事業管理者
新潟県新潟市関屋下川原
町１－３－３

上下水道料

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
65

平成17年4月1日 5,484,977
地区唯一の上下水道事業者のため(会計法第
29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5293

（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ
東京都豊島区東池袋３－
１６－３アーバンネット
池袋ビル８Ｆ　ＮＴＴド
コモ東京料金事務Ｃ収納
事務担当

電話料

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
65

平成17年4月1日 5,484,977
長期継続契約のため。(会計法第29条の3第4
項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5294

東日本電信電話（株）
札幌市白石区本通８丁目
南１－３７　ＮＴＴ白石
本通ビル

電話料

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
65

平成17年4月1日 14,670,651
長期継続契約のため。(会計法第29条の3第4
項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5295
新潟中央郵便局長
新潟市東大通２－６－２
６

物品購入

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
65

平成17年12月12日 2,200,000
収入印紙購入のため。(会計法第29条の3第4
項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5296

日本電子計算機（株）営
業本部長
東京都千代田区丸の内３
－４－１

端末機装置賃貸借及び保守

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年4月1日 8,130,150

北陸地方整備局の端末ネットワークシステム
は、東芝ソリューション仕様の形態で運用し
ているため、同社の機器を導入する必要があ
るため。（会計法第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（２０年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5297

（株）中村自動車商会
新潟営業所
新潟県新潟市笹口２－７
－１７

タイヤチェーン購入単価契約

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年10月18日 24,048,453
不落随契（会計法第２９条の６第２項及び予
決令第９９条の２）

その他
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5298

富士ゼロックス新潟
（株）営業本部長
新潟市東大通１－２－２
３

平成１４年度電子複写機賃貸借、
保守及び消耗品供給（カラー）

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年4月1日 1,763,080

初年度において、賃貸借料金を積算、契約す
るにあたって、３年間の賃貸借期間を前提と
している(商慣習)。初年度一般競争入札を実
施、2年目以降随意契約を実施。(会計法第29
条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（２１年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5299

富士ゼロックス新潟
（株）営業本部長
新潟市東大通１－２－２
３

平成１６年度電子複写機賃貸借、
保守及び消耗品供給

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年4月1日 1,777,421

初年度において、賃貸借料金を積算、契約す
るにあたって、３年間の賃貸借期間を前提と
している(商慣習)。初年度一般競争入札を実
施、2年目以降随意契約を実施。(会計法第29
条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5300
水澤電機（株）
新潟県長岡市新産２－３
－１

光ケーブル配線接続工事

宮川　勇二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川河川事務所長
新潟県長岡市信濃１－５－３
０

平成17年11月24日 1,270,500
少額随契（会計法第２９条の３第５項、予決
令第９９条第２項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく

は企画競争に移行）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
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契約担当官等の氏名並
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（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5301
トウヨウ（株）
新潟県長岡市大島本町５
－１１１－１５

長岡水位観測所配管配線工事

宮川　勇二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川河川事務所長
新潟県長岡市信濃１－５－３
０

平成17年11月24日 1,218,000
少額随契（会計法第２９条の３第５項、予決
令第９９条第２項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく

は企画競争に移行）

5302

（株）建設技術研究所
北陸支社
新潟県新潟市万代４－４
－２７　新潟テレコムビ
ル

妙見堰上流崩落土砂影響検討業務
委託

宮川　勇二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川河川事務所長
新潟県長岡市信濃１－５－３
０

平成18年1月18日 6,510,000

当地域の河床変動モデムを有しており、短期
間かつ有利な価格で実施可能なため（会計法
第２９条３第４項、予決令第１０２条の４第
４項ロ）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく

は企画競争に移行）

5303

（株）日立製作所　新潟
支店
新潟県新潟市万代島５－
１

妙見堰左岸魚道ゲート対向試験作
業

宮川　勇二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川河川事務所長
新潟県長岡市信濃１－５－３
０

平成17年4月27日 1,050,000

本ゲートは、（株）日立製作所で制作された
ものであり、対抗試験についても、同社以外
行えない（会計法第29条3第4項、予決令第
102条の4第3項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく

は企画競争に移行）

5304
（株）新潟日報社
新潟市善久７７２－２

「信濃川自由大学」関連新聞広告
掲載その２作業

宮川　勇二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川河川事務所長
新潟県長岡市信濃１－５－３
０

平成18年3月23日 1,873,200
新潟県全域をカバーする唯一の地方紙のため
（会計法第29条3第4項、予決令第102条の4第
3項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5305
（株）新潟日報社
新潟市善久７７２－２

「信濃川自由大学」関連新聞広告
掲載作業

宮川　勇二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川河川事務所長
新潟県長岡市信濃１－５－３
０

平成17年9月7日 2,016,000
新潟県全域をカバーする唯一の地方紙のため
（会計法第29条3第4項、予決令第102条の4第
3項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5306

三菱電機プラントエンジ
ニアリング（株）東日本
本部　新潟支店
新潟市東大通２丁目４番
１０号　日本生命ビル５
Ｆ

大河津出張所ＤＬＰ修繕

宮川　勇二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川河川事務所長
新潟県長岡市信濃１－５－３
０

平成18年3月15日 2,029,650

本機器は三菱電機（株）製品であり、メンテ
ナンスにおいても系列のメンテナンス会社し
か行えないため（会計法第29条3第4項、予決
令第102条の4第3項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１９年度より）

5307

シャープドキュメントシ
ステム（株）
千葉県千葉市美浜区中瀬
１－９－２

水質自動観測装置保守点検作業

宮川　勇二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川河川事務所長
新潟県長岡市信濃１－５－３
０

平成17年4月1日 3,160,500

本製品は、シャープ製であり、メンテナンス
においても系列のメンテナンス会社しか行え
ないため（会計法第29条3第4項、予決令第
102条の4第3項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
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5308
（有）大瀬
新潟県長岡市千歳２丁目
５番３２号

宿舎借上料（幸町宿舎）

宮川　勇二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川河川事務所長
新潟県長岡市信濃１－５－３
０

平成17年4月1日 1,188,000
長期継続契約に基づく賃貸借契約(会計法第
29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5309

（社）新潟県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会
新潟市出来島１丁目５－
５５

登記業務請負（表示）

宮川　勇二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川河川事務所長
新潟県長岡市信濃１－５－３
０

平成17年5月26日 2,790,589

　不動産登記にあたっては、支給する登記資
料の点検、公共嘱託業務に関する知識の集
積・能力等が必要であり、また、土地の二重
登記等を防止するためにも契約後、速やかに
登記手続きを適正、迅速に行うことが要求さ
れる。当協会は、土地家屋調査士法第63条の
規定に基づき、公共の利益となる事業を行う
者による不動産の表示に関する登記の嘱託ま
たは申請の適正かつ迅速な実施に寄与するこ
とを目的に設置された公益法人である。ま
た、当該業務の経験、知識、能力等を有し、
地域特性及び手続きを十分熟知し、膨大な登
記事務処理を速やかに対応できる法人であ
る。更に、事務所管内の所轄法務局の登記業
務を網羅しており、本業務を履行できる県内
唯一の者である。拠って、当協会と随意契約
を締結するものである。（会計法第29条の3
第4項、予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
単価契約

5310
（株）中央公論新社
東京都中央区京橋２丁目
８番地７号

信濃川広告掲載業務

宮川　勇二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川河川事務所長
新潟県長岡市信濃１－５－３
０

平成17年12月7日 2,058,000
優れた公媒体を有し実績があり、河川に関す
る理解が深いため（会計法第29条3第4項、予
決令第102条の4第3項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）

5311

（社）新潟県公共嘱託登
記司法書士協会
新潟県新潟市新光町５－
１

登記業務請負（権利）

宮川　勇二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川河川事務所長
新潟県長岡市信濃１－５－３
０

平成17年5月26日 1,054,331

　不動産登記にあたっては、支給する登記資
料の点検、公共嘱託業務に関する知識の集
積・能力等が必要であり、また、土地の二重
登記等を防止するためにも契約後、速やかに
登記手続きを適正、迅速に行うことが要求さ
れる。当協会は、司法書士法第68条の規定に
基づき、公共の利益となる事業を行う者によ
る不動産の権利に関する登記の嘱託または申
請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目
的に設置された公益法人である。また、当該
業務の経験、知識、能力等を有し、地域特性
及び手続きを十分熟知し、膨大な登記事務処
理を速やかに対応できる法人である。更に、
事務所管内の所轄法務局の登記業務を網羅し
ており、本業務を履行できる県内唯一の者で
ある。拠って、当協会と随意契約を締結する
ものである。（会計法第29条の3第4項、予決
令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
単価契約
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5312

長岡移動電話システム
（株）
新潟県長岡市今朝白１丁
目８番１８号

「信濃川自由大学」放送業務

宮川　勇二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川河川事務所長
新潟県長岡市信濃１－５－３
０

平成18年1月10日 2,241,750
長岡市を中心とする放送エリアをカバーする
唯一のコミュニティＦＭのため（会計法第29
条3第4項、予決令第102条の4第3項）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5313
（有）藤中興業
新潟県燕市吉田水道町１
－１８

し尿浄化槽清掃及び維持管理単価
契約

宮川　勇二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川河川事務所長
新潟県長岡市信濃１－５－３
０

平成17年5月23日 1,009,427
当該地域に実施可能な業者が１社のみである
ため（会計法第２９条３第４項）

その他
競争入札に移行したもの

（１９年度より）
単価契約

5314
北陸建設サービス（株）
富山県富山市経堂３－２
１６－２

清掃外業務委託

宮川　勇二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川河川事務所長
新潟県長岡市信濃１－５－３
０

平成17年5月12日 25,396,265
当該地域に唯一の実施可能な業者であるため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5315
分水プロパン（株）
西蒲原郡分水町大字笈ケ
島１８８７

プロパンガス代

宮川　勇二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川河川事務所長
新潟県長岡市信濃１－５－３
０

平成17年4月1日 1,327,159
少額随契（会計法第２９条の３第５項、予決
令第９９条第３項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
単価契約

5316
長岡市水道局企業出納員
新潟県長岡市水道町２－
７－２２

水道料（上・下水道）

宮川　勇二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川河川事務所長
新潟県長岡市信濃１－５－３
０

平成17年4月1日 1,613,751
地区唯一の水道供給事業者のため（会計法第
２９条３第４項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5317
北陸瓦斯（株）
新潟県新潟市附船町１－
４４０１

ガス料

宮川　勇二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川河川事務所長
新潟県長岡市信濃１－５－３
０

平成17年4月1日 2,580,367
地区唯一のガス供給事業者のため（会計法第
２９条３第４項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5318

（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ
東京都豊島区東池袋３－
１６－３アーバンネット
池袋ビル８Ｆ　ＮＴＴド
コモ東京料金事務Ｃ収納
事務担当

電話料

宮川　勇二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川河川事務所長
新潟県長岡市信濃１－５－３
０

平成17年4月1日 2,452,432
長期継続契約のため（会計法第２９条３第４
項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5319

東日本電信電話（株）
札幌市白石区本通８丁目
南１－３７　ＮＴＴ白石
本通ビル

電話料

宮川　勇二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川河川事務所長
新潟県長岡市信濃１－５－３
０

平成17年4月1日 6,035,141
長期継続契約のため（会計法第２９条３第４
項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
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5320
（株）エヌ・ティ・ティ
ネオメイト北陸
金沢市増泉１－４３－１

信濃川流域及び氾濫区域電子地図
購入

宮川　勇二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川河川事務所長
新潟県長岡市信濃１－５－３
０

平成18年1月26日 3,990,000
中山間地域の電子地図データは、他社が保有
していないため（会計法第29条3第4項、予決
令第102条の4第3項）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5321

日本電子計算機（株）営
業本部長
東京都千代田区丸の内３
－４－１

事務所ＬＡＮシステム基盤機器賃
貸借

宮川　勇二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川河川事務所長
新潟県長岡市信濃１－５－３
０

平成17年4月1日 4,822,650
初年度競争による調達を行ったもので、次年
度以降の契約（会計法第２９条３第４項、予
決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（２０年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5322
（株）ビーアイテック
新潟県新潟市米山４丁目
１番２８号

小型電子計算機３式外賃貸借

宮川　勇二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川河川事務所長
新潟県長岡市信濃１－５－３
０

平成17年4月1日 6,206,760
初年度競争による調達を行ったもので、次年
度以降の契約（会計法第２９条３第４項、予
決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（２０年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5323
新潟リコー（株）　長岡
事業所
長岡市笹崎１－７－３

電子複写機９台賃貸借及び保守

宮川　勇二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川河川事務所長
新潟県長岡市信濃１－５－３
０

平成17年4月1日 5,141,796

初年度において、賃貸借料金を積算、契約す
るにあたって、３年間の賃貸借期間を前提と
している(商慣習)。初年度一般競争入札を実
施、2年目以降随意契約を実施。(会計法第29
条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（２１年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5324
（株）中越興業
新潟県長岡市喜多町１０
７８－１

天納災害復旧工事

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年4月1日 113,400,000

新潟県中越地震発生直後は、維持請負業者、
路面維持作業請負業者とも対応が不可能な状
態であることに加え、当該現場へは長岡側か
らのみ行ける状況であったため、長岡地区の
(株)中越興業と協議のうえ緊急対応を実施し
た。さらに、天納地区の緊急的な災害復旧を
実施していることから、復旧作業内容、現地
の地質・状況も熟知しており、今後の復旧工
事がより円滑かつ早期に遂行可能と判断され
たため。（会計法第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5325
日特建設（株）北陸支店
新潟市紫竹５－２６－１

国道２９１号災害復旧その７工事

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年10月18日 166,740,000

工事区間は、日特建設（株）が施工中の国道
２９１号災害復旧その５工事と同一であり、
当該工事と密接に関連するのり面対策工事が
主体となる。また、当該区間は他工事も工事
用道路として利用しており、工事が錯綜する
中での工事となる。上記のことから当該工事
施工者以外に施工をさせた場合は、完成期日
である本格的な降雪前に竣工することが非常
に困難となる。また、同一現場内の工事とな
るため工事の安全・円滑な履行確保が出来な
い等著しく不利な状況となるため。（会計法
第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４
第４号イ）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの
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5326
（株）植木組
新潟県柏崎市新橋２－８

柏崎工区除雪作業

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年10月7日 52,281,660

当該工区の除雪作業において、実績と豊富な
経験を有し、また現場状況を熟知し必要な体
制確保と能力があるため。（会計法第29条の
3第4項、予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5327
小杉土建工業（株）
新潟県小千谷市大字東栄
３－４－５

堀之内工区除雪作業

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年10月7日 173,483,816

当該工区の除雪作業において、実績と豊富な
経験を有し、また現場状況を熟知し必要な体
制確保と能力があるため。（会計法第29条の
3第4項、予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5328
長岡舗道（株）
新潟県長岡市下山町６５
１－１

長岡工区除雪作業

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年10月7日 54,102,680

当該工区の除雪作業において、実績と豊富な
経験を有し、また現場状況を熟知し必要な体
制確保と能力があるため。（会計法第29条の
3第4項、予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5329

日本道路（株）　北信越
支店
新潟県新潟市笹口２－１
２－７

出雲崎工区除雪作業

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年10月7日 41,250,925

当該工区の除雪作業において、実績と豊富な
経験を有し、また現場状況を熟知し必要な体
制確保と能力があるため。（会計法第29条の
3第4項、予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5330
（株）笛田組
新潟県南魚沼郡塩沢町大
字五郎丸３０５

塩沢工区除雪作業

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年10月7日 240,921,822

当該工区の除雪作業において、実績と豊富な
経験を有し、また現場状況を熟知し必要な体
制確保と能力があるため。（会計法第29条の
3第4項、予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5331

福田道路（株）　中越支
店
新潟県長岡市摂田屋町２
８５６－２

宮本工区除雪作業

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年10月7日 49,024,126

当該工区の除雪作業において、実績と豊富な
経験を有し、また現場状況を熟知し必要な体
制確保と能力があるため。（会計法第29条の
3第4項、予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約
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5332
（株）文明屋
新潟県南魚沼郡湯沢町大
字三国６５０－１

長岡国道管内除雪作業

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年6月23日 19,712,464

当該工区の除雪作業において、実績と豊富な
経験を有し、また現場状況を熟知し必要な体
制確保と能力があるため。（会計法第29条の
3第4項、予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5333
（株）文明屋
新潟県南魚沼郡湯沢町大
字三国６５０－１

二居工区除雪作業

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年10月7日 190,593,897

当該工区の除雪作業において、実績と豊富な
経験を有し、また現場状況を熟知し必要な体
制確保と能力があるため。（会計法第29条の
3第4項、予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5334
（株）星野工業
新潟県北魚沼郡小出町中
原６５－１

小出工区除雪作業

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年10月7日 184,463,965

当該工区の除雪作業において、実績と豊富な
経験を有し、また現場状況を熟知し必要な体
制確保と能力があるため。（会計法第29条の
3第4項、予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5335
町田建設（株）
新潟県南魚沼郡塩沢町大
字島新田３７４

長岡国道管内斜面雪処理作業

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年5月19日 19,768,905

本作業の施行にあたっては、雪崩対策に高度
な判断力が求められることから、雪崩に関す
る知識や豊富な経歴と技術力が必要である。
当業者は、一般国道１７号湯沢・塩沢地区に
おいて長年雪崩対策に携わっており、長岡国
道管内の他の雪崩危険箇所においても、これ
までの経験・知識が十分に発揮できる業者で
あり、雪崩防止について卓越した経験、技術
力及び技術者を有している唯一の業者である
ため。（会計法第２９条の３第４項及び予決
令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5336
（株）森下組
新潟県南魚沼郡湯沢町大
字神立１３０

湯沢工区除雪作業

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年10月7日 237,708,096

当該工区の除雪作業において、実績と豊富な
経験を有し、また現場状況を熟知し必要な体
制確保と能力があるため。（会計法第29条の
3第4項、予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5337

日瀝道路（株）新潟営業
所
新潟県長岡市深沢町字上
川原３７１７

中之島工区除雪作業

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成18年1月27日 37,961,593

当該工区の除雪作業において、実績と豊富な
経験を有し、また現場状況を熟知し必要な体
制確保と能力があるため。（会計法第29条の
3第4項、予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5338

小糸工業（株）　新潟営
業所
新潟市花町２０６９（新
潟東邦生命ビル３Ｆ）

長岡地区駐車場情報収集検討業務
委託

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成18年3月9日 27,825,000

情報収集の検討にあたっては、①駐車場の既
存システムに精通していること。②長岡市の
駐車場システムの保守管理に、そのノウハウ
と経験を有していること。　が重要である。
小糸工業(株)は、長岡市運営の大手通地下駐
車場のシステム設計及び施工を行い、また、
長岡市との契約により、迅速に大手通地下駐
車場の保守管理・修理等を実施している業者
であり、上記①、②を満たす唯一の業者であ
るため。（会計法第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5339
（株）建設環境研究所
東京都豊島区東池袋２－
２３－２

「よりみち街道－中越プロジェク
ト」検討業務委託

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年9月28日 19,215,000

 (株)建設環境研究所は、北陸地方整備局発
注の「新潟県中越地区シーニックバイウェイ
整備検討業務」をプロポーザル方式により特
定され、シーニックバイウェイに関する検討
会等の内容を熟知しており、関係者等とも良
好な信頼関係にあり、本業務を遂行できる唯
一の業者であるため。(会計法第29条の3第4
項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
企画競争を実施（１９年

度より）

5340
（株）新潟日報社
新潟県新潟市善久７７２
－２

新聞広告掲載業務（ＥＴＣ利用促
進・スマ―トＩＣ）

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成18年3月28日 2,068,500

（株）新潟日報は、新潟県内では、朝刊発行
部数が約５１万部で全国紙を含めて県内第１
位であり、普及率は６３％と過半数を超えて
いる地方紙であり、当該地方紙に掲載するこ
とが も効果的であるため。（会計法第２９
条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5341
（株）新潟日報社
新潟県新潟市善久７７２
－２

新聞広告掲載業務（よりみち街
道）

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成18年3月28日 4,830,000

（株）新潟日報は、新潟県内では、朝刊発行
部数が約５１万部で全国紙を含めて県内第１
位であり、普及率は６３％と過半数を超えて
いる地方紙であり、当該地方紙に掲載するこ
とが も効果的であるため。（会計法第２９
条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5342
（株）新潟日報社
新潟県新潟市善久７７２
－２

新聞広告掲載料

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年5月19日 1,575,000

（株）新潟日報は、新潟県内では、朝刊発行
部数が約５１万部で全国紙を含めて県内第１
位であり、普及率は６３％と過半数を超えて
いる地方紙であり、当該地方紙に掲載するこ
とが も効果的であるため。（会計法第２９
条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5343
（株）新潟日報社
新潟県新潟市善久７７２
－２

新聞広告制作・掲載（ふるさとの
みちと地域再生）業務

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年11月7日 1,610,572

（株）新潟日報は、新潟県内では、朝刊発行
部数が約５１万部で全国紙を含めて県内第１
位であり、普及率は６３％と過半数を超えて
いる地方紙であり、当該地方紙に掲載するこ
とが も効果的であるため。（会計法第２９
条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5344
（株）中央映画社
新潟県新潟市愛宕３－８
－７

国道１７号雪崩被害等記録業務

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成18年1月4日 2,131,500

本業務の実施にあたっては必要な映像記録に
ついて豊かな経験と技術力を有し、かつ、突
発的に発生した雪崩の記録対応という緊急的
対応も可能であるため。(会計法第29条の3第
4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3
号)

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5345
（株）エフエム雪国
新潟県南魚沼郡六日町大
字六日町１０６－１

「雪道啓蒙」放送業務

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成18年1月5日 2,169,720

(株)エフエム雪国は、湯沢町、塩沢町等を放
送エリアに持ち、かつ、沼田エフエム、エフ
エム茶苗、調布エフエムとも番組ネット受け
をはじめ、共同制作の実績を有しており、本
業務を遂行する能力を有する唯一のラジオ局
であるため。(会計法第29条の3第4項及び予
算決算及び会計令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5346
（株）エフエム雪国
新潟県南魚沼郡六日町大
字六日町１０６－１

「道路交通情報のリレ―放送」業
務

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年12月22日 1,260,000

(株)エフエム雪国は、湯沢町・南魚沼市等を
放送エリアとしており、パートナーとなる施
設(スキー場）にも広く知られているため、
本業務を遂行する能力を有する唯一のラジオ
局であるため。(会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5347

（株）ナカノアイシステ
ム
新潟県新潟市鳥屋野４３
２

国道２９１号オルソ写真図作成作
業

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年6月9日 2,047,500

一般国道２９１号災害復旧の用地測量業務に
必要となる平成１０年以降の地震前の航空写
真を保有しているのは、唯一（株）ナカノア
イシステムだけであるため。(会計法第29条
の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4
第3号)

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5348

（社）新潟県環境衛生中
央研究所
新潟県長岡市新産２－１
２－７

アスベスト定量分析及び濃度測定
作業

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年9月6日 1,462,650

(社)新潟県環境衛生中央研究所は、アスベス
トに関して熟知していること及び、多数の分
析業務を手がけていることから、円滑かつ早
期に作業を遂行することが可能な唯一の相手
と判断されるため。(会計法第29条の3第4項
及び予算決算及び会計令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5349
川口商事（株）
三条市東三条１－５－１

三条国道出張所建物賃貸借

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年4月1日 3,780,000
長期継続契約に基づく賃貸借契約(会計法第
29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5350

魚沼みなみ農業協同組合
代表理事組合長　山田富
重郎
新潟県南魚沼市美佐島１
８３４番地１

六日町国道出張所建物賃貸借

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年4月1日 3,276,000
長期継続契約に基づく賃貸借契約(会計法第
29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5351
コーポ長町　渡辺真宏
新潟県長岡市長町１丁目
１６７２番地１

建物賃貸借

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年4月1日 1,056,000
長期継続契約に基づく賃貸借契約(会計法第
29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5352
コーポ長町　渡辺真宏
新潟県長岡市長町１丁目
１６７２番地１

建物賃貸借

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年4月1日 1,044,000
長期継続契約に基づく賃貸借契約(会計法第
29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5353

長岡移動電話システム
（株）
新潟県長岡市今朝白１－
８－１８　長岡ＤＮビル
１Ｆ

「私たち道路を守り隊」放送業務

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年4月1日 2,110,500

本業務実施にあたり、放送サービスエリアが
長岡市をカバーするコミュニテイＦＭ局であ
ることが必要となるが、長岡移動電話システ
ム株式会社は、長岡市周辺の放送サービスエ
リアをカバーとする唯一のコミュニテイＦＭ
局であるため。(会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5354
（株）東京現像所
東京都調布市富士見町２
丁目１３番地

「ミニド―ムシアタ―」運営業務

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成18年1月11日 2,205,000

本業務を実施にあたって移動式のドーム及び
その運営時の装置等を有しており、映像を運
営できることが条件となるが、（株）東京映
像所は、本業務を遂行する能力を有する唯一
の機関であるため。(会計法第29条の3第4項
及び予算決算及び会計令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5355

ゆきみらい２００６ｉｎ
上越実行委員会　委員長
柳川城二
新潟県上越市木田１－１
－３

ゆきみらい「克雪・利雪見本市」
出展にかかる費用

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成18年1月30日 1,048,000

当イベント施設のブース使用量及び電気料は
イベントを運営するゆきみらい２００６in上
越実行委員会事務局へ支払うことになってい
るため。（会計法第２９条の３第４項及び予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5356
（株）上原自動車工業
新潟県南魚沼郡湯沢町大
字湯沢２９２５

除雪機械等修繕単価契約（その１
２）

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年6月28日 14,451,329

本修繕契約は、長岡国道事務所が保有し湯沢
維持出張所に配備しているロータリ除雪車
（新潟製）、凍結防止剤散布車等の定期点検
整備及び冬期稼働中の修繕を行うものであ
る。本修繕契約を履行するにあたり、次の条
件が必要である。①当該工場が、自動車分解
整備事業を営むために必要な整備器具・整備
員を保有し、道路運送車両法による認証又は
指定工場の指定を受けていること。②当該工
場が、除雪機械整備のために必要な技術情報
や整備技術を確保するために必要な、該当車
両の製作メーカーの指定又は協力工場（製作
メーカー直営工場を含む）の指定を受けてい
ること。③整備員は、車両はもとより修繕に
関する経験や知識を十分に蓄積し、修繕実績
を有していること。④冬期間の除雪作業中の
故障修理に対し、緊急性・迅速性が要求され
ることから、配備される出張所からおおよそ
１時間程度の場所に工場を有していること。
（株）上原自動車工業は、道路運送車両法に
よる認証及び指定自動車整備事業の指定を受
けており、新潟トランシス（株）、範多機械
（株）、ＴＣＭ（株）の指定工場であり、昭
和４６年より同種機械の修繕実績を有し、修
繕に関する経験や知識を有する整備員を確保
している。併せて、工場が湯沢維持出張所よ
り０．１㎞の位置にあり、迅速な対応が可能
である。よって上記条件を満たし、本修繕契
約を履行出来る唯一の工場である、（株）上
原自動車工業と随意契約を締結するものであ
る。(会計法第29条の3第4項及び予算決算及
び会計令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5357

（株）大島自動車整備工
場
新潟県魚沼市四日町４０
１－５

除雪機械等修繕単価契約（その
７）

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年6月28日 10,167,974

本修繕契約は、長岡国道事務所が保有し小出
維持出張所に配備しているロータリ除雪車
（新潟製、ＴＣＭ製）等の定期点検整備及び
冬期稼働中の修繕を行うものである。本修繕
契約を履行するにあたり、次の条件が必要で
ある。①当該工場が、自動車分解整備事業を
営むために必要な整備器具・整備員を保有
し、道路運送車両法による認証又は指定工場
の指定を受けていること。②
当該工場が、除雪機械整備のために必要な技
術情報や整備技術を確保するために必要な、
該当車両の製作メーカーの指定又は協力工場
（製作メーカー直営工場を含む）の指定を受
けていること。③整備員は、車両はもとより
修繕に関する経験や知識を十分に蓄積し、修
繕実績を有していること。④冬期間の除雪作
業中の故障修理に対し、緊急性・迅速性が要
求されることから、配備される出張所からお
およそ１時間程度の場所に工場を有している
こと。（株）大島自動車整備工場は、道路運
送車両法による認証及び指定自動車整備事業
の指定を受けており、新潟トランシス（株）
の指定工場、ＴＣＭ（株）の協力工場であ
り、昭和５０年より同種機械の修繕実績を有
し、修繕に関する経験や知識を有する整備員
を確保している。併せて、工場が小出維持出
張所より１㎞の位置にあり、迅速な対応が可
能である。よって、上記条件を満たし、本修
繕契約を履行出来る唯一の工場である、
（株）大島自動車整備工場と随意契約を締結
するものである。(会計法第29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5358

（資）岡島自動車修理工
場
新潟県柏崎市穂波町９－
２

除雪機械等修繕単価契約（その
６）

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年10月11日 1,724,548

本修繕契約は、長岡国道事務所が保有し柏崎
維持出張所に配備している除雪トラック等の
定期点検整備及び冬期稼働中の修繕を行うも
のである。本修繕契約を履行するにあたり、
次の条件が必要である。①当該工場が、自動
車分解整備事業を営むために必要な整備器
具・整備員を保有し、道路運送車両法による
認証又は指定工場の指定を受けていること。
②当該工場が、除雪機械整備のために必要な
技術情報や整備技術を確保するために必要
な、該当車両の製作メーカーの指定又は協力
工場（製作メーカー直営工場を含む）の指定
を受けていること。③整備員は、車両はもと
より修繕に関する経験や知識を十分に蓄積
し、修繕実績を有していること。④冬期間の
除雪作業中の故障修理に対し、緊急性・迅速
性が要求されることから、配備される出張所
からおおよそ１時間程度の場所に工場を有し
ていること。（資）岡島自動車修理工場は、
道路運送車両法による認証及び指定自動車整
備事業の指定を受けており、岩崎工業（株）
の指定工場であり、昭和４４年より同種機械
の修繕実績を有し、修繕に関する経験や知識
を有する整備員を確保している。併せて、工
場が柏崎維持出張所より１㎞の位置にあり、
迅速な対応が可能である。よって、上記条件
を満たし、本修繕契約を履行出来る唯一の工
場である、（資）岡島自動車修理工場と随意
契約を締結するものである。(会計法第29条
の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4
第3号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5359
（有）小出自動車工業
新潟県魚沼市四日町１４
４５

除雪機械等修繕単価契約（その
９）

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年6月27日 11,094,491

本修繕契約は、長岡国道事務所が保有し小
出・湯沢維持出張所に配備しているロータリ
除雪車（日除製）、除雪トラック、凍結防止
剤散布車等の定期点検整備及び冬期稼働中の
修繕を行うものである。本修繕契約を履行す
るにあたり、次の条件が必要である。①当該
工場が、自動車分解整備事業を営むために必
要な整備器具・整備員を保有し、道路運送車
両法による認証又は指定工場の指定を受けて
いること。②当該工場が、除雪機械整備のた
めに必要な技術情報や整備技術を確保するた
めに必要な、該当車両の製作メーカーの指定
又は協力工場（製作メーカー直営工場を含
む）の指定を受けていること。③整備員は、
車両はもとより修繕に関する経験や知識を十
分に蓄積し、修繕実績を有していること。④
冬期間の除雪作業中の故障修理に対し、緊急
性・迅速性が要求されることから、配備され
る出張所からおおよそ１時間程度の場所に工

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5360
（資）小柳機械整備工場
新潟県南魚沼市浦佐１２
５－２

除雪機械等修繕単価契約（その１
０）

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年9月6日 3,640,802

本修繕契約は、長岡国道事務所が保有し湯沢
維持出張所に配備しているロータリ除雪車
（新潟製）等の定期点検整備及び冬期稼働中
の修繕を行うものである。本修繕契約を履行
するにあたり、次の条件が必要である。①当
該工場が、自動車分解整備事業を営むために
必要な整備器具・整備員を保有し、道路運送
車両法による認証又は指定工場の指定を受け
ていること。②当該工場が、除雪機械整備の
ために必要な技術情報や整備技術を確保する
ために必要な、該当車両の製作メーカーの指
定又は協力工場（製作メーカー直営工場を含
む）の指定を受けていること。③整備員は、
車両はもとより修繕に関する経験や知識を十
分に蓄積し、修繕実績を有していること。④
冬期間の除雪作業中の故障修理に対し、緊急
性・迅速性が要求されることから、配備され
る出張所からおおよそ１時間程度の場所に工
場を有していること。（資）小柳機械整備工
場は、道路運送車両法による認証自動車整備
事業
の指定を受けており、新潟トランシス（株）
の指定工場であり、昭和４２年より同種機械
の修繕実績を有し、修繕に関する経験や知識
を有する整備員を確保している。併せて、工
場が湯沢維持出張所より２８㎞の位置にある
が、近隣において他に上記条件を満たす業者
がない。よって、上記条件を満たし、本修繕
契約を履行出来る唯一の工場である、（資）
小柳機械整備工場と随意契約を締結するもの
である。(会計法第29条の3第4項及び予算決
算及び会計令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5361

太平興業（株）　長岡支
店
新潟県長岡市下々条２－
１３５５

除雪機械等修繕単価契約（その
１）

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年11月29日 2,625,232

本修繕契約は、長岡国道事務所が保有し長岡
維持出張所に配備している除雪トラック等の
定期点検整備及び冬期稼働中の修繕を行うも
のである。本修繕契約を履行するにあたり、
次の条件が必要である。①当該工場が、自動
車分解整備事業を営むために必要な整備器
具・整備員を保有し、道路運送車両法による
認証又は指定工場の指定を受けていること。
②当該工場が、除雪機械整備のために必要な
技術情報や整備技術を確保するために必要
な、該当車両の製作メーカーの指定又は協力
工場（製作メーカー直営工場を含む）の指定
を受けていること。③整備員は、車両はもと
より修繕に関する経験や知識を十分に蓄積
し、修繕実績を有していること。④冬期間の
除雪作業中の故障修理に対し、緊急性・迅速
性が要求されることから、配備される出張所
からおおよそ１時間程度の場所に工場を有し
ていること。太平興業（株）長岡支店は、道
路運送車両法による認証及び指定自動車整備
事業の指定を受けており、三菱ふそうトラッ
ク・バス（株）の指定工場であり、昭和４６
年より同種機械の修繕実績を有し、修繕に関
する経験や知識を有する整備員を確保してい
る。併せて、工場が長岡維持出張所より６㎞
の位置にあり、迅速な対応が可能である。
よって、上記条件を満たし、本修繕契約を履
行出来る唯一の工場である、太平興業（株）
長岡支店と随意契約を締結するものである。
(会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会
計令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5362

コマツ新潟（株）長岡支
店
新潟県長岡市摂田屋町字
崩２６０８

除雪機械等修繕単価契約（その
３）

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年11月1日 6,181,219

本修繕契約は、長岡国道事務所が保有し長
岡・柏崎維持出張所に配備している除雪グ
レーダ（コマツ製）等の定期点検整備及び冬
期稼働中の修繕を行うものである。本修繕契
約を履行するにあたり、次の条件が必要であ
る。①当該工場が、自動車分解整備事業を営
むために必要な整備器具・整備員を保有し、
道路運送車両法による認証又は指定工場の指
定を受けていること。②当該工場が、除雪機
械整備のために必要な技術情報や整備技術を
確保するために必要な、該当車両の製作メー
カーの指定又は協力工場（製作メーカー直営
工場を含む）の指定を受けていること。③整
備員は、車両はもとより修繕に関する経験や
知識を十分に蓄積し、修繕実績を有している
こと。④冬期間の除雪作業中の故障修理に対
し、緊急性・迅速性が要求されることから、
配備される出張所からおおよそ１時間程度の
場所に工場を有していること コマツ新潟

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5363
（株）日の出自動車
新潟県新潟市中興野７－
５３

除雪機械等修繕単価契約（その
４）

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年7月13日 13,204,420

本修繕契約は、長岡国道事務所が保有し長
岡・柏崎維持出張所に配備しているロータリ
除雪車（新潟製）、凍結防止剤散布車の定期
点検整備及び冬期稼働中の修繕を行うもので
ある。本修繕契約を履行するにあたり、次の
条件が必要である。①当該工場
が、自動車分解整備事業を営むために必要な
整備器具・整備員を保有し、道路運送車両法
による認証又は指定工場の指定を受けている
こと。②当該工場が、除雪機械整備のために
必要な技術情報や整備技術を確保するために
必要な、該当車両の製作メーカーの指定又は
協力工場（製作メーカー直営工場を含む）の
指定を受けていること。③整備員は、車両は
もとより修繕に関する経験や知識を十分に蓄
積し、修繕実績を有していること。④冬期間
の除雪作業中の故障修理に対し、緊急性・迅
速性が要求されることから、配備される出張
所からおおよそ１時間程度の場所に工場を有
していること。（株）日の出自動車は、道路
運送車両法による認証自動車整備事業の指定
を受けており、新潟トランシス（株）、範多
機械（株）の指定工場であり、昭和４９年よ
り同種機械の修繕実績を有し、修繕に関する
経験や知識を有する整備員を確保している。
併せて、工場が長岡維持出張所より３㎞であ
り、柏崎維持出張所より３７㎞の位置にある
が、近隣において他に上記条件を満たす業者
がない。よって、上記条件を満たし、本修繕
契約を履行出来る唯一の工場である、（株）
日の出自動車と随意契約を締結するものであ
る。(会計法第29条の3第4項及び予算決算及
び会計令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5364
（有）星野自動車工業
新潟県長岡市川崎町２１
６６－１

除雪機械等修繕単価契約（その
２）

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年7月13日 9,283,002

本修繕契約は、長岡国道事務所が保有し長
岡・柏崎維持出張所に配備しているロータリ
除雪車（日除製）、小形除雪機等の定期点検
整備及び冬期稼働中の修繕を行うものであ
る。本修繕契約を履行するにあたり、次の条
件が必要である。①当該工場が、自動車分解
整備事業を営むために必要な整備器具・整備
員を保有し、道路運送車両法による認証又は
指定工場の指定を受けていること。②当該工
場が、除雪機械整備のために必要な技術情報
や整備技術を確保するために必要な、該当車
両の製作メーカーの指定又は協力工場（製作
メーカー直営工場を含む）の指定を受けてい
ること。③整備員は、車両はもとより修繕に
関する経験や知識を十分に蓄積し、修繕実績
を有していること。④冬期間の除雪作業中の
故障修理に対し、緊急性・迅速性が要求され
ることから、配備される出張所からおおよそ
１時間程度の場所に工場を有していること

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5365

（社）新潟県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会
新潟市出来島１－５－５
５

登記業務委託（表示に関する登
記）

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年4月21日 6,580,375

　不動産登記にあたっては、支給する登記資
料の点検、公共嘱託業務に関する知識の集
積・能力等が必要であり、また、土地の二重
登記等を防止するためにも契約後、速やかに
登記手続きを適正、迅速に行うことが要求さ
れる。当協会は、土地家屋調査士法第63条の
規定に基づき、公共の利益となる事業を行う
者による不動産の表示に関する登記の嘱託ま
たは申請の適正かつ迅速な実施に寄与するこ
とを目的に設置された公益法人である。ま
た、当該業務の経験、知識、能力等を有し、
地域特性及び手続きを十分熟知し、膨大な登
記事務処理を速やかに対応できる法人であ
る。更に、事務所管内の所轄法務局の登記業
務を網羅しており、本業務を履行できる県内
唯一の者である。拠って、当協会と随意契約
を締結するものである。（会計法第29条の3
第4項、予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
単価契約

5366
（株）長岡計器
新潟県長岡市摂田屋町２
６５７－１

稼働記録装置等整備単価契約

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年11月9日 8,370,690

本契約は、長岡国道事務所が所有する「建設
機械稼働記録計及び運行記録計・建設機械稼
働情報処理機」（通称　除雪管理システム）
（以下「装置」という）の点検整備を行い、
故障による不足の事態を未然に防止し、装置
の正常な機能を維持することを目的とするも
のである。これらの装置は、北陸地方整備局
と矢崎総業（株）が共同開発したもので、シ
ステムも本装置専用のＩＣカード記録による
解析方式にソフト化されており、点検整備に
は専門知識と技術を有している製作メーカー
又は代理店でなければ対応は困難である。ま
た、本装置によって得られた除雪機械の稼働
時間は、除雪作業精算基礎データとなるた
め、故障時の対応は迅速性が必要である。
（株）長岡計器は、矢崎総業（株）の中越地
区唯一の代理店で、当該機器に対する整備と
修繕経験が豊富で、優れた整備技術者を有
し、故障時の原因究明と修繕の対応が迅速・
効率的にでき、整備の信頼性も高い。よっ
て、上記条件を満たす、本契約を履行出来る
唯一の会社である、（株）長岡計器と随意契
約を締結するものである。(会計法第29条の3
第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3
号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5367

（社）新潟県公共嘱託登
記司法書士協会
新潟県新潟市新光町５－
１

登記業務委託（権利に関する登
記）

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年4月21日 1,531,445

　不動産登記にあたっては、支給する登記資
料の点検、公共嘱託業務に関する知識の集
積・能力等が必要であり、また、土地の二重
登記等を防止するためにも契約後、速やかに
登記手続きを適正、迅速に行うことが要求さ
れる。当協会は、司法書士法第68条の規定に
基づき、公共の利益となる事業を行う者によ
る不動産の権利に関する登記の嘱託または申
請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目
的に設置された公益法人である。また、当該
業務の経験、知識、能力等を有し、地域特性
及び手続きを十分熟知し、膨大な登記事務処
理を速やかに対応できる法人である。更に、
事務所管内の所轄法務局の登記業務を網羅し
ており、本業務を履行できる県内唯一の者で
ある。拠って、当協会と随意契約を締結する
ものである。（会計法第29条の3第4項、予決
令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
単価契約

5368

コマツ新潟（株）中越支
店
新潟県南魚沼市寺尾中道
１３００

除雪機械等修繕単価契約（その１
１）

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年10月26日 15,425,603

本修繕契約は、長岡国道事務所が保有し湯沢
維持出張所に配備している除雪グレーダ（コ
マツ）等の定期点検整備及び冬期稼働中の修
繕を行うものである。本修繕契約を履行する
にあたり、次の条件が必要である。①当該工
場が、自動車分解整備事業を営むために必要
な整備器具・整備員を保有し、道路運送車両
法による認証又は指定工場の指定を受けてい
ること。②当該工場が、除雪機械整備のため
に必要な技術情報や整備技術を確保するため
に必要な、該当車両の製作メーカーの指定又
は協力工場（製作メーカー直営工場を含む）
の指定を受けていること。③整備員は、車両
はもとより修繕に関する経験や知識を十分に
蓄積し、修繕実績を有していること。④冬期
間の除雪作業中の故障修理に対し、緊急性・
迅速性が要求されることから、配備される出
張所からおおよそ１時間程度の場所に工場を
有していること。コマツ新潟（株）中越支店
は、道路運送車両法による認証自動車整備事
業の指定を受けており、小松製作所の指定工
場であり、昭和５３年（旧前田製作所時代・
平成１１年より現名称）より同種機械の修繕
実績を有し、修繕に関する経験や知識を有す
る整備員を確保している。併せて、工場が湯
沢維持出張所より２２㎞の位置にあるが、近
隣において他に上記条件を満たす業者がな
い。よって上記条件を満たし、本修繕契約を
履行出来る唯一の工場である、コマツ新潟
（株）中越支店と随意契約を締結するもので
ある。(会計法第29条の3第4項及び予算決算
及び会計令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5369
（株）新潟アドセンター
新潟県長岡市喜多町１１
０４－５

タウン誌広告掲載料

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年8月9日 1,285,200

本業務実施にあたっては、中越地域（長岡国
道事務所管内）を中心に広く情報を発信でき
るタウン誌の媒体を有していることが必要で
あるが、（株）新潟アドセンターより発行さ
れている「Ｖｉｔａｌｉｔｙ（新潟バイタリ
ティー）」は、中越地域を中心に発行されて
いる唯一のタウン誌であるため。(会計法第
29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102
条の4第3号)

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5370
セコム上信越（株）
新潟市新光町１番町１０

三条国道出張所外４箇所機械警備
業務委託

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年5月26日 1,924,020

本業務は、三条国道出張所（三条市）、長岡
維持出張所（長岡市）、柏崎維持出張所（柏
崎市）、湯沢維持出張所（湯沢町）、小出維
持出張所（魚沼市）における防犯及び火災異
常に対して、緊急対処及び警察または消防機
関への通報業務を行うものである。本業務を
遂行するに当たってのシステム及び機器は、
セコム上信越(株)が設置し、所有しているも
のであり、管理元である同社と契約すること
で、引き続き安価で業務の提供を受けること
ができる。また、当該業者は、迅速な警備体
制及び機器類の故障等に対応する管理体制を
確保しており、長年同種業務の履行実績が
あって、業務内容に精通し、信用・信頼性が
高い。よって、当該業者と随意契約を行うも
のである。(会計法第29条の3第4項及び予算
決算及び会計令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（２０年度より国庫債務

負担行為を計上）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5371

中日本キャタピラー三菱
建機販売（株）　新潟本
店　長岡支店
新潟県三島郡越路町大字
浦字中の坪５６７－１

除雪機械等修繕単価契約（その
５）

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年8月9日 9,649,016

本修繕契約は、長岡国道事務所が保有し長
岡・柏崎維持出張所に配備している除雪グ
レーダ（三菱製）等の定期点検整備及び冬期
稼働中の修繕を行うものである。本修繕契約
を履行するにあたり、次の条件が必要であ
る。①当該工場が、自動車分解整備事業を営
むために必要な整備器具・整備員を保有し、
道路運送車両法による認証又は指定工場の指
定を受けていること。②当該工場が、除雪機
械整備のために必要な技術情報や整備技術を
確保するために必要な、該当車両の製作メー
カーの指定又は協力工場（製作メーカー直営
工場を含む）の指定を受けていること。③整
備員は、車両はもとより修繕に関する経験や
知識を十分に蓄積し、修繕実績を有している
こと。④冬期間の除雪作業中の故障修理に対
し、緊急性・迅速性が要求されることから、
配備される出張所からおおよそ１時間程度の
場所に工場を有していること。中日本キャタ
ピラー三菱建機販売（株）新潟本店長岡支店
は、道路運送車両法による認証自動車整備事
業の指定を受けており、三菱重工の指定工場
であり、昭和４３年より同種機械の修繕実績
を有し、修繕に関する経験や知識を有する整
備員を確保している。併せて、工場が長岡維
持出張所より７㎞であり、柏崎維持出張所よ
り３８㎞の位置にあるが、近隣において他に
上記条件を満たす業者がない。よって、上記
条件を満たし、本修繕契約を履行出来る唯一
の工場である、中日本キャタピラー三菱建機
販売（株）新潟本店長岡支店と随意契約を締
結するものである。(会計法第29条の3第4項
及び予算決算及び会計令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5372
（株）テッコ横山
新潟県魚沼市小出島７４
番地

除雪機械等修繕単価契約（その
８）

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年8月24日 14,054,482

本修繕契約は、長岡国道事務所が保有し小出
維持出張所に配備している除雪グレーダ（コ
マツ）等の定期点検整備及び冬期稼働中の修
繕を行うものである。本修繕契約を履行する
にあたり、次の条件が必要である。①当該工
場が、自動車分解整備事業を営むために必要
な整備器具・整備員を保有し、道路運送車両
法による認証又は指定工場の指定を受けてい
ること。②当該工場が、除雪機械整備のため
に必要な技術情報や整備技術を確保するため
に必要な、該当車両の製作メーカーの指定又
は協力工場（製作メーカー直営工場を含む）
の指定を受けていること。③整備員は、車両
はもとより修繕に関する経験や知識を十分に
蓄積し、修繕実績を有していること。④冬期
間の除雪作業中の故障修理に対し、緊急性・
迅速性が要求されることから、配備される出
張所からおおよそ１時間程度の場所に工場を
有していること。（株）テッコ横山は道路運
送車両法による認証及び指定自動車整備事業
の指定を受けており、小松製作所の協力工場
であり、昭和５２年より同種機械の修繕実績
を有し、修繕に関する経験や知識を有する整
備員を確保している。併せて、工場が小出維
持出張所より０．１㎞の位置にあり、迅速な
対応が可能である。よって、上記条件を満た
し、本修繕契約を履行出来る唯一の工場であ
る、（株）テッコ横山と随意契約を締結する
ものである。(会計法第29条の3第4項及び予
算決算及び会計令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5373
日本郵政公社
長野市吉田３－６－１０

平成１７年後納郵便料

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年5月10日 1,686,916
料金後納付郵便のため(会計法第29条の3第4
項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5374
湯沢町長
新潟県南魚沼郡湯沢町大
字神立３００

水道料

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年4月21日 1,435,191
地区唯一の水道事業者のため(会計法第29条
の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5375

北陸瓦斯（株）　長岡支
社
新潟県長岡市西神田２－
１－２

ガス代

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年5月10日 1,809,695
地区唯一のガス事業者のため(会計法第29条
の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5376

（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ
東京都豊島区東池袋３－
１６－３アーバンネット
池袋ビル８Ｆ　ＮＴＴド
コモ東京料金事務Ｃ収納
事務担当

電話料

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年4月21日 9,588,446 長期継続契約のため(会計法第29条の3第4項) その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5377

東日本電信電話（株）
札幌市白石区本通８丁目
南１－３７　ＮＴＴ白石
本通ビル

電話料

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年4月21日 16,324,532 長期継続契約のため(会計法第29条の3第4項) その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5378
長岡市水道局長
新潟県長岡市水道町２－
７－２２

水道料

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年4月22日 2,442,443
地区唯一の水道事業者のため(会計法第29条
の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5379
魚沼市長
新潟県魚沼市小出島１３
０－１

ガス・水道料

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－430－
１

平成17年5月17日 1,580,306
地区唯一のガス・水道事業者のため(会計法
第29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5380

日本電子計算機（株）営
業本部長
東京都千代田区丸の内３
－４－１

ＬＡＮシステム基盤機器等一式賃
貸借契約

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－430－
１

平成17年5月31日 5,064,150

本契約は、汎用システム端末機及びLANシス
テム通信機器等の運用及び保守を含め、従来
から上記業者との契約により実施している。
当該年度も業務上、同システムの運用を継続
して行う必要があるため、相手方が現システ
ム構成で、要求する機能要件を満たす機器を
備えているのはもちろんのこと、機器の運用
及び保守の一体性を確保する必要から当該業
者との随意契約をするものである。(会計法
第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第
102条の4第3号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（２０年度より国庫債務

負担行為を計上）

5381
（株）ナガイ
新潟県長岡市新産２－７
－７

電子複写機１台賃貸借及び保守契
約

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－430－
１

平成17年5月31日 2,734,437

初年度において、賃貸借料金を積算、契約す
るにあたって、３年間の賃貸借期間を前提と
している(商慣習)。初年度一般競争入札を実
施、2年目以降随意契約を実施。(会計法第29
条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
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契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5382
（株）ナガイ
新潟県長岡市新産２－７
－７

電子複写機４台賃貸借及び保守契
約

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－430－
１

平成17年5月31日 1,892,343

初年度において、賃貸借料金を積算、契約す
るにあたって、３年間の賃貸借期間を前提と
している(商慣習)。初年度一般競争入札を実
施、2年目以降随意契約を実施。(会計法第29
条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5383
（株）ナガイ
新潟県長岡市新産２－７
－７

電子複写機５台賃貸借及び保守・
消耗品の供給契約

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－430－
１

平成17年5月31日 5,353,740

初年度において、賃貸借料金を積算、契約す
るにあたって、３年間の賃貸借期間を前提と
している(商慣習)。初年度一般競争入札を実
施、2年目以降随意契約を実施。(会計法第29
条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5384
（株）ビーアイテック
新潟県新潟市米山４丁目
１番２８号

外部情報収集端末一式賃貸借契約

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－430－
１

平成17年5月31日 1,417,500

本契約の対象となる端末装置は、平成１５年
２月１日から平成１８年１月３１日までの３
年間賃貸借契約した場合の価格を持って、平
成１５年１月２７日に上記業者と賃貸借契約
を締結しているため。(会計法第29条の3第4
項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号)

見直しの余地があり

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）（１
９年度より国庫債務負担

行為で計上）

5385
（株）イシフォー
新潟市東明７－３－３

路線バス位置情報システム１式賃
貸借契約

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－430－
１

平成17年5月31日 1,253,700

本契約は、路線バス位置情報システム通信機
器等の賃貸借及び保守を含め、従来から当該
業者との契約を実施している。業務上、同シ
ステムの運用を継続して行う必要があるた
め、相手方が現システム構成で、要求する機
能要件を備えているのはもちろんのこと、機
器の運用及び保守の一体性を確保する必要が
あるため。（会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5386
北越リース（株）
長岡市今朝白１丁目９番
２０号

複写機１台賃貸借契約

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年5月31日 2,198,700

初年度において、賃貸借料金を積算、契約す
るにあたって、３年間の賃貸借期間を前提と
している(商慣習)。初年度一般競争入札を実
施、2年目以降随意契約を実施。(会計法第29
条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5387

住信・松下フィナンシャ
ルサービス（株）関東支
店　新潟事務所
新潟県新潟市東大通２丁
目４番１号

道路パトロール支援システムハー
ドウェア賃貸借契約

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年7月14日 2,875,950

本契約の対象となる道路パトロール支援シス
テム（ハードウェア）は、平成１６年９月１
日から平成１９年８月３１日までの３年間賃
貸借契約した場合の価格を持って、平成１６
年８月３１日に上記業者と賃貸借契約を締結
しており、今年度も継続して貸借するため。
(会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会
計令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所
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5388

（株）ＮＴＴ東日本－新
潟
新潟県新潟市東堀通七番
町１０１７－１

地域道路情報提供システム一式賃
貸借契約

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年6月2日 1,799,784

本契約の対象となる地域道路情報提供システ
ムは、平成１７年２月１日から平成２０年１
月３１日までの３年間賃貸借契約した場合の
価格を持って、平成１６年１２月１５日に上
記業者と賃貸借契約を締結しており、今年度
も継続して貸借するため。(会計法第29条の3
第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3
号)

見直しの余地があり

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）（１
９年度より国庫債務負担

行為で計上）

5389

（株）建設技術研究所
北陸支社
新潟県新潟市万代４－４
－２７　新潟テレコムビ
ル

管内猛禽類調査業務委託

山口　真司
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
湯沢砂防事務所長
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神
立２３

平成17年4月26日 42,315,000

砂防事業の進め方を検討するにあたっては、
イヌワシ等の生息状況の経年把握を行い、過
去に行われた調査結果と比較して分析する必
要があり、当該地域のイヌワシの個体に精通
するなどイヌワシ等の生態に詳しく、過去の
調査結果を充分熟知している必要がある。ま
た、生息状況等の調査に際しては、現地の猛
禽類の生態及び調査手法に精通しているとと
もに、対外的な調整などにも十分配慮して業
務を進める必要がある。上記業者は平成９年
度に実施した「水と緑の渓流づくり調査業務
委託」の中の「水無川猛禽類調査」及び平成
１０～１６年度に実施した「管内猛禽類調査
業務委託」の業務実績を有し、平成１２年度
には局長表彰を受けるなどの高い評価を受け
ており、前述の条件を満たす唯一の業者であ
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく

は企画競争に移行）

5390

砂防エンジニアリング
（株）
埼玉県川越市脇田町３２
－３

管内微地形情報システム整備業務
委託

山口　真司
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
湯沢砂防事務所長
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神
立２３

平成17年11月15日 14,647,500

本業務の遂行にあたっては、平成１６年度までに
作成した微地形分類図と同一の基準によって微
地形判読を実施し、微地形分類図を更新する必
要がある。また、更新した微地形分布図に基づ
いた微地形分析を行い、流域荒廃特性からの土
砂移動予測を実施するための高度な技術と豊富
な経験を有している必要がある。砂防エンジニア
リング株式会社は平成１０年度から平成１６年度
まで当事務所における微地形調査業務の実績を
有し、平成１６年度までに作成した微地形分類図
との同一の基準によって微地形判読を実施する
ことが可能である。また、全国の直轄砂防事務
所において微地形分布図の作成等の微地形調
査を実施するなど、高度な技術と豊富な経験を
有している。特に、当事務所においては、「平成１
５年度管内微地形情報システム整備業務委託」
で事務所長表彰を受けるなどの高い評価を受け
ており、優秀な業務実績を残している。以上のこ
とから、砂防エンジニアリング株式会社は、本業
務を的確かつ円滑に遂行できる唯一の機関であ
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの
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5391

特定非営利活動法人　砂
防広報センター　理事長
保科幸二
東京都千代田区五番町１
２番地五番町Ｋビル

湯沢砂防事務所防災啓発活動支援
業務委託

山口　真司
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
湯沢砂防事務所長
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神
立２３

平成17年5月31日 85,050,000

本業務の実施にあたっては、当事務所の業務内
容並びに管内の状況及び特性を踏まえた上で、
対話型行政の一環としての防災に関する普及・
啓発活動の企画運営を行うことから、以下の能
力が不可欠である。①砂防行政について精通し
ていること②土砂災害の実態や土砂災害防止に
関する知識等の普及・啓発活動について豊富な
ノウハウを有していること③行政補助として公平
性、中立性を有していること.特定非営利活動法
人砂防広報センターは、定款上、日本各地で頻
発している土石流などを原因とする自然災害に
関し、行政の土砂災害担当部局あるいは関係す
る団体と密接な連携を図りつつ、危険地域に住
む人々及び一般国民に対して、災害の実態、災
害防止に関する知識についての啓発・普及活動
等を通じ、人命と財産の保全及び地域の安全の
確保並びに環境の保全に貢献することを目的と
して設立された法人である。また、上記法人は、
行政の土砂災害担当部局あるいは関係する団
体と密接な連携を図りつつ災害の実態、災害防
止に関する知識についての啓発・普及活動を全
国的に実施している（土砂災害防止推進の集い
全国大会をはじめとする式典・フォーラム・シンポ
ジウムなどの協賛もしくは共催又は支援、砂防に
関する博物館・資料館の全国ネットワーク網を形
成・管理、砂防に関する情報誌「月間メディア砂
防」の編集・発行等）。特に、土砂災害防止に関
しては、小・中学生及び一般住民を対象に全国
各地で開催される研修会、見学会、講演会、総
合学習などを支援するとともに、当事務所におい
ては、公開講座「魚沼自然塾」のスタート当初か
ら企画運営業務を担当し、本取り組みが平成１２
年に旧建設省の対話型行政推進賞を受賞する
など、優れた実績を有している。さらに、特定非
営利活動法人であることから、公平性・中立性を
確保しつつ、本業務を遂行することができる。
以上のことから、特定非営利活動法人砂防広報
センターは、本業務を的確かつ円滑に遂行する
ことのできる唯一の機関であるため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地があり
企画競争を実施（１９年

度より）

5392

アジア航測（株）新潟営
業所
新潟県新潟市東大通２丁
目３番２８号

平成１７年５月芋川流域周辺等高
線図等作成

山口　真司
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
湯沢砂防事務所長
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神
立２３

平成18年1月26日 10,290,000

本作業は、融雪直後の平成１７年５月１１日に計
測された芋川流域周辺の航空レーザーデータ及
びカラーデジタルカメラ画像を基に、等高線図及
びオルソ画像を作成し、融雪出水による河床上
昇などの状況の把握を行う等の芋川流域での砂
防計画等の検討に反映させるものである。上記
業者は、平成１７年５月１１日に計測された芋川
流域周辺の航空レーザーデータ及びカラーデジ
タルカメラ画像を所有しており、芋川流域での砂
防計画等の検討に用いる基礎資料となる縮尺
1/1,000程度の等高線図及びオルソ画像の作成
が可能な唯一の会社である。以上のことから、ア
ジア航測株式会社と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく

は企画競争に移行）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5393
（株）エフエム雪国
南魚沼市六日町１０６－
１

湯沢砂防ラジオ広報業務委託

山口　真司
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
湯沢砂防事務所長
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神
立２３

平成17年8月11日 20,170,500

本業務は、砂防事業や防災に対する地域住民
の意識がより一層高まるよう、湯沢砂防事務所
が企画運営する「魚沼自然塾」や「総合学習」等
の防災啓発活動の実施状況等を、湯沢砂防事
務所管内の南魚沼地域を中心としてラジオ放送
するものである。本業務の遂行にあたっては、当
事務所の事業内容及び防災啓発活動、特に「魚
沼自然塾」や「総合学習」等について熟知してい
るとともに、「総合学習」に関する取材について
は、魚沼自然塾や総合学習の舞台となる現地の
状況に熟知し、事前に学校や講師ときめ細やか
な連絡調整を図り、効果的に業務を実施する必
要がある。また、南魚沼地域を可聴エリアとして
放送を行うための免許及び設備を有している必
要がある。株式会社エフエム雪国は、当事務所
が実施する「魚沼自然塾」や「総合学習」等の防
災啓発活動をラジオ放送する業務（「湯沢砂防ラ
ジオ広報業務委託」等）を平成１３年度から実施
しており、当事務所の事業内容及び防災啓発活
動をふまえた上で、昨年度も適切に業務を遂行
している。また、南魚沼地域を可聴エリアとする
唯一の地域コミュニティー放送局であり、南魚沼
地域の小学校などの教育現場の取材実績が豊
富で、総合学習の舞台となる現地の状況にも熟
知している。以上のことから、株式会社エフエム
雪国は、本業務を的確かつ円滑に遂行すること
のできる唯一の機関であるため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5394

（社）新潟県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会
新潟市出来島１－５－５
５

不動産登記（表示）に関する（新
潟県内）嘱託登記

山口　真司
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
湯沢砂防事務所長
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神
立２３

平成17年4月25日 5,403,740

　不動産登記にあたっては、支給する登記資
料の点検、公共嘱託業務に関する知識の集
積・能力等が必要であり、また、土地の二重
登記等を防止するためにも契約後、速やかに
登記手続きを適正、迅速に行うことが要求さ
れる。当協会は、土地家屋調査士法第63条の
規定に基づき、公共の利益となる事業を行う
者による不動産の表示に関する登記の嘱託ま
たは申請の適正かつ迅速な実施に寄与するこ
とを目的に設置された公益法人である。ま
た、当該業務の経験、知識、能力等を有し、
地域特性及び手続きを十分熟知し、膨大な登
記事務処理を速やかに対応できる法人であ
る。更に、事務所管内の所轄法務局の登記業
務を網羅しており、本業務を履行できる県内
唯一の者である。拠って、当協会と随意契約
を締結するものである。（会計法第29条の3
第4項、予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5395
北陸建設サービス（株）
富山県富山市経堂３－２
１６－２

清掃等業務委託

山口　真司
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
湯沢砂防事務所長
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神
立２３

平成17年4月1日 14,332,941

当該業務の需要に対応できる体制が確立され
ており、また衛生上の問題もあるため業務内
容に精通し、かつ信頼性の高いものを選定す
る必要がある。また、当該地域は観光地のた
め、年間を通して安定した人員の確保が困難
であり対応する業者が他にいないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5396

（社）新潟県公共嘱託登
記司法書士協会
新潟県新潟市新光町５－
１

不動産登記（権利）に関する（新
潟県内）嘱託登記

山口　真司
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
湯沢砂防事務所長
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神
立２３

平成17年4月25日 4,452,395

　不動産登記にあたっては、支給する登記資
料の点検、公共嘱託業務に関する知識の集
積・能力等が必要であり、また、土地の二重
登記等を防止するためにも契約後、速やかに
登記手続きを適正、迅速に行うことが要求さ
れる。当協会は、司法書士法第68条の規定に
基づき、公共の利益となる事業を行う者によ
る不動産の権利に関する登記の嘱託または申
請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目
的に設置された公益法人である。また、当該
業務の経験、知識、能力等を有し、地域特性
及び手続きを十分熟知し、膨大な登記事務処
理を速やかに対応できる法人である。更に、
事務所管内の所轄法務局の登記業務を網羅し
ており、本業務を履行できる県内唯一の者で
ある。拠って、当協会と随意契約を締結する
ものである。（会計法第29条の3第4項、予決
令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
単価契約

5397

東日本高速道路（株）新
潟支社
新潟県新潟市山田２３１
０－１

高速道路通行料

山口　真司
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
湯沢砂防事務所長
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神
立２３

平成17年5月19日 2,526,407
高速道路通行料金のため(会計法第29条の3第
4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5398

（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ
東京都豊島区東池袋３－
１６－３アーバンネット
池袋ビル８Ｆ　ＮＴＴド
コモ東京料金事務Ｃ収納
事務担当

移動電話料

山口　真司
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
湯沢砂防事務所長
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神
立２３

平成17年4月25日 2,158,623
長期継続契約のため（会計法第29条の3第4
項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5399

東日本電信電話（株）
札幌市白石区本通８丁目
南１－３７　ＮＴＴ白石
本通ビル

電話専用料

山口　真司
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
湯沢砂防事務所長
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神
立２３

平成17年4月25日 2,397,024
長期継続契約のため（会計法第29条の3第4
項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5400

東日本電信電話（株）
札幌市白石区本通８丁目
南１－３７　ＮＴＴ白石
本通ビル

電話料

山口　真司
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
湯沢砂防事務所長
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神
立２３

平成17年4月14日 2,353,391
長期継続契約のため（会計法第29条の3第4
項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5401

（株）ナカノアイシステ
ム　六日町支店
南魚沼郡六日町大字六日
町４５７－１

「平成１６年１０月２３日発生新
潟県中越大震災」被災地域航空写
真等購入（画像データ５３枚、航
空写真１２１枚）

山口　真司
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
湯沢砂防事務所長
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神
立２３

平成17年4月21日 4,440,450

本件は、新潟県中越大震災で被災を受けた地域
の震災直後の航空写真であり、がけ崩れ及び地
すべり等の土砂災害状況を視覚的に確認するこ
とができるものである。被災地域は、公図不存在
地域であり図面上での確認が困難であることか
ら、これらの航空写真を利用しながら所有者確認
並びに境界確認等の用地調査を実施しなければ
ならない。株式会社ナカノアイシステムは、唯一、
用地調査で必要となる被災地域の垂直写真を撮
影している。また、１/５００・１/１０００等、多種の
縮尺写真並びに写真の画像データーを持ってお
り、用地調査を実施していく上で柔軟に対応でき
るメリットがある。以上のことから、株式会社ナカ
ノアイシステムと随意契約を締結するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5402

（株）ナカノアイシステ
ム　六日町支店
南魚沼郡六日町大字六日
町４５７－１

新潟県中越大震災被災地域航空写
真等購入（航空写真３１枚）

山口　真司
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
湯沢砂防事務所長
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神
立２３

平成18年2月17日 1,594,950

本件は、新潟県中越大震災で被災を受けた地域
の震災直後の航空写真であり、がけ崩れ及び地
すべり等の土砂災害状況を視覚的に確認するこ
とができるものである。被災地域は、公図不存在
地域であり図面上での確認が困難であることか
ら、これらの航空写真を利用しながら所有者確認
並びに境界確認等の用地調査を実施しなければ
ならない。今回、寺野地区において工事に必要
な用地幅が変更になったことに伴う用地測量、新
潟県からの受託工事箇所である「下之沢地区地
すべり対策事業」の用地測量を実施する必要性
が生じた。株式会社ナカノアイシステムは、唯
一、用地調査で必要となる被災地域の垂直写真
を撮影している。また、１/５００・１/１０００等、多
種の縮尺写真並びに写真の画像データーを持っ
ており、用地調査を実施していく上で柔軟に対応
できるメリットがある。以上のことから、株式会社
ナカノアイシステムと随意契約を締結するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5403

（株）滝沢印刷　六日町
店
新潟県南魚沼市川窪１１
８６－３

机（両袖）２個外９点購入（机９
個、いす７個、収納庫９個）

山口　真司
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
湯沢砂防事務所長
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神
立２３

平成18年3月9日 1,257,900
少額随契（会計法第２９条の３第５項、予決
令第９９条第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5404

日本電子計算機（株）営
業本部長
東京都千代田区丸の内３
－４－１

湯沢砂防ＬＡＮシステム基盤機器
等一式賃貸借契約

山口　真司
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
湯沢砂防事務所長
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神
立２３

平成17年4月1日 1,713,600

標記賃貸借は、汎用システム端末機及びＬＡ
Ｎシステム通信機器等の運用及び保守を含
め、従来から上記業者との契約により実施し
ている。今年度も業務上、同システムを継続
して運用を行う必要があるが、現システム構
成で、要求する機能要件を満たしているこ
と、さらに、機器の運用及び保守の一体性を
確保する必要から上記業者との随意契約をす
るものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（２０年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5405

日本電子計算機（株）営
業本部長
東京都千代田区丸の内３
－４－１

湯沢砂防ＬＡＮシステム基盤機器
等一式賃貸借契約

山口　真司
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
湯沢砂防事務所長
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神
立２３

平成17年7月29日 1,350,300

標記賃貸借は、汎用システム端末機及びＬＡ
Ｎシステム通信機器等の運用及び保守を含
め、従来から上記業者との契約により実施し
ている。今年度も業務上、同システムを継続
して運用を行う必要があるが、現システム構
成で、要求する機能要件を満たしているこ
と、さらに、機器の運用及び保守の一体性を
確保する必要から上記業者との随意契約をす
るものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（２０年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5406

富士ゼロックス新潟
（株）
新潟県新潟市東大通１－
２－２３

電子複写機（２台）賃貸借及び保
守契約

山口　真司
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
湯沢砂防事務所長
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神
立２３

平成17年4月1日 4,799,253

初年度において、賃貸借料金を積算、契約す
るにあたって、３年間の賃貸借期間を前提と
している(商慣習)。初年度一般競争入札を実
施、2年目以降随意契約を実施。(会計法第29
条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5407
新潟リコー（株）
新潟県新潟市下木戸１－
１８－３０

電子複写機（４台）賃貸借及び保
守契約

山口　真司
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
湯沢砂防事務所長
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神
立２３

平成17年4月1日 1,587,552

初年度において、賃貸借料金を積算、契約す
るにあたって、３年間の賃貸借期間を前提と
している(商慣習)。初年度一般競争入札を実
施、2年目以降随意契約を実施。(会計法第29
条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（２１年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5408
（株）渡辺組
新潟県岩船郡関川村大字
上関６３９

大石ダム管理用道路等除雪作業単
価契約

大石　清
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
羽越河川国道事務所長
新潟県岩船郡荒川町大字藤沢
字前坪２７－１

平成17年12月6日 6,173,911

大石ダムに接続する県道の除雪を実施してい
ることから、現地の降雪状況をいち早く把握
でき、迅速な除雪の対応が可能である。（会
計法２９条の３第４項、予決令１０２条の４
第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく

は企画競争に移行）
単価契約

5409
（株）エマキ
福島県会津若松市追手町
５－３６

羽越管内画像表示システム作成作
業

大石　清
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
羽越河川国道事務所長
新潟県岩船郡荒川町大字藤沢
字前坪２７－１

平成17年7月21日 7,350,000

技術特許を有し、航空静止画作成技術として
ＮＥＴＩＳ登録されており特殊な技術、機
器、設備システムをひつようとする業務であ
る。（会計法２９条の３、予決令１０２条の
４第３号）

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
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点検の結果 講ずる措置 備考

5410
（株）富士波出版社
新潟県新潟市学校町通２
－５９８

事務所管内図修正、印刷

大石　清
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
羽越河川国道事務所長
新潟県岩船郡荒川町大字藤沢
字前坪２７－１

平成17年6月1日 1,260,000
オリジナル地図の著作権・版権を有している
唯一の業者であるため（会計法29条の3第4
号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく

は企画競争に移行）

5411

富士電機システムズ
（株）新潟支店
新潟県新潟市新光町１６
－４

水質安全モニタ保守点検作業

大石　清
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
羽越河川国道事務所長
新潟県岩船郡荒川町大字藤沢
字前坪２７－１

平成17年4月1日 4,200,000

水文観測機器類の中でも特殊な機器で、旧土
木研究所と共同開発したシステムで運用して
いるため、その点検には各種センサの調整及
び薬液の調整などの技術を用い、機器を製造
したもののみがその技術を有している。（会
計法29条の3第4項予決令102条の４第3号）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5412
北陸建設サービス（株）
富山県富山市経堂３－２
１６－２

清掃等業務委託

大石　清
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
羽越河川国道事務所長
新潟県岩船郡荒川町大字藤沢
字前坪２７－１

平成17年4月1日 19,255,064

山間僻地による地域性・気象条件により、年
間を通じて作業員を確保でき、業務の需要に
対応できる体制が確立されている唯一の業者
であるため（29条の3第4号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5413

（社）新潟県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会
新潟市出来島１－５－５
５

公共嘱託登記（土地家屋調査士）
業務

大石　清
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
羽越河川国道事務所長
新潟県岩船郡荒川町大字藤沢
字前坪２７－１

平成17年4月25日 1,811,609

　不動産登記にあたっては、支給する登記資
料の点検、公共嘱託業務に関する知識の集
積・能力等が必要であり、また、土地の二重
登記等を防止するためにも契約後、速やかに
登記手続きを適正、迅速に行うことが要求さ
れる。当協会は、土地家屋調査士法第63条の
規定に基づき、公共の利益となる事業を行う
者による不動産の表示に関する登記の嘱託ま
たは申請の適正かつ迅速な実施に寄与するこ
とを目的に設置された公益法人である。ま
た、当該業務の経験、知識、能力等を有し、
地域特性及び手続きを十分熟知し、膨大な登
記事務処理を速やかに対応できる法人であ
る。更に、事務所管内の所轄法務局の登記業
務を網羅しており、本業務を履行できる県内
唯一の者である。拠って、当協会と随意契約
を締結するものである。（会計法第29条の3
第4項、予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
単価契約

5414
新潟リコー（株）
新潟県新潟市下木戸１－
１８－３０

電子複写機賃貸借及び保守単価契
約

大石　清
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
羽越河川国道事務所長
新潟県岩船郡荒川町大字藤沢
字前坪２７－１

平成17年4月1日 1,864,882

初年度において、賃貸借料金を積算、契約す
るにあたって、３年間の賃貸借期間を前提と
している(商慣習)。初年度一般競争入札を実
施、2年目以降随意契約を実施。(会計法第29
条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約
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5415
荒川水力電気（株）
仙台市青葉区本町１－７
－１

電気料

大石　清
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
羽越河川国道事務所長
新潟県岩船郡荒川町大字藤沢
字前坪２７－１

平成17年4月1日 2,295,180
ダム施設に必要な電力であり、供給可能な唯
一の業者であるため（会計法第29条の３第４
項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5416

（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ
東京都豊島区東池袋３－
１６－３アーバンネット
池袋ビル８Ｆ　ＮＴＴド
コモ東京料金事務Ｃ収納
事務担当

携帯電話料

大石　清
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
羽越河川国道事務所長
新潟県岩船郡荒川町大字藤沢
字前坪２７－１

平成17年4月1日 2,624,861
長期継続契約のため（会計法第29条の3第4
項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5417

東日本電信電話（株）
札幌市白石区本通８丁目
南１－３７　ＮＴＴ白石
本通ビル

電話料

大石　清
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
羽越河川国道事務所長
新潟県岩船郡荒川町大字藤沢
字前坪２７－１

平成17年4月1日 1,896,687
長期継続契約のため（会計法第29条の3第４
項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5418
（株）新野商店
新潟県新発田市御幸町１
－３－１４

揮発油等単価契約（その１）

大石　清
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
羽越河川国道事務所長
新潟県岩船郡荒川町大字藤沢
字前坪２７－１

平成17年10月1日 1,383,975
少額随契（29条の3第5項、予決令99条第3
号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
単価契約

5419

日本電子計算機（株）営
業本部長
東京都千代田区丸の内３
－４－１

ＬＡＮシステム基盤機器賃貸借

大石　清
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
羽越河川国道事務所長
新潟県岩船郡荒川町大字藤沢
字前坪２７－１

平成17年4月1日 3,638,250
業務上、継続してシステムを運用する必要が
あり、保守を含めて一体性を確保する必要が
あるため（29条の3第4号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（２０年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5420
（有）皆徳村上営業所
新潟県村上市緑町２丁目
１－１２

カラー複写機賃貸借保守及び消耗
品供給

大石　清
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
羽越河川国道事務所長
新潟県岩船郡荒川町大字藤沢
字前坪２７－１

平成17年4月1日 2,184,303

初年度において、賃貸借料金を積算、契約す
るにあたって、３年間の賃貸借期間を前提と
している(商慣習)。初年度一般競争入札を実
施、2年目以降随意契約を実施。(会計法第29
条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5421
（株）東芝　新潟支店
新潟県新潟市東大通１－
４－２

糸魚川損傷復旧その１工事

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年8月31日 7,350,000
損傷部分の交換部品は、既設CCTV施設の製造
者以外には製造できないため。（会計法第29
条の3第4項、予決令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
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5422
（株）笠原建設
新潟県西頚城郡能生町大
字能生１１５５－６

能生・糸魚川工区除雪作業

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年10月7日 53,507,680

当該工区の除雪作業において、実績と豊富な
経験を有し、また現場状況を熟知し必要な体
制確保と能力があるため。（会計法第29条の
3第4項、予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5423
（株）上越商会
新潟県上越市大字土橋１
０１２

上越・藤沢工区（春先）除雪作業

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年4月1日 1,634,858

当該工区の除雪作業において、実績と豊富な
経験を有し、また現場状況を熟知し必要な体
制確保と能力があるため。（会計法第29条の
3第4項、予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5424
（株）上越商会
新潟県上越市大字土橋１
０１２

上越・藤沢工区除雪作業

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年10月7日 127,328,806

当該工区の除雪作業において、実績と豊富な
経験を有し、また現場状況を熟知し必要な体
制確保と能力があるため。（会計法第29条の
3第4項、予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5425
西田建設　（株）
新潟県中頚城郡大潟町大
字土底浜１６９０－１

大潟工区除雪作業

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年10月7日 27,576,437

当該工区の除雪作業において、実績と豊富な
経験を有し、また現場状況を熟知し必要な体
制確保と能力があるため。（会計法第29条の
3第4項、予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5426
ハイウェイ・リバーメン
テナンス（株）
石川県金沢市松島町１７

妙高工区（春先）除雪作業

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年4月1日 2,019,750

当該工区の除雪作業において、実績と豊富な
経験を有し、また現場状況を熟知し必要な体
制確保と能力があるため。（会計法第29条の
3第4項、予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5427
ハイウェイ・リバーメン
テナンス（株）
石川県金沢市松島町１７

妙高工区除雪作業

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年10月7日 137,928,225

当該工区の除雪作業において、実績と豊富な
経験を有し、また現場状況を熟知し必要な体
制確保と能力があるため。（会計法第29条の
3第4項、予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5428

新構造技術（株）　　北
陸支店
新潟県新潟市本町通７番
町１１５３

青海跨線橋調査業務委託

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年7月11日 10,710,000

本調査は、別途施工の補修工事により設置さ
れる足場工を利用し、調査を行うもので、平
成１６年度より２カ年計画で実施している業
務である。新構造技術(株)は、平成１６年度
より本業務の全体計画を立案し、橋台周辺の
調査、応力測定を実施しており、本調査業務
の内容を熟知しているとともに、複数年に渡
る調査、評価の一体性の確保が可能であるた
め（会計法第29条の3第4項、予決令102条の4
第3号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5429

ジェイア－ル東日本コン
サルタンツ（株）上信越
支店　新潟営業所
新潟県新潟市花園１丁目
１番１号

直海浜跨線橋健全度調査業務委託

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年12月1日 9,870,000

本業務は鉄道敷地内の作業となるため、東日
本旅客鉄道（株）と協議を行った結果、調査
は「鉄道調査等に精通した会社」及び線路閉
鎖を実施可能な会社が実施することとされ、
ジェイアール東日本コンサルタンツ（株）
は、東日本旅客鉄道（株）の調査に精通した
会社であると共に、唯一線路閉鎖が実施可能
なコンサルタントであるため。（会計法第29
条の3第4項、予決令102条の4第3号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5430

（財）上越環境科学セン
ター
新潟県上越市大字下門前
２３１－２

高田河川国道事務所アスベスト調
査業務

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年10月6日 1,209,600
「石綿障害予防規則」の施行により緊急かつ
技術水準の適合が求められたため（会計法第
29条の3第4項、予決令102条の4第3号）

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5431
（株）富士波出版社
新潟県新潟市学校町通２
－５９８

平成１７年度高田河川国道事務所
事業概要作成

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年6月16日 3,465,000

昨年度の事業概要の一部を修正するものであ
り、当該業者は、昨年度も事業概要を作成し
ている。版下原図を所有しているため、一部
修正であれば、費用の大幅な縮減と速やかな
作成が可能であるため（会計法第29条の3第4
項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１９年度より）

5432

上越ケーブルビジョン
（株）
上越市西城町２－１０－
２５

高田かわこく広報用情報提供（テ
レビ）業務

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年4月7日 3,756,375

上越地域を対象に災害情報や事務所の啓発活
動の推進のため実施するものであり、管内に
生活密着型の事業展開するテレビ局が存在し
ないため（会計法第29条の3第4項、予決令第
102条の4第3号）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5433
富士電機システムズ
（株）新潟支店
新潟市新光町１６－４

水質安全モニター保守点検作業

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年4月1日 3,045,000

水質安全モニターは国交省と富士電機システ
ムズ(株)が共同研究し実用化した特殊な機器
で、同社以外に保守点検ができないため（会
計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3
号）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5434
エフエム上越（株）
新潟県上越市本町３－２
－２６

高田かわこく広報（ラジオ）業務

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年4月7日 1,820,700

様々情報をわかりやすく、地域住民に伝える
ため、ＦＭコミュニティー放送を活用する広
報業務であり、当該業者は、管内唯一のラジ
オ放送局であるため（会計法第29条の3第4
項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5435
藤島無線工業（株）
新潟県長岡市西新町２丁
目８番６号

バスロケソフト改造作業

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成18年2月7日 31,500,000

既存プログラムは藤島無線工業(株)が設計し
ており、唯一ソフト改造が可能（著作権所
有）。（会計法第29条の3第4項、予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5436
糸魚川重機工業（株）
新潟県糸魚川市大字寺島
３－１－１

自動車等修繕単価契約（その８）

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年5月10日 1,977,617

上越地域における製作メーカーの唯一の指定
または協力工場として、構造・機能を熟知
し、実績と豊富な経験、整備体制が充分で迅
速な対応が可能なため（会計法第29条の3第4
項、予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
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契約を締結した日
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（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5437
（株）高田モータース
新潟県上越市西城町１－
１２－３３

自動車等修繕単価契約（その１
２）

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年5月10日 6,257,109

上越地域における製作メーカーの唯一の指定
または協力工場として、構造・機能を熟知
し、実績と豊富な経験、整備体制が充分で迅
速な対応が可能なため（会計法第29条の3第4
項、予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5438

コマツ新潟（株）上越支
店
新潟県上越市大字下荒浜
１３３

自動車等修繕単価契約（その９）

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年5月10日 9,657,820

上越地域における製作メーカーの唯一の指定
または協力工場として、構造・機能を熟知
し、実績と豊富な経験、整備体制が充分で迅
速な対応が可能なため（会計法第29条の3第4
項、予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5439
アイエムタクシー（株）
新潟県上越市大和６－３
－１６

乗用車使用単価契約

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年4月1日 1,426,820
当該地を営業エリアとして多数の車両を保
有、利便性の確保（会計法第29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
単価契約

5440
（株）上越商会
新潟県上越市大字土橋１
０１２

自動車等修繕単価契約（その５）

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年5月10日 10,867,217

上越地域における製作メーカーの唯一の指定
または協力工場として、構造・機能を熟知
し、実績と豊富な経験、整備体制が充分で迅
速な対応が可能なため（会計法第29条の3第4
項、予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5441
北陸自動車（株）
新潟県糸魚川市寺島３－
１－８

自動車等修繕単価契約（その６）

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年5月10日 6,506,207

上越地域における製作メーカーの唯一の指定
または協力工場として、構造・機能を熟知
し、実績と豊富な経験、整備体制が充分で迅
速な対応が可能なため（会計法第29条の3第4
項、予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5442

中日本キャタピラー三菱
建機販売（株）北陸東本
店　上越支店
新潟県上越市大字塩屋新
田字下之曲り１４１番地

自動車等修繕単価契約（その１
０）

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年5月10日 7,820,758

上越地域における製作メーカーの唯一の指定
または協力工場として、構造・機能を熟知
し、実績と豊富な経験、整備体制が充分で迅
速な対応が可能なため（会計法第29条の3第4
項、予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5443

（社）新潟県公共嘱託登
記司法書士協会
新潟県新潟市新光町５－
１

登記業務委託（権利）

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年5月23日 1,491,159

　不動産登記にあたっては、支給する登記資
料の点検、公共嘱託業務に関する知識の集
積・能力等が必要であり、また、土地の二重
登記等を防止するためにも契約後、速やかに
登記手続きを適正、迅速に行うことが要求さ
れる。当協会は、司法書士法第68条の規定に
基づき、公共の利益となる事業を行う者によ
る不動産の権利に関する登記の嘱託または申
請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目
的に設置された公益法人である。また、当該
業務の経験、知識、能力等を有し、地域特性
及び手続きを十分熟知し、膨大な登記事務処
理を速やかに対応できる法人である。更に、
事務所管内の所轄法務局の登記業務を網羅し
ており、本業務を履行できる県内唯一の者で
ある。拠って、当協会と随意契約を締結する
ものである。（会計法第29条の3第4項、予決
令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
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びにその所属する部局
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（円）
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（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5444
セコム上信越（株）
新潟県新潟市新光町１－
１０

高田出張所外３箇所機械警備業務
委託

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年4月1日 1,842,372

当所の業務内容や立地条件的な特性に対応し
うる条件を備えた唯一の業者であるため（会
計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3
号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（２０年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5445

（社）新潟県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会
新潟県新潟市出来島１丁
目５番５５号

登記業務委託（表示）

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年5月23日 5,874,319

　不動産登記にあたっては、支給する登記資
料の点検、公共嘱託業務に関する知識の集
積・能力等が必要であり、また、土地の二重
登記等を防止するためにも契約後、速やかに
登記手続きを適正、迅速に行うことが要求さ
れる。当協会は、土地家屋調査士法第63条の
規定に基づき、公共の利益となる事業を行う
者による不動産の表示に関する登記の嘱託ま
たは申請の適正かつ迅速な実施に寄与するこ
とを目的に設置された公益法人である。ま
た、当該業務の経験、知識、能力等を有し、
地域特性及び手続きを十分熟知し、膨大な登
記事務処理を速やかに対応できる法人であ
る。更に、事務所管内の所轄法務局の登記業
務を網羅しており、本業務を履行できる県内
唯一の者である。拠って、当協会と随意契約
を締結するものである。（会計法第29条の3
第4項、予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
単価契約

5446

北越ＴＣＭ（株）上越支
店
新潟県上越市頸城区西福
島本田５６６－２０

自動車等修繕単価契約（その１
１）

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年5月10日 7,795,689

上越地域における製作メーカーの唯一の指定
または協力工場として、構造・機能を熟知
し、実績と豊富な経験、整備体制が充分で迅
速な対応が可能なため（会計法第29条の3第4
項、予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5447
（有）山崎サービス
新潟県上越市大字上源入
３３８番地１

自動車等修繕単価契約（その４）

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年5月10日 20,462,986

上越地域における製作メーカーの唯一の指定
または協力工場として、構造・機能を熟知
し、実績と豊富な経験、整備体制が充分で迅
速な対応が可能なため（会計法第29条の3第4
項、予決令第102条の4第3号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5448

（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ
東京都豊島区東池袋３－
１６－３アーバンネット
池袋ビル８Ｆ　ＮＴＴド
コモ東京料金事務Ｃ収納
事務担当

携帯電料料

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年4月1日 4,437,325
長期継続契約のため（会計法第29条の3第4
項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5449

東日本電信電話（株）
札幌市白石区本通８丁目
南１－３７　ＮＴＴ白石
本通ビル

電話料

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年4月1日 16,241,566
長期継続契約のため（会計法第29条の3第4
項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5450

ＮＴＴコミュニケーショ
ンズ（株）
愛媛県松山市山越３－１
５－１５　ＮＴＴ山越ビ
ル８階

電話料

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年4月1日 2,134,469
長期継続契約のため（会計法第29条の3第4
項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5451
上越市長
新潟県上越市木田１－１
－３

ガス・水道・下水道料

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年4月1日 5,921,137
地区唯一のガス・水道・下水道供給事業者の
ため(会計法第29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5452
新井ふるさと振興（株）
新潟県新井市大字猪野山
５８番地１

水道・下水道料

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年4月1日 1,714,312
地区唯一の水道・下水道供給事業者のため
(会計法第29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5453
（株）キタック
新潟県新潟市新光町１０
番地２

三次元衛星画像データ１式購入

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年10月13日 2,121,000
県内唯一特約代理店として同商品を販売して
いるため(会計法第29条の3第4項、予決令第
102条の4第3号)

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）（１

９年度より）

5454

日本電子計算機（株）営
業本部長
東京都千代田区丸の内３
－４－１

ＬＡＮシステム基盤機器賃貸借

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年4月1日 6,963,390

現システム構成で要求する機能用件を満た
し、機器の運用及び保守の一体性を確保する
必要のため（会計法第２９条の３の第４項、
予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（２０年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5455
双峰通信工業（株）
新潟県新潟市船江町１－
５５－１１

ＣＡＬＳ端末装置１式賃貸借契約

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年4月1日 1,974,000

現システム構成で要求する機能用件を満た
し、機器の運用及び保守の一体性を確保する
必要のため（会計法第２９条の３の第４項、
予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（２１年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5456
（株）大谷ビジネス
新潟県上越市本町７－３
－２５

電子複写機賃貸借及び保守その３
契約

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年4月1日 5,531,492

初年度において、賃貸借料金を積算、契約す
るにあたって、３年間の賃貸借期間を前提と
している(商慣習)。初年度一般競争入札を実
施、2年目以降随意契約を実施。(会計法第29
条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（２１年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5457
（株）大谷ビジネス
新潟県上越市本町７－３
－２５

電子複写機賃貸借及び保守契約

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年4月1日 7,977,446

初年度において、賃貸借料金を積算、契約す
るにあたって、３年間の賃貸借期間を前提と
している(商慣習)。初年度一般競争入札を実
施、2年目以降随意契約を実施。(会計法第29
条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5458
（株）大谷ビジネス
新潟県上越市本町７－３
－２５

模写電送装置賃貸借その３契約

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年4月1日 1,064,700

初年度において、賃貸借料金を積算、契約す
るにあたって、３年間の賃貸借期間を前提と
している(商慣習)。初年度一般競争入札を実
施、2年目以降随意契約を実施。(会計法第29
条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（２１年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約
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契約の相手方の商
号又は名称、及び
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5459
（株）大谷ビジネス
新潟県上越市本町７－３
－２５

模写電送装置賃貸借契約

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年4月1日 2,217,600

初年度において、賃貸借料金を積算、契約す
るにあたって、３年間の賃貸借期間を前提と
している(商慣習)。初年度一般競争入札を実
施、2年目以降随意契約を実施。(会計法第29
条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5460

松下リース・クレジット
（株）関東支店新潟オ
フィス
新潟県新潟市東大通２－
４－１

道路パトロール支援システムハー
ドウェア賃貸借

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年4月1日 2,163,420

ハードウェアは松下電器産業㈱製で本システ
ム用に独自改良がなされているものであり、
本機能を有するハードウェアは他に無いた
め。（会計法第29条の3の第4項、予決令第
102条の4第3項）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）
単価契約

5461
上越市長
新潟県上越市木田１－１
－３

庁舎敷地借上

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年4月1日 2,474,650
長期継続契約に伴う高田出張所の庁舎敷地の
ため（会計法第２９条の３の第４項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5462

上越ＴＭＯ（上越商工会
議所）会頭　田中弘邦
新潟県上越市新光町１丁
目１０番２０号

高田地区駐車場情報システムの高
度化に関する実証実験業務委託

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年12月14日 41,263,950

上越商工会議所は、本件業務の対象地区の駐
車場に関し、情報提供実績があり、関係行政
機関と協力・連携できる環境を整えており、
構築したシステムを継続して維持・運営する
ことが可能で、公平に駐車場情報を案内でき
る唯一の団体であるため。(会計法第29条の3
第4項及び予決令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5463

富山河川国道事務所庁舎
新築工事佐藤工業・林建
設工業特定建設工事共同
企業体
富山県富山市桜木町１－
１１

富山河川国道事務所庁舎新築２期
工事

柳川　城二
支出負担行為担当官
北陸地方整備局長
新潟県新潟市白山浦１丁目４
２５番の２

平成17年4月1日 223,440,000
躯体工事は一体として施工する必要があるた
め。(会計法第29条の3第4号)

その他
公募を実施（前後工事全

体で競争性を確保）

佐藤工業
（株）
156,408,00
0　　　林
建設工業
（株）
67,032,000

5464
菱機工業（株）
石川県金沢市御影町１０
－７

富山河川国道事務所庁舎機械設備
２期工事

柳川　城二
支出負担行為担当官
北陸地方整備局長
新潟県新潟市白山浦１丁目４
２５番の２

平成17年7月15日 166,950,000
配管と機器は全てが一体となって機能するた
め。(会計法第29条の3第4号)

その他
公募を実施（前後工事全

体で競争性を確保）

5465

特定非営利活動法人　風
土工学デザイン研究所
東京都千代田区神田錦町
１－２３

神通川流域風土資産調査業務

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年7月8日 5,827,500

風土工学に基づく調査を実施し、河川整備計
画に反映させようとする業務であり、唯一の
実施しうる機関である。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）



件数
契約の相手方の商
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5466

（株）ニュージェック富
山事務所
富山県富山市本町３－２
５

猪谷楡原道路環境調査業務委託

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年6月22日 33,075,000

クマタカの変化する特徴に迅速に追随してい
くこと及び、Ｈ１５からの工事実施にあたり
巣を移動した場合も含めて毎年確実に営巣木
を特定しておく必要があり、過年度と同一の
調査員による継続した調査が必要である。
(株)ニュージェックは当該地区のクマタカの
生態に関し熟知している過年度と同一の調査
員を有しており、継続した適切な業務を遂行
できる唯一の業者であるため。(会計法第２
９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第
３号)

見直しの余地があり
企画競争を実施（１８年

度より）

5467

大日本コンサルタント
（株）　北陸支社
富山県富山市願海寺６３
３

神代地区水文調査作業

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月1日 9,135,000

温泉の観測や採取は、温泉所有者の意向を取
り入れ実施するものであり、温泉所有者の協
力と、温泉所有者と業者との信頼関係が必要
である。大日本コンサルタントは、平成１５
年度から本調査に携わっており、調査実施方
法に対する温泉所有者の意向を理解している
こと。泉所有者との間に信頼関係が醸成され
ていること。過年度調査結果を熟知している
ことから本業務の履行に必要な諸条件を充足
する唯一の業者である。（会計法第２９条の
３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
企画競争を実施（１９年

度より）

5468

（株）東京建設コンサル
タント　北陸事務所
新潟市東大通１－２－２
３

管内４河川洪水予測システム改良
業務

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月27日 15,750,000
既存システムの改良業務であり、当該業務が
既存システムと一体不可分な関係にあるため
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく

は企画競争に移行）

5469

（株）東京建設コンサル
タント　北陸事務所
新潟市東大通１－２－２
３

管内４河川融雪予測システム等検
討業務

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成18年2月20日 7,140,000
既存システムの改良業務であり、既存システ
ムと一体不可分な関係にあるため（会計法第
29条の3第4項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく

は企画競争に移行）

5470
エヌシーイー（株）
新潟県新潟市網川原１－
４－１１

大沢野道路検討業務委託

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年6月9日 19,320,000

ＰＩの運営は、地元住民への情報提供、資料
作成、住民説明会の運営等を含んでおり、直
接的、間接的に地元住民と接触する機会を有
しており、ＰＩの円滑な実施にあたっては地
元との信頼関係が何よりも重要であり、ＰＩ
の取り組み初年度である平成１３年以降継続
的に業務を実施し、地元状況を十分に把握
し、地元から信頼を得ている唯一の業者であ
る。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地があり
企画競争を実施（１９年

度より）
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号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5471
（財）中央温泉研究所
東京都豊島区高田３－４
２－１０

神代地区泉源検討業務

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成18年2月21日 3,465,000

本業務の実施にあたっては、温泉に関する科
学的及び地質学的研究・調査、資源の探査及
び開発指導、温泉法に基づく分析・検査等に
精通し、当該泉源の湧出状況に対応し安定的
な温泉利用方法を検討するための知識・経験
が必要である。中央温泉研究所は、多数の温
泉において科学的及び地質学的研究・調査、
資源の探査及び開発指導、温泉法に基づく分
析・検査等を行ってきており、中立的な立場
で温泉利用方法の検討ができる唯一の機関で
あるため。（会計法第２９条の３第４項及び
予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
企画競争を実施（１９年

度より）

5472
（株）石本建築事務所
東京都千代田区九段南４
－６－１２

富山河川国道事務所庁舎設計その
２（Ｈ１７）業務

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年11月16日 5,250,000
設計の意図を伝える必要があるため。(会計
法第29条の3第4号)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5473
（株）石本建築事務所
東京都千代田区九段南４
－６－１２

富山河川国道事務所庁舎設計その
２業務

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月1日 4,273,500
設計の意図を伝える必要があるため。(会計
法第29条の3第4号)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5474
（株）北日本新聞社
富山県富山市安住町２－
１４

新聞広告掲載・制作（その１）

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月15日 19,324,200

富山県内に本社のある地方紙は２紙であり広
報するためには２社に掲載することが、 も
効果的である。（会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３号） 見直しの余地があり

公募を実施（１９年度よ
り）

5475

富山新聞社　代表　宮本
佐智夫
富山県富山市大手町５－
１

新聞広告掲載・制作（その２）

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月15日 4,212,600

富山県内に本社のある地方紙は２紙であり広
報するためには２社に掲載することが、 も
効果的である。（会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３号） 見直しの余地があり

公募を実施（１９年度よ
り）

5476
富山交通（株）
富山県富山市双代２－１

タクシー使用料

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月1日 3,824,330

緊急時等における連絡車の代替を目的として
いるもので、当該業者は営業所が県内全域に
及んでいることで県下全域で利用できる。
又、多くの車両を保有しており緊急時での利
用が迅速に対応できる。（会計法第29条3第4
項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5477
新潟通信機（株）
新潟市上所中３－１４－
８

とやまバス－ｉ（富山エリア）更
新作業

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成18年1月18日 13,965,000

「ﾊﾞｽ接近表示ｼｽﾃﾑ」を開発したのは富山地
方鉄道(株)であり保守・点検についても互換
性があることから当該業者以外に業務を遂行
できるものはいない。（会計法第２９条の３
第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく

は企画競争に移行）

5478
（株）シー・エー・ピー
富山県富山市金屋１６３
４－２５

地域情報誌による道路広報

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月22日 8,379,000

若年層を対象にしたPR活動を実施するために
は読者層が10代後半～20代前半であるタウン
誌を用いるのが有効でありそれを発行する業
者は１社のみである。（会計法第２９条の３
第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5479

中日本キャタピラー三菱
建機販売（株）北陸東本
店
富山県射水郡大島町新開
発６５７

除雪２車両等整備単価契約

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月27日 8,913,858

特許等を有する特殊な機械類の点検整備であ
り、故障等の緊急時対応と迅速な部品調達を
含め製造メーカーの指定工場でなければ十全
な整備は不可能である。（会計法第29条の3
第4項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１９年度より）
単価契約

5480
コマツ富山（株）
富山県富山市本郷２４１
３－１

除雪１車両等整備単価契約

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月27日 9,790,326

特許等を有する特殊な機械類の点検整備であ
り、故障等の緊急時対応と迅速な部品調達を
含め製造メーカーの指定工場でなければ十全
な整備は不可能である。（会計法第29条の3
第4項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１９年度より）
単価契約

5481
（株）三越
富山県富山市下富居２－
１３－８１

維持３車両等整備単価契約

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月27日 15,017,859

特許等を有する特殊な機械類の点検整備であ
り、故障等の緊急時対応と迅速な部品調達を
含め製造メーカーの指定工場でなければ十全
な整備は不可能である。（会計法第29条の3
第4項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１９年度より）
単価契約

5482
（株）三越
富山県富山市下富居２－
１３－８１

除雪４車両等整備単価契約

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月27日 19,610,197

特許等を有する特殊な機械類の点検整備であ
り、故障等の緊急時対応と迅速な部品調達を
含め製造メーカーの指定工場でなければ十全
な整備は不可能である。（会計法第29条の3
第4項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１９年度より）
単価契約

5483
（株）第一電工舎
富山県富山市泉町１－２
－４

稼働記録計点検整備単価契約

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年7月11日 2,824,951

特許等を有する特殊な装置類の点検整備であ
り、故障等の緊急時対応と迅速な部品調達を
含め製造メーカーの指定工場でなければ十全
な整備は不可能である。（会計法第29条の3
第4項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１９年度より）
単価契約

5484
山室重機（株）
富山県富山市山室新町４
１

除雪３車両等整備単価契約

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月27日 18,780,112

特許等を有する特殊な機械類の点検整備であ
り、故障等の緊急時対応と迅速な部品調達を
含め製造メーカーの指定工場でなければ十全
な整備は不可能である。（会計法第29条の3
第4項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１９年度より）
単価契約

5485
朝日建設（株）
富山県富山市安住町７－
１２

富山工区除雪作業

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年10月6日 47,137,081

「除雪機械乗務基準」に適合する資格と経験
を有し、かつ除雪対象区間の地域条件に精通
した運転員の、連続降雪時の交替要員を含む
陣容と体制が確保されること。（会計法第２
９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第
３号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5486
石黒建設（株）
福井県福井市西開発３－
３０１－１

小矢部工区除雪作業

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年10月6日 49,564,671

「除雪機械乗務基準」に適合する資格と経験
を有し、かつ除雪対象区間の地域条件に精通
した運転員の、連続降雪時の交替要員を含む
陣容と体制が確保されること。（会計法第２
９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第
３号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5487
（株）氷見土建
富山県氷見市柳田１２－
１

高岡工区除雪作業

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年10月6日 50,829,976

「除雪機械乗務基準」に適合する資格と経験
を有し、かつ除雪対象区間の地域条件に精通
した運転員の、連続降雪時の交替要員を含む
陣容と体制が確保されること。（会計法第２
９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第
３号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5488

北陸ハイウェイ建設
（株）
富山県礪波市鷹栖３７３
－１

砺波工区除雪作業

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年10月6日 57,090,344

「除雪機械乗務基準」に適合する資格と経験
を有し、かつ除雪対象区間の地域条件に精通
した運転員の、連続降雪時の交替要員を含む
陣容と体制が確保されること。（会計法第２
９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第
３号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
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契約担当官等の氏名並
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（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5489
宮口建設（株）
富山県婦負郡細入村猪谷
２１８

片掛工区除雪作業

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年10月6日 45,081,306

「除雪機械乗務基準」に適合する資格と経験
を有し、かつ除雪対象区間の地域条件に精通
した運転員の、連続降雪時の交替要員を含む
陣容と体制が確保されること。（会計法第２
９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第
３号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5490
（社）富山県公共嘱託登
記司法書士協会
富山市安田町３－３

登記業務委託（権利）

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月28日 3,082,911

　不動産登記にあたっては、支給する登記資
料の点検、公共嘱託業務に関する知識の集
積・能力等が必要であり、また、土地の二重
登記等を防止するためにも契約後、速やかに
登記手続きを適正、迅速に行うことが要求さ
れる。当協会は、司法書士法第68条の規定に
基づき、公共の利益となる事業を行う者によ
る不動産の権利に関する登記の嘱託または申
請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目
的に設置された公益法人である。また、当該
業務の経験、知識、能力等を有し、地域特性
及び手続きを十分熟知し、膨大な登記事務処
理を速やかに対応できる法人である。更に、
事務所管内の所轄法務局の登記業務を網羅し
ており、本業務を履行できる県内唯一の者で
ある。拠って、当協会と随意契約を締結する
ものである。（会計法第29条の3第4項、予決
令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
単価契約

5491
北陸航測（株）
富山県高岡市清水町３－
４－４０

地域防災ヘリコプター等使用単価
契約

安部 友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成18年4月13日 5,852,971
富山県内にヘリコプターを常駐させ、災害時
に出動可能な唯一の業者であるため（会計法
第29条の3第4項）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）
単価契約

5492
（社）富山県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会
富山市安田町３－３

登記業務委託（表示）

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月28日 9,672,911

　不動産登記にあたっては、支給する登記資
料の点検、公共嘱託業務に関する知識の集
積・能力等が必要であり、また、土地の二重
登記等を防止するためにも契約後、速やかに
登記手続きを適正、迅速に行うことが要求さ
れる。当協会は、土地家屋調査士法第63条の
規定に基づき、公共の利益となる事業を行う
者による不動産の表示に関する登記の嘱託ま
たは申請の適正かつ迅速な実施に寄与するこ
とを目的に設置された公益法人である。ま
た、当該業務の経験、知識、能力等を有し、
地域特性及び手続きを十分熟知し、膨大な登
記事務処理を速やかに対応できる法人であ
る。更に、事務所管内の所轄法務局の登記業
務を網羅しており、本業務を履行できる県内
唯一の者である。拠って、当協会と随意契約
を締結するものである。（会計法第29条の3
第4項、予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
単価契約

5493
北陸建設サービス（株）
富山県富山市経堂３－２
１６－２

清掃・給食業務委託

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月1日 42,328,613
不落随契（会計法第２９条の６第２項及び予
決令第９９条の２）

その他
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5494
桜井建設（株）
富山県黒部市新町１

黒部工区除雪作業

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年10月6日 69,245,663

「除雪機械乗務基準」に適合する資格と経験
を有し、かつ除雪対象区間の地域条件に精通
した運転員の、連続降雪時の交替要員を含む
陣容と体制が確保されること。（会計法第２
９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第
３号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5495
日本郵政公社
金沢市本町２－５－１５

後納郵便料

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年5月17日 2,027,674
郵便料金のため（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5496

東日本高速道路（株）新
潟支社
新潟県新潟市山田２３１
０－１

高速道路通行料

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年7月22日 1,825,445
高速道路通行料金のため(会計法第29条の3第
4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5497
中日本高速道路（株）金
沢支社
金沢市神野町東１７０

高速道路通行料

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年11月14日 2,763,816
高速道路通行料金のため(会計法第29条の3第
4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5498

富山市上下水道事業管理
者職務代理者　富山市上
下水道局長
富山県富山市牛島本町２
－１－２０

水道料

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月21日 2,569,588
地区唯一の水道供給事業者のため(会計法第
29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5499

（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ北陸
石川県金沢市西念１－１
－３コンフィデンス金沢
１階

携帯電話使用料

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月22日 5,594,325
長期継続契約のため（会計法第29条の3第4
項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5500
西日本電信電話（株）
金沢市出羽町４－１

電話料

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月28日 6,377,979
長期継続契約のため（会計法第29条の3第5
項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5501

ＮＴＴコミュニケーショ
ンズ（株）
東京都千代田区内幸町１
－１－６

インターネットサービス等業務
（その２）

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月1日 1,827,614

他業者と契約した場合、既存のドメイン名、
グローバルＩＰアドレスの変更が伴い、道路
行政サービス、危機管理機能低下のおそれが
あるため（会計法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5502
西日本電信電話（株）
富山支店
富山市桜通り４－３２

電話専用料

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月22日 9,394,169
長期継続契約のため（会計法第29条の3第4
項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5503

エヌ・ティ・ティ・コ
ミュニケーションズ
（株）
愛媛県松山市山越３－１
５－１５ＮＴＴ山越ビル

電話専用料

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年5月25日 1,010,728
長期継続契約のため（会計法第29条の3第4
項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5504
日本海ガス株式会社
富山県富山市城北町２番
３６号

ガス料

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月21日 1,662,143
地区唯一のガス供給事業者のため（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5505

日本スペースイメージン
グ（株）
東京都中央区八重洲２－
８－１

管内４河川流域衛星画像データ購
入

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成18年2月16日 7,728,000
イコノス衛星画像等の販売権等を国内で唯一
所有している業者であるため（会計法第29条
の3第4項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5506

日本電子計算機（株）営
業本部長
東京都千代田区丸の内３
－４－１

ＬＡＮシステム基盤機器賃貸借

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月1日 10,140,900

３ヶ年契約の前提で料金設定が行われている
ことが慣習としていることから、当初契約し
た業者と３ヶ年契約を実施している。（会計

法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5507
（株）瀬戸
富山県富山市八人町９－
１１

電子複写機賃貸借及び保守（その
１）

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月1日 13,432,194

初年度において、賃貸借料金を積算、契約す
るにあたって、３年間の賃貸借期間を前提と
している(商慣習)。初年度一般競争入札を実
施、2年目以降随意契約を実施。(会計法第29
条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5508
北陸ゼロックス（株）
金沢市中橋町１１－１８

電子複写機賃貸借及び保守（その
３）

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月1日 3,080,447

初年度において、賃貸借料金を積算、契約す
るにあたって、３年間の賃貸借期間を前提と
している(商慣習)。初年度一般競争入札を実
施、2年目以降随意契約を実施。(会計法第29
条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5509
富山リコー（株）
富山県富山市堀川町３１
３

電子複写機賃貸借及び保守（その
４）

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月1日 2,099,861

初年度において、賃貸借料金を積算、契約す
るにあたって、３年間の賃貸借期間を前提と
している(商慣習)。初年度一般競争入札を実
施、2年目以降随意契約を実施。(会計法第29
条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5510

住信・松下フィナンシャ
ルサービス（株）北陸支
店
金沢市三口町土３７６

道路パトロール支援システムハー
ドウェア賃貸借

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月1日 1,266,300

用いるハードウェアは松下電器産業(株)製で
本システム用に独自改良されているものであ
り、本機能を有するハードウェアは他にな
い。（会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5511

（株）インターネットイ
ニシアティブ
東京都千代田区神田神保
町１－１０５　神保町三
井ビルディング

インターネット接続サービス等業
務（その１）

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月1日 1,183,875

ﾊﾞｽﾛｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑのｾｷｭﾘﾃｨ管理において他社と
契約した場合、ﾄﾞﾒｲﾝ名が変更となり利用者
に混乱を与えるため。（会計法第２９条の３
第４項及び予決令第１０２条の４第３号） 見直しの余地があり

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）（１

９年度より）
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5512
魚津市長
富山県魚津市釈迦堂１－
１０－１

魚津国道出張所庁舎土地建物賃貸
借料

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月1日 2,867,280
長期継続契約に基づく賃貸借契約(会計法第
29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5513
富山製紙（株）
富山市下新西町３－１４

水防用資材備蓄敷地賃貸借料

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月1日 1,081,920
長期継続契約に基づく賃貸借契約(会計法第
29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5514
大丸　春夫
富山県富山市中市９－９
５

建物賃貸借

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月1日 1,620,000
長期継続契約に基づく賃貸借契約(会計法第
29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5515
（有）シマズ
魚津市六郎丸１３１３

建物賃貸借

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月1日 1,680,000
長期継続契約に基づく賃貸借契約(会計法第
29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5516
西野　章
富山市西長江４－８－３
０

建物賃貸借

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月1日 2,592,000
長期継続契約に基づく賃貸借契約(会計法第
29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5517
伏江　純男
富山県高岡市上関町７－
４６

建物賃貸借

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月1日 1,728,000
長期継続契約に基づく賃貸借契約(会計法第
29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5518
富山県道路公社
富山市舟橋北町４－１９
富山県森林水産会館内

一般国道４７０号（能越自動車
道）道路管理業務

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月1日 39,739,803

富山県道路公社は、高規格幹線道路の有料道
路として管理しており、高規格幹線道路の道
路管理を委託できる唯一の機関である。（会
計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5519

音沢土建・松倉建設経常
建設共同企業体
富山県下新川郡宇奈月町
音沢５８４

宇奈月ダム除雪機械車庫撤去工事

金澤　裕勝
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
黒部河川事務所長
富山県黒部市天神新１７３

平成17年12月16日 1,992,900
少額随契（会計法第２９条の３第５項、予決
令第９９条第２号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく

は企画競争に移行）

（株）音沢
土建
1,096,095
松倉建設
（株）
896,805

5520

音沢土建・松倉建設経常
建設共同企業体
富山県下新川郡宇奈月町
音沢５８４

宇奈月ダム操作室上屋修繕工事

金澤　裕勝
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
黒部河川事務所長
富山県黒部市天神新１７３

平成18年3月17日 3,811,500
少額随契（会計法第２９条の３第５項、予決
令第９９条第２号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく

は企画競争に移行）

（株）音沢
土建
2,096,325
松倉建設
（株）
1,715,175



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5521
大高建設（株）
富山県下新川郡宇奈月町
桃原６３３－１

祖母谷資材運搬道路補修工事

金澤　裕勝
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
黒部河川事務所長
富山県黒部市天神新１７３

平成17年5月24日 59,577,000

本工事現場一帯は、中部山岳豪雪地帯にあ
り、急峻で狭窄部も多く雪崩発生の危険も懸
念される。本工事は、このような極めて厳し
い現場条件の中において安全施工が要求され
るものであり、施工にあたっては、無積雪期
における現地地形に精通していることが工事
の安全施工上極めて重要であり、この条件を
満たす業者は当該業者以外にはなく、さらに
冬期間における付近の工事経験を持っている
ため冬期間の厳しい気象条件にも精通してい
る。（会計法第２９第の３第４項、予決令第
１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく

は企画競争に移行）

5522
日本無線（株）北陸支店
新潟県新潟市弁天橋通３
－１－５

河川情報システム改造作業

金澤　裕勝
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
黒部河川事務所長
富山県黒部市天神新１７３

平成18年2月22日 4,620,000

左記業者は河川情報システムの開発者であ
り、システムの機能・構造を熟知し、ネット
ワーク構成にも精通しているため、その配信
機能のセキュリテイー機能の強化について、
安全かつ効率的な作業ができる唯一の業者で
ある。（会計法第２９条の３第４項、予決令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5523
富士通（株）　新潟支店
新潟県新潟市礎町２ノ町
２０７７

ダム管理用制御処理設備改造作業

金澤　裕勝
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
黒部河川事務所長
富山県黒部市天神新１７３

平成18年3月9日 4,620,000

左記業者はダム管理用制御システムの納入業
者であり、システム全体と宇奈月ダムの水理
計算等貯水池運用面にも精通しているため、
その演算処理機能の改良について、安全かつ
効率的な作業ができる唯一の業者である。
（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０
２条の４第３号）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5524
三菱電機ビルテクノサー
ビス（株）北陸支社
金沢市広岡３－１－１

宇奈月ダムエレベータ設備点検整
備作業

金澤　裕勝
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
黒部河川事務所長
富山県黒部市天神新１７３

平成17年4月26日 1,915,200
少額随契（会計法第２９条の３第５項、予決
令第９９条第２号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく

は企画競争に移行）

5525

五洋建設（株）　北陸支
店
新潟県新潟市東大通２－
５－１

有脚式突堤設置影響調査業務委託

金澤　裕勝
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
黒部河川事務所長
富山県黒部市天神新１７３

平成17年9月16日 9,240,000

平成１２年度に設計・施工一括型競争入札に
より左記業者が受注し、その後同社が実験・
研究を重ねて開発した海岸構造物「有脚式突
堤」の周辺海域への影響調査及び波浪制御機
能の検証を行う業務であるため（会計法第２
９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく

は企画競争に移行）

5526

日本工営（株）　北陸事
務所
石川県金沢市駅西本町５
－１－４３

平成１７年度　宇奈月ダム法面監
視等業務委託

金澤　裕勝
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
黒部河川事務所長
富山県黒部市天神新１７３

平成17年6月24日 8,977,500

排砂時での法面の挙動を監視ｼｽﾃﾑで監視し、
システムの検証を行う業務を行うにあたり、
同システムのソフトの作成業者であり、シス
テム全体に精通している唯一の業者であるた
め（会計法第２９条の３第４項、予決令第１
０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく

は企画競争に移行）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

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

5527

（株）建設技術研究所
北陸支社
新潟県新潟市万代４－４
－２７　新潟テレコムビ
ル

平成１７年度　黒部川流砂量観測
検討業務委託

金澤　裕勝
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
黒部河川事務所長
富山県黒部市天神新１７３

平成17年5月19日 23,625,000

黒部川出水時の流砂の観測・解析を行う業務
で、当社はこれに必要な流砂の採取装置を試
作の開発段階から制作に携わり、現在も流砂
の補足・解析技術の精度向上を目指して試行
中である。よって、同装置の取り扱いや特性
に精通し、データの分析に関してのノウハウ
を唯一持っている業者である。（会計法第２
９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）

5528

（株）ニュージェック富
山事務所
富山県富山市本町３－２
５

平成１７年度　宇奈月ダム排砂計
画検討業務委託

金澤　裕勝
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
黒部河川事務所長
富山県黒部市天神新１７３

平成17年10月19日 36,225,000

宇奈月ダムと出し平ダムによる連携排砂につ
いて、左記業者は、両ダムの排砂に関する知
識と、過去の排砂時の土砂動態検討業務を受
注した実績を踏まえた排砂シミュレーション
モデルを開発しており、今後の排砂実施計画
を適切に作成できる唯一の業者である。（会
計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条
の４第３号）

見直しの余地があり
企画競争を実施（１８年

度より）

5529

日本建設コンサルタント
（株）　新潟営業所
新潟県新潟市南笹口１－
９－２９

黒部川洪水予測システム改良検討
業務委託

金澤　裕勝
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
黒部河川事務所長
富山県黒部市天神新１７３

平成18年2月1日 4,273,500

左記業者は洪水予測システムの作成業者であ
り、システムの内容及び構成に精通している
ため、その精度の向上について、本業務を実
施できる唯一の業者である。（会計法第２９
条の３第４項、予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく

は企画競争に移行）

5530
（株）三菱総合研究所
東京都千代田区大手町２
－３－６

平成１７年度　黒部川環境調査業
務委託

金澤　裕勝
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
黒部河川事務所長
富山県黒部市天神新１７３

平成17年4月26日 64,260,000

左記業者は、海洋・環境等専門分野の研究者
を有しており、高度な研究を行い調査研究の
実績が豊富である上、これまでの連携排砂で
試料採取・分析・評価を行っていることか
ら、現地及び調査資料に精通しているため、
排砂が黒部川に与える影響を総合的に分析で
きる唯一の業者である。（会計法第２９条の
３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく

は企画競争に移行）

5531
（株）三越
富山県富山市下富居２－
１３－８１

コンクリートプラント点検整備作
業

金澤　裕勝
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
黒部河川事務所長
富山県黒部市天神新１７３

平成17年6月3日 6,405,000

短期間で効率的な点検整備を行うため、本プ
ラントの構造を熟知し、かつシステム全体の
専門知識と技術を有し、さらに緊急時に対応
できる機動性を有する唯一の業者である。
（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０
２条の４第３項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）

5532
（株）新川コミュニティ
放送
富山県黒部市三日市２０

黒部河川事務所事業広報活動業務
委託

金澤　裕勝
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
黒部河川事務所長
富山県黒部市天神新１７３

平成17年4月1日 4,044,600

黒部川流域を放送エリアとする唯一のローカ
ル放送局であり、地域防災の拠点放送局とし
ても位置付けられており、地元地域社会情勢
にも精通した企画・番組製作・放送にかかる
豊富な知識・技術・経験を有している。（会
計法第２９条の３第４号、予決令第１０２条
の４第３号）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）



件数
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5533
北陸建設サービス（株）
富山県富山市経堂３－２
１６－２

清掃等業務委託

金澤　裕勝
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
黒部河川事務所長
富山県黒部市天神新１７３

平成17年5月20日 23,394,656

当該業務の需要に対応できる体制が確立され
ており、また衛生上の問題もあり業務内容に
精通し、かつ信頼性が高いという条件を満た
す唯一の業者である。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）

5534
（株）藤本自動車商会
富山市飯野１２－１

散水車賃貸借単価契約（６月分）

金澤　裕勝
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
黒部河川事務所長
富山県黒部市天神新１７３

平成17年7月1日 3,291,750

賃貸借する散水車としては、有事の際、消火
に耐えうる水量の備蓄が可能であり、また迅
速に現場への移動ができ、併せて消火器具と
しての機能を有していることが要求される。
当該業者は、条件を満たす車両を県内で唯一
所有している業者であるため。（会計法第２
９条の３第４号、予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）
単契

5535

（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ北陸
石川県金沢市西念１－１
－３コンフィデンス金沢
１階

携帯電話料

金澤　裕勝
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
黒部河川事務所長
富山県黒部市天神新１７３

平成17年5月24日 1,906,332
長期継続契約のため（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5536
西日本電信電話（株）
金沢市出羽町４－１

宇奈月ダム管理所外３件電話回線
専用料

金澤　裕勝
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
黒部河川事務所長
富山県黒部市天神新１７３

平成17年5月20日 1,134,209
長期継続契約のため（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5537
西日本電信電話（株）
金沢市出羽町４－１

黒部河川事務所外３件電話料

金澤　裕勝
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
黒部河川事務所長
富山県黒部市天神新１７３

平成17年5月24日 1,717,161
長期継続契約のため（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5538

ＮＴＴコミュニケーショ
ンズ（株）
愛媛県松山市山越３－１
５－１５　ＮＴＴ山越ビ
ル８階

ＯＣＮ利用料

金澤　裕勝
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
黒部河川事務所長
富山県黒部市天神新１７３

平成17年5月24日 3,257,071
長期継続契約のため（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5539

日本電子計算機（株）営
業本部長
東京都千代田区丸の内３
－４－１

ＬＡＮシステム基盤賃貸借契約

金澤　裕勝
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
黒部河川事務所長
富山県黒部市天神新１７３

平成17年5月24日 3,723,300

本件賃貸借は、汎用システム端末機及びＬＡ
Ｎシステム通信機器等の運用及び保守を含
め、従来から当該業者との契約により実施し
ている。今年度も業務上、同システムを継続
して運用を行う必要があるが、現システム構
成で、要求する機能要件を満たしているこ
と、更に、機器の運用及び保守の一体性を確
保する必要から、当該業者と随意契約をする
ものである。(会計法第29条の３第４項・予
決令第102条の４第３号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（２０年度より国庫債務

負担行為を計上）
単契



件数
契約の相手方の商
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住所
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点検の結果 講ずる措置 備考

5540
（有）八木商店
富山県黒部市三日市３３
０７

重油外１種２点購入単価契約

金澤　裕勝
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
黒部河川事務所長
富山県黒部市天神新１７３

平成17年5月20日 1,081,647
少額随契（会計法第２９条の３第５項、予決
令第９９条第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
単契

5541

富士ゼロックス北陸
（株）
石川県金沢市中橋町１１
－１８

電子複写機賃貸借及び保守（その
２）

金澤　裕勝
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
黒部河川事務所長
富山県黒部市天神新１７３

平成17年5月20日 4,059,113

初年度において、賃貸借料金を積算、契約す
るにあたって、３年間の賃貸借期間を前提と
している(商慣習)。初年度一般競争入札を実
施、2年目以降随意契約を実施。(会計法第29
条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）
単契

5542
水口建設産業（株）
富山県上新川郡大山町才
覚地１７６

砂防専用軌道保線補修工事

渡　正昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
立山砂防事務所長
富山県中新川郡立山町芦峅寺
字ブナ坂６１

平成17年4月22日 111,405,000

特殊な現場条件、山岳地に敷設された現有す
る我が国唯一の狭軌道について精通している
ことが必要であり、安全確実な運行を行うた
めの保線補修を行わなければならない。本業
者は、長年にわたり立山砂防工事専用軌道の
保線補修工事に携わっており現場条件に精通
しており狭軌道保線補修に関する豊富な経験
と技術力を有する唯一の会社である。(会計
法第29条の３第４項・予決令第102条の４第
３号)

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく

は企画競争に移行）

5543

（財）立山カルデラ砂防
博物館
富山県中新川郡立山町芦
峅寺字ブナ坂６８

立山砂防企画展業務委託

渡　正昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
立山砂防事務所長
富山県中新川郡立山町芦峅寺
字ブナ坂６１

平成17年9月29日 14,910,000

常願寺川砂防100年を紹介する企画展示を立
山カルデラ砂防博物館で開催するもので博物
館の常設展示内容を有効に活用した展示計画
を検討する必要がある。上記法人は富山県の
治水事業にまつわる歴史的経緯や常願寺川に
おける砂防事業の技術的変遷に関する豊富な
知見を有し、常設展示物を有効に活用した熟
練した展示に関する知識を有している。(会
計法第29条の３第４項・予決令第102条の４
第３号)

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5544
（株）エマキ
福島県会津若松市追手町
５－３６

軌道現況画像表示システム作成業
務委託

渡　正昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
立山砂防事務所長
富山県中新川郡立山町芦峅寺
字ブナ坂６１

平成17年5月13日 5,040,000

　ヘリコプターより撮影した高精度のデジタ
ルハイビジョン動画データを連続的なデジタ
ルモザイク静止画像データに変換する技術が
必要となる。当該業者は上記技術に関する特
許実施権を有しており、これに替わる他社は
ないため。（会計法第29条の3第4項、予決令
第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5545

（株）総合防災システム
研究所
東京都中央区日本橋浜町
２－１１－２

高標高雨量計観測及びデータ解析
業務委託

渡　正昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
立山砂防事務所長
富山県中新川郡立山町芦峅寺
字ブナ坂６１

平成17年6月10日 5,040,000
本業務の目的を遂行する上で必要となる高標
高用の雨量観測機器を開発し特許を有してい
る。(会計法第29条の3第4項予決令第102条）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5546

特定非営利活動法人　砂
防広報センター　理事長
保科幸二
東京都千代田区五番町１
２番地五番町Ｋビル

砂防事業広報企画検討業務委託

渡　正昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
立山砂防事務所長
富山県中新川郡立山町芦峅寺
字ブナ坂６１

平成17年7月27日 30,660,000

常願寺川水系の初期の砂防事業の実情に詳し
く常願寺川に関する多数の広報資料の作成及
び砂防に関する広報映像の作成に関し豊富な
経験を有している。(会計法第29条の3第4項
予決令第102条）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5547

特定非営利活動法人　砂
防広報センター　理事長
保科幸二
東京都千代田区五番町１
２番地五番町Ｋビル

白岩砂防堰堤保全対策映像制作業
務委託

渡　正昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
立山砂防事務所長
富山県中新川郡立山町芦峅寺
字ブナ坂６１

平成17年6月30日 6,195,000

白岩砂防えん堤を含む常願寺川水系の初期の
砂防事業の実情に詳しく、同えん堤に関する
多数の資料や映像等の作成に関し豊富な経験
と実績を有している。(会計法第29条の3第4
項予決令第102条）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5548

特定非営利活動法人　砂
防広報センター　理事長
保科幸二
東京都千代田区五番町１
２番地五番町Ｋビル

立山砂防広報映像検討制作業務委
託

渡　正昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
立山砂防事務所長
富山県中新川郡立山町芦峅寺
字ブナ坂６１

平成17年11月21日 36,330,000

全国で行われてきた砂防事業に関する多数の
映像資料を保有しているとともに、砂防に関
する映像資料の作成に関して豊富な経験と実
績を有している。(会計法第29条の3第4項予
決令第102条）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5549

（財）立山カルデラ砂防
博物館
富山県中新川郡立山町芦
峅寺字ブナ坂６８

砂防情報の収集・整理及び提供業
務

渡　正昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
立山砂防事務所長
富山県中新川郡立山町芦峅寺
字ブナ坂６１

平成17年4月15日 24,696,000

立山カルデラ砂防博物館と連携・調整のもと
で実施する各種学習支援活動を行う。上記法
人は立山カルデラ砂防博物館の管理・運営を
行う法人であり、常日頃から立山カルデラに
おける砂防事業に関する調査・研究活動に従
事しているとともに収集した情報を効果的に
提供するノウハウを有している。(会計法第
29条の3第4項予決令第102条）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5550
（社）富山県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会
富山市安田町３－３

登記業務請負（表示）

岩田　英二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
利賀ダム工事事務所長
富山県砺波市太郎丸１－５－
１０

平成17年5月20日 1,049,362

　不動産登記にあたっては、支給する登記資
料の点検、公共嘱託業務に関する知識の集
積・能力等が必要であり、また、土地の二重
登記等を防止するためにも契約後、速やかに
登記手続きを適正、迅速に行うことが要求さ
れる。当協会は、土地家屋調査士法第63条の
規定に基づき、公共の利益となる事業を行う
者による不動産の表示に関する登記の嘱託ま
たは申請の適正かつ迅速な実施に寄与するこ
とを目的に設置された公益法人である。ま
た、当該業務の経験、知識、能力等を有し、
地域特性及び手続きを十分熟知し、膨大な登
記事務処理を速やかに対応できる法人であ
る。更に、事務所管内の所轄法務局の登記業
務を網羅しており、本業務を履行できる県内
唯一の者である。拠って、当協会と随意契約
を締結するものである。（会計法第29条の3
第4項、予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
単価契約

5551
北陸建設サービス（株）
富山県富山市経堂３－２
１６－２

軌道運転業務委託

渡　正昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
立山砂防事務所長
富山県中新川郡立山町芦峅寺
字ブナ坂６１

平成17年4月18日 113,295,000
他に代替不能な業務であるため。（会計法第
２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３
号）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5552
（株）北陸博報堂
石川県金沢市高岡町３－
２５

ＳＡＢＯ常設展示物定期点検作業

渡　正昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
立山砂防事務所長
富山県中新川郡立山町芦峅寺
字ブナ坂６１

平成17年8月4日 4,200,000

映像装置やパソコンを利用した特殊な制御装
置のシステムであり装置の開発ならびに製作
を行っている。(会計法第29条の3第4項予決
令第102条）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5553

東芝ソリューション(株)
新潟支店
新潟市東大通一丁目四番
二号

立山ＬＡＮシステム基盤機器等一
式賃貸借

渡　正昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
立山砂防事務所長
富山県中新川郡立山町芦峅寺
字ブナ坂６１

平成17年4月1日 4,507,650

  賃貸借契約は、通常３年間の賃貸借を行う
ことを前提に料金設定されており、広く商習
慣として行われているのが実状である。本契
約においても、機器の初期導入年度において
賃貸借の価格を設定し、３年間の賃貸借を前
提として契約しているところである。
  本契約のＬＡＮシステム基盤機器は、３年
間の賃貸借予定期間内の契約継続するもので
ある。(会計法第29条の３第４項・予決令第
102条の４第３号)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5554
松嶋建設（株）
富山県中新川郡立山町道
源寺５７４

水谷出張所及び水谷合宿所清掃等
業務委託

渡　正昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
立山砂防事務所長
富山県中新川郡立山町芦峅寺
字ブナ坂６１

平成17年5月24日 3,959,970

　履行箇所は山間僻地で合宿生活を行わなけ
ればならない事並びに期間が6ヶ月弱と特殊
な条件のため、当該業者が唯一の履行可能の
相手方のため（会計法第29条の3第4項、予決
令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5555
（株）三越
富山県富山市下富居２－
１３－８１

機関車等修繕単価契約

渡　正昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
立山砂防事務所長
富山県中新川郡立山町芦峅寺
字ブナ坂６１

平成17年5月9日 53,122,230
他に代替不能な業務であるため。（会計法第
２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３
号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１９年度より）
単価契約

5556
セコム北陸（株）
石川県金沢市尾山町３－
１８

立山砂防資料館カルデラ等機器警
備業務委託

渡　正昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
立山砂防事務所長
富山県中新川郡立山町芦峅寺
字ブナ坂６１

平成17年4月1日 1,234,800
資料館及び事務所庁舎の防犯、火災監視及び
設備制御の警備をセコムのシステムを導入し
ているため。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（２０年度より国庫債務

負担行為を計上）

5557

（財）立山カルデラ砂防
博物館
富山県中新川郡立山町芦
峅寺字ブナ坂６８

立山砂防資料館カルデラ受付等業
務

渡　正昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
立山砂防事務所長
富山県中新川郡立山町芦峅寺
字ブナ坂６１

平成17年4月1日 8,058,750

資料館は立山カルデラ砂防博物館が一体化し
来館者へより的確な対応をする必要がある。
上記法人が立山カルデラ砂防博物館の管理・
運営を行っており展示や案内・解説に関して
のノウハウを有している。(会計法第29条の3
第4項予決令第102条）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5558

（株）インターネットイ
ニシアティブ
東京都千代田区神田神保
町１－１０５神保町三井
ビルディング

インターネット接続サービス等業
務

渡　正昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
立山砂防事務所長
富山県中新川郡立山町芦峅寺
字ブナ坂６１

平成17年4月1日 5,318,460

立山砂防事務所のインターネットによる情報
発信関連のシステムに精通しており、他業者
では新たなシステムの構築に多くの時間と費
用が必要となる。(会計法第29条の3第4項予
決令第102条）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5559
北陸建設サービス（株）
富山県富山市経堂３丁目
２１６番２

立山砂防事務所及び上滝寮清掃等
業務委託

渡　正昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
立山砂防事務所長
富山県中新川郡立山町芦峅寺
字ブナ坂６１

平成17年4月1日 11,765,412
履行箇所が山間僻地であり作業員の確保が難
しく、当該業者は長年の実績が有り確実性が
あるため。（会計法第29条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
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点検の結果 講ずる措置 備考

5560

（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ
東京都豊島区東池袋３－
１６－３アーバンネット
池袋ビル８Ｆ　ＮＴＴド
コモ東京料金事務Ｃ収納
事務担当

携帯電話料

渡　正昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
立山砂防事務所長
富山県中新川郡立山町芦峅寺
字ブナ坂６１

平成17年4月1日 1,947,385
長期継続契約のため（会計法第29条の3第4
項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5561
西日本電信電話（株）
富山支店
富山市桜通り４－３２

電話料

渡　正昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
立山砂防事務所長
富山県中新川郡立山町芦峅寺
字ブナ坂６１

平成17年4月1日 1,279,871
長期継続契約のため（会計法第29条の3第4
項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5562
富山日産自動車（株）
富山県富山市西新庄１１
－４６

連絡車（４×４）１台交換購入

渡　正昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
立山砂防事務所長
富山県中新川郡立山町芦峅寺
字ブナ坂６１

平成17年5月19日 3,632,560
不落随契（会計法第２９条の６第２項及び予
決令第９９条の２）

その他
競争入札に移行したもの

（１８年度より）

5563
北日本モーター（株）
富山市安住町２－１４

建物賃貸借

渡　正昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
立山砂防事務所長
富山県中新川郡立山町芦峅寺
字ブナ坂６１

平成17年4月1日 5,675,159
長期継続契約に基づく賃貸借契約(会計法第
29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5564
桑島　恵子
富山市清水元町１－１８

建物賃貸借料

渡　正昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
立山砂防事務所長
富山県中新川郡立山町芦峅寺
字ブナ坂６１

平成17年4月1日 1,000,200
長期継続契約に基づく賃貸借契約(会計法第
29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5565

日本工営（株）　北陸事
務所
石川県金沢市駅西本町５
－１－４３

平成１７年度　ダムサイト地質解
析業務委託

岩田　英二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
利賀ダム工事事務所長
富山県砺波市太郎丸１－５－
１０

平成17年4月25日 37,275,000

ゆるみ斜面の対策工法を検討する業務である
が、当該業者は、過年度業務でゆるみ岩盤に
ついて解析しており今回は解析の結果に基づ
く対策工等を実施する業務である。(会計法
第29条の３第４項、予決令第102条の４第３
号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）（１

９年度より）

5566
北陸建設サービス（株）
富山県富山市経堂３－２
１６－２

清掃等業務委託

岩田　英二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
利賀ダム工事事務所長
富山県砺波市太郎丸１－５－
１０

平成17年4月1日 9,934,798

利賀ダム工事事務所及び清流寮の清掃及び給
食を行うものである。高度な守秘義務と衛生
面の知識にも精通が必要である。履行実績が
あり、業務内容を熟知しており、信頼性が高
く、対応できる体制が確立されている。（会
計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条
の４第３項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5567
南砺市長
富山県南砺市苗島４８８
０番地

利賀ダム現場連絡所設置に係る建
物賃貸借料

岩田　英二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
利賀ダム工事事務所長
富山県砺波市太郎丸１－５－
１０

平成17年4月1日 2,700,000
建物の賃貸借(会計法第２９条の３第４項、
予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5568
堀田　信一
富山県礪波市太郎丸１－
９－１８

宿舎借上料

岩田　英二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
利賀ダム工事事務所長
富山県砺波市太郎丸１－５－
１０

平成17年4月1日 3,660,000
長期継続契約に基づく賃貸借契約(会計法第
29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5569
砺波市土地開発公社
富山県礪波市栄町７－３

庁舎敷地賃貸借

岩田　英二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
利賀ダム工事事務所長
富山県砺波市太郎丸１－５－
１０

平成17年4月1日 9,559,068
長期継続契約に基づく賃貸借契約(会計法第
29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5570
礪波市水道事業者　　礪
波市長
富山県礪波市栄町７－３

宿舎敷地賃貸借

岩田　英二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
利賀ダム工事事務所長
富山県砺波市太郎丸１－５－
１０

平成17年4月1日 4,080,156
長期継続契約に基づく賃貸借契約(会計法第
29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5571
台蔵　実
砺波市鍋島５１番地

宿舎借上料

岩田　英二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
利賀ダム工事事務所長
富山県砺波市太郎丸１－５－
１０

平成17年4月1日 1,632,000
長期継続契約に基づく賃貸借契約(会計法第
29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5572
加州建設（株）
石川県金沢市小金町３－
３１

津幡工区除雪作業

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成18年1月30日 76,889,193

「除雪機械乗務基準」に適合した資格・経験
年数を有し、道路構造、沿道状況や制約条件
及び地域の気象条件等を熟知したオペレータ
を交替要員を含め確保、配置でき、情報連絡
においては地域の地理、地形、気象状況や沿
道住民にも精通した要員を確保しているた
め。（会計法第29条の3第4項及び予決令第
102条の4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5573
北川ヒューテック（株）
石川県金沢市神田１－１
３－１

金沢・金沢東工区除雪作業

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成18年1月30日 69,514,683

「除雪機械乗務基準」に適合した資格・経験
年数を有し、道路構造、沿道状況や制約条件
及び地域の気象条件等を熟知したオペレータ
を交替要員を含め確保、配置でき、情報連絡
においては地域の地理、地形、気象状況や沿
道住民にも精通した要員を確保しているた
め。（会計法第29条の3第4項及び予決令第
102条の4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5574
沢田工業（株）
石川県金沢市馬替２－１
１２

松任工区除雪作業

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成18年1月30日 50,407,924

「除雪機械乗務基準」に適合した資格・経験
年数を有し、道路構造、沿道状況や制約条件
及び地域の気象条件等を熟知したオペレータ
を交替要員を含め確保、配置でき、情報連絡
においては地域の地理、地形、気象状況や沿
道住民にも精通した要員を確保しているた
め。（会計法第29条の3第4項及び予決令第
102条の4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5575
島屋建設（株）
石川県金沢市増泉３－１
６－１８

小松・加賀工区除雪作業

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成18年1月30日 83,883,012

「除雪機械乗務基準」に適合した資格・経験
年数を有し、道路構造、沿道状況や制約条件
及び地域の気象条件等を熟知したオペレータ
を交替要員を含め確保、配置でき、情報連絡
においては地域の地理、地形、気象状況や沿
道住民にも精通した要員を確保しているた
め。（会計法第29条の3第4項及び予決令第
102条の4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5576
丸建道路（株）
石川県金沢市小坂町西７
５

穴水・七尾・押水工区除雪作業

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成18年1月31日 63,855,041

「除雪機械乗務基準」に適合した資格・経験
年数を有し、道路構造、沿道状況や制約条件
及び地域の気象条件等を熟知したオペレータ
を交替要員を含め確保、配置でき、情報連絡
においては地域の地理、地形、気象状況や沿
道住民にも精通した要員を確保しているた
め。（会計法第29条の3第4項及び予決令第
102条の4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5577

（財）国際生態学セン
ター
神奈川県横浜市中区山下
町３２　横浜合同庁舎６
階

津幡北バイパス法面緑化検討業務
委託

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年12月26日 3,801,000

本業務は、国土交通省が作成した「森つくろ
うマップ」の潜在自然植生理論に基づいて実
施するものであり、潜在自然植生は、当該財
団研究所長であり、宮脇昭横浜国立大学名誉
教授の「森つくり理論」に基づくものである
ため。（会計法第29条の3第4項及び予決令第
102条の4第3号）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5578

西日本電信電話（株）金
沢支店
石川県金沢市出羽町４－
１

高速バスロケーションシステム設
計・開発業務委託

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成18年3月15日 20,108,130

本業務は、公共交通への転換を促すことを目
的に当事務所が運営している交通流データ収
集システム「バスく～る」に新たに金沢発着
の高速バス運行情報を提供することによりこ
とするシステムの設計・開発を行うものであ
ることから、交通流データ収集システムの開
発当初から携わり、現在では、管理業務も実
施している本業務を行える唯一の会社である
ため。（会計法第29条の3第4項及び予決令第
102条の4第3号）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5579
（株）エマキ
福島県会津若松市追手町
５－３６

手取川・梯川河川情報管理システ
ム作成作業

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成18年2月17日 10,185,000
特許技術（NETIS登録）（会計法第29条の3第
4項及び予決令第102条の4第3号）

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5580

（社）石川県公共嘱託登
記司法書士協会
石川県金沢市新神田４－
１０－１８

登記（権利）業務

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年5月26日 2,939,563

　不動産登記にあたっては、支給する登記資
料の点検、公共嘱託業務に関する知識の集
積・能力等が必要であり、また、土地の二重
登記等を防止するためにも契約後、速やかに
登記手続きを適正、迅速に行うことが要求さ
れる。当協会は、司法書士法第68条の規定に
基づき、公共の利益となる事業を行う者によ
る不動産の権利に関する登記の嘱託または申
請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目
的に設置された公益法人である。また、当該
業務の経験、知識、能力等を有し、地域特性
及び手続きを十分熟知し、膨大な登記事務処
理を速やかに対応できる法人である。更に、
事務所管内の所轄法務局の登記業務を網羅し
ており、本業務を履行できる県内唯一の者で
ある。拠って、当協会と随意契約を締結する
ものである。（会計法第29条の3第4項、予決
令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
単価契約

5581

（社）石川県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会
石川県金沢市新神田３－
９－２８

登記（表示）業務

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年5月26日 7,403,609

　不動産登記にあたっては、支給する登記資
料の点検、公共嘱託業務に関する知識の集
積・能力等が必要であり、また、土地の二重
登記等を防止するためにも契約後、速やかに
登記手続きを適正、迅速に行うことが要求さ
れる。当協会は、土地家屋調査士法第63条の
規定に基づき、公共の利益となる事業を行う
者による不動産の表示に関する登記の嘱託ま
たは申請の適正かつ迅速な実施に寄与するこ
とを目的に設置された公益法人である。ま
た、当該業務の経験、知識、能力等を有し、
地域特性及び手続きを十分熟知し、膨大な登
記事務処理を速やかに対応できる法人であ
る。更に、事務所管内の所轄法務局の登記業
務を網羅しており、本業務を履行できる県内
唯一の者である。拠って、当協会と随意契約
を締結するものである。（会計法第29条の3
第4項、予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
単価契約

5582
（株）北國新聞社
金沢市香林坊２－５－１

防災・減災フォーラム運営業務

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年7月5日 2,257,500
全国整合性・唯一性のため（会計法第29条の
3第4項及び予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5583
奥野　優
輪島市町野町曽々木キ部
６－２

建物賃貸借契約（サンクレスト駅
西）

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年4月1日 2,556,000
長期継続契約に基づく賃貸借契約(会計法第
29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5584
北斗理研（株）
東京都東村山市多摩湖町
１－２５－２

手取川ダム水質自動観測ソフト改
良

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成18年3月16日 2,782,500
改良ソフトの開発を行った業者にしか為しえ
ない業務（会計法第29条の3第4項及び予決令
第102条の4第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく

は企画競争に移行）

5585

（株）大和環境分析セン
ター
金沢市北安江２－７－３
３

金沢河川国道事務所アスベスト調
査業務

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年10月28日 2,719,500
石川県内で唯一の分析機関であるため（会計
法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3
号）

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの
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5586
西沢　武
石川県金沢市西念２－１
－２７

建物賃貸借契約（アクティ駅西）

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年4月1日 1,992,000
長期継続契約に基づく賃貸借契約(会計法第
29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5587
本陣住宅（株）
石川県金沢市駅西本町１
－１５－２０

建物賃貸借契約（ドゥビィラー
ジュ）

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年4月1日 4,080,000
長期継続契約に基づく賃貸借契約(会計法第
29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5588
松田　良恵
七尾市奥原町下部４０

建物賃貸借（能越建設監督官会議
室）

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年4月1日 1,512,000
長期継続契約に基づく賃貸借契約(会計法第
29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5589
松田　良恵
七尾市奥原町下部４０

建物賃貸借（能越道建設館）

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年4月1日 2,142,000
長期継続契約に基づく賃貸借契約(会計法第
29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5590
コマツ石川（株）
石川県金沢市神宮寺３－
１－２０

自動車等修繕単価契約その４

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年5月23日 15,928,591

機械整備のために必要な技術情報や整備技術
を確保するために必要な、当該車両の制作
メーカーのサービス工場（制作メーカー直営
工場を含む）契約を受けており、整備員は当
該機械の構造・機能をを熟知し、修繕に関す
る経験や知識を十分に蓄積しているため。
（会計法第29条の3第4項,予決令第102条の4
第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１９年度より）
単価契約

5591

中日本キャタピラー三菱
建機販売（株）北陸西本
店
石川県金沢市梅田町ロ５
４

自動車等修繕単価契約その５

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年5月23日 13,063,463

機械整備のために必要な技術情報や整備技術
を確保するために必要な、当該車両の制作
メーカーのサービス工場（制作メーカー直営
工場を含む）契約を受けており、整備員は当
該機械の構造・機能をを熟知し、修繕に関す
る経験や知識を十分に蓄積しているため。
（会計法第29条の3第4項）（予決令第102条
の4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１９年度より）
単価契約

5592
（株）豊商
石川県白山市相川町１２
２７

自動車等修繕単価契約その７

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年11月29日 9,000,351

機械整備のために必要な技術情報や整備技術
を確保するために必要な、当該車両の制作
メーカーのサービス工場（制作メーカー直営
工場を含む）契約を受けており、整備員は当
該機械の構造・機能をを熟知し、修繕に関す
る経験や知識を十分に蓄積しているため。
（会計法第29条の3第4項）（予決令第102条
の4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１９年度より）
単価契約
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5593
（株）ピークス
石川県能美市和佐谷町１
９４

道の駅「しらやまさん」維持管理
作業

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年4月1日 4,002,636

道の駅「しらやまさん」は、国土交通省と
(株)ピークスが一体となって整備を行った施
設であり、当該業務については、『道の駅
「しらやまさん」の設置に関する協定』第３
条の規定に基づき『道の駅「しらやまさん」
の維持管理に関する覚書』を(株)ピークスと
締結したため。（会計法第29条の3第4項及び
予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
単価契約

5594
北陸建設サービス（株）
富山県富山市経堂３－２
１６－２

電話交換等業務委託

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年4月1日 3,606,324
外部との事務所窓口としての専門的な知識及
び実績があるため（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5595
セコム北陸（株）
金沢市尾山町３－１８

太平寺及び武蔵ヶ辻横断地下道機
器警備業務委託

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年4月1日 2,232,084

平成１３年にセコム北陸(株)と別契約により
地下道に警報機器類を設置しており、この設
置済み機器により本業務を実施しているもの
であるため。（会計法第29条の3第4項及び予
決令第102条の4第3号）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）（１
９年度より国庫債務負担

行為で計上）

単価契約

5596
（株）石川メーター
石川県金沢市古府１丁目
１３－１

稼働記録計修繕単価契約

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年9月8日 3,519,745

機械整備のために必要な技術情報や整備技術
を確保するために必要な、当該車両の制作
メーカーのサービス工場（制作メーカー直営
工場を含む）契約を受けており、整備員は当
該機械の構造・機能をを熟知し、修繕に関す
る経験や知識を十分に蓄積しているため。
（会計法第29条の3第4項）（予決令第102条
の4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5597
石川交通（株）
石川県金沢市長田町２－
２５－２５

タクシー借上契約

伊藤 正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年4月1日 2,834,980

金沢以外の能登、七尾、加賀、小松地区全て
に営業所を有する唯一の業者であり、保有台
数が 大の業者であるため。（会計法第29条
の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5598
千代田機電（株）
石川県金沢市利屋町る３
０

自動車等修繕単価契約その６

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年5月23日 27,304,288

機械整備のために必要な技術情報や整備技術
を確保するために必要な、当該車両の制作
メーカーのサービス工場（制作メーカー直営
工場を含む）契約を受けており、整備員は当
該機械の構造・機能をを熟知し、修繕に関す
る経験や知識を十分に蓄積しているため。
（会計法第29条の3第4項）（予決令第102条
の4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１９年度より）
単価契約

5599
北陸重機（株）
金沢市鳴和２－７－２０

自動車等修繕単価契約その８

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年5月23日 4,843,072

機械整備のために必要な技術情報や整備技術
を確保するために必要な、当該車両の制作
メーカーのサービス工場（制作メーカー直営
工場を含む）契約を受けており、整備員は当
該機械の構造・機能をを熟知し、修繕に関す
る経験や知識を十分に蓄積しているため。
（会計法第29条の3第4項及び予決令第102条
の4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１９年度より）
単価契約
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5600

日本道路公団新潟管理局
経理グル－プサブリー
ダー
新潟市山田２３１０－１

高速道路通行料

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年5月20日 1,703,500
高速道路通行料金のため（会計法第29条の3
第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5601

中日本高速道路（株）金
沢支社経理チームリー
ダー
金沢市神野町東１７０

高速道路通行料

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年11月16日 2,395,041
高速道路通行料金のため（会計法第29条の3
第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5602
西日本電信電話（株）
石川県金沢市出羽町４－
１

金沢河川国道事務所外１６９件電
話料

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年4月28日 10,410,405
長期継続契約のため（会計法第29条の3第4
項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5603
西日本電信電話（株）
石川県金沢市出羽町４－
１

金沢河川国道事務所外３１件専用
電話料

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年4月25日 7,234,683
長期継続契約のため（会計法第29条の3第4
項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5604

ＮＴＴコミュニケーショ
ンズ（株）
松山市山越３－１５－１
５

電話料（ＯＣＮ）

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年4月22日 4,330,231
長期継続契約のため（会計法第29条の3第4
項） その他

随意契約によらざるを得
ないもの

5605
金沢市公営企業管理者
金沢市広岡３－３－３０

ガス料（金沢市片町１丁目）

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年5月9日 2,462,137
地区唯一のガス供給事業者のため（会計法第
29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得
ないもの

5606
金沢市公営企業管理者
金沢市広岡３－３－３０

金沢河川国道事務所ガス・水道料

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年4月22日 1,943,792
地区唯一のガス供給事業者のため（会計法第
29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得
ないもの

5607
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ北陸
金沢市大手町１２－８

携帯電話使用料

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年4月22日 4,827,703
長期継続契約のため（会計法第29条の3第4
項） その他

随意契約によらざるを得
ないもの

5608

電源開発（株）水力・送
変電事業部　中部支店
愛知県春日井市十三塚町
十三塚３０３０

手取川ダム共同施設管理用電力料
金（第１四半期）

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年7月13日 6,394,196
ダム管理協定に基づくダム管理に必要な電力
料金（会計法第29条の３第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5609
手取農業協同組合　尾口
支所
白山市瀬戸寅１３８－３

揮発油等購入単価契約その２

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年9月30日 1,144,435
少額随契（会計法第29条の3第4項、予決令第
99条第3号） その他

随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5610

（社）山形県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会
山形県山形市緑町１－４
－４３

公共嘱託登記（土地家屋調査士）
業務

宮島　滋近
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
横川ダム工事事務所長
山形県西置賜郡小国町大字岩
井沢５２３－１

平成17年5月11日 3,070,584

　不動産登記にあたっては、支給する登記資
料の点検、公共嘱託業務に関する知識の集
積・能力等が必要であり、また、土地の二重
登記等を防止するためにも契約後、速やかに
登記手続きを適正、迅速に行うことが要求さ
れる。当協会は、土地家屋調査士法第63条の
規定に基づき、公共の利益となる事業を行う
者による不動産の表示に関する登記の嘱託ま
たは申請の適正かつ迅速な実施に寄与するこ
とを目的に設置された公益法人である。ま
た、当該業務の経験、知識、能力等を有し、
地域特性及び手続きを十分熟知し、膨大な登
記事務処理を速やかに対応できる法人であ
る。更に、事務所管内の所轄法務局の登記業
務を網羅しており、本業務を履行できる県内
唯一の者である。拠って、当協会と随意契約
を締結するものである。（会計法第29条の3
第4項、予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
単価契約

5611
（株）丸菱
石川県金沢市問屋町２－
２０

電子複写機賃貸借及び保守その１

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年4月1日 2,589,113

初年度において、賃貸借料金を積算、契約す
るにあたって、３年間の賃貸借期間を前提と
している(商慣習)。初年度一般競争入札を実
施、2年目以降随意契約を実施。(会計法第29
条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5612
東芝ソリューション
（株）新潟支店
新潟市東大通１－４－２

ＬＡＮシステム基盤機器賃貸借

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年5月31日 5,707,800

過年度に設置済みの施設を継続してしること
が経済的に有利であること及び北陸地方整備
局LANシステムとの一体的な機器運用・保守
を行うことができる唯一の業者である。（会
計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（２０年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5613

（社）山形県公共嘱託登
記司法書士協会
山形県山形市緑町１丁目
４番３５号

公共嘱託登記（司法書士）業務

宮島　滋近
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
横川ダム工事事務所長
山形県西置賜郡小国町大字岩
井沢５２３－１

平成17年5月11日 2,392,794

　不動産登記にあたっては、支給する登記資
料の点検、公共嘱託業務に関する知識の集
積・能力等が必要であり、また、土地の二重
登記等を防止するためにも契約後、速やかに
登記手続きを適正、迅速に行うことが要求さ
れる。当協会は、司法書士法第68条の規定に
基づき、公共の利益となる事業を行う者によ
る不動産の権利に関する登記の嘱託または申
請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目
的に設置された公益法人である。また、当該
業務の経験、知識、能力等を有し、地域特性
及び手続きを十分熟知し、膨大な登記事務処
理を速やかに対応できる法人である。更に、
事務所管内の所轄法務局の登記業務を網羅し
ており、本業務を履行できる県内唯一の者で
ある。拠って、当協会と随意契約を締結する
ものである。（会計法第29条の3第4項、予決
令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5614
住信・松下フィナンシャ
ルサービス（株）
金沢市三口町土３７６

道路パトロール支援システムハー
ドウェア賃貸借

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年4月1日 1,150,380

このシステムのハードウェアは（財）道路保
全技術センターと松下電器産業株式会社が共
同開発を行い、かつ本システム用に独自改良
がなされているものである。本機能を有する
ハードウェアは他にはなく、このハードウェ
アのリースは住友・松下ファイナンシャル
サービス(株)のみが取り扱っているため。
（会計法第29条の3第4項及び予決令第102条
の4第3号）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）
単価契約

5615
北陸ゼロックス（株）
金沢市中橋町１１－１８

電子複写機賃貸借及び保守その２

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年4月1日 8,913,153

初年度において、賃貸借料金を積算、契約す
るにあたって、３年間の賃貸借期間を前提と
している(商慣習)。初年度一般競争入札を実
施、2年目以降随意契約を実施。(会計法第29
条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5616
（株）ヤマシナ商事
金沢市窪６－２３３－１

電子複写機賃貸借及び保守その３

伊藤 正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年4月1日 1,954,246

初年度において、賃貸借料金を積算、契約す
るにあたって、３年間の賃貸借期間を前提と
している(商慣習)。初年度一般競争入札を実
施、2年目以降随意契約を実施。(会計法第29
条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5617
（株）ぎょうせい
東京都杉並区荻窪４－３
０－１６

物品購入（追録）

伊藤 正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年7月21日 1,809,340
唯一の供給元・出版元からの購入(会計法第
29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5618
新日本法規出版（株）
名古屋市中区栄１－２６
－１１

物品購入（追録）

伊藤 正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年5月20日 1,589,150
唯一の供給元・出版元からの購入(会計法第
29条の3第5項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5619
日本郵政公社
長野市吉田３－６－１０

後納郵便料

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年3月9日 1,051,580 料金後納付郵便料(会計法第29条の3第4項) その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5620
日本郵政公社
金沢市本町２－５－１５

後納郵便料

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年5月9日 1,796,350 料金後納付郵便料(会計法第29条の3第4項) その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5621
小国開発（株）
山形県西置賜郡小国町大
字岩井沢７６５

宿舎内部樹脂サッシ新設外工事

古川　正幸
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
飯豊山系砂防事務所長
山形県西置賜郡小国町大字小
国小坂町３－４８

平成18年2月24日 1,732,500
少額随契（会計法第２９条の３第５項、予決
令第９９条第２号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく

は企画競争に移行）

5622
（株）高橋工務店
山形県西置賜郡小国町大
字兵庫舘３－５－５１

受水槽ガードフェンス設置工事

古川　正幸
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
飯豊山系砂防事務所長
山形県西置賜郡小国町大字小
国小坂町３－４８

平成17年11月18日 1,365,000
少額随契（会計法第２９条の３第５項、予決
令第９９条第２号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく

は企画競争に移行）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
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（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5623

特定非営利活動法人　砂
防広報センター　理事長
保科幸二
東京都千代田区五番町１
２番地五番町Ｋビル

砂防広報検討業務委託

古川　正幸
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
飯豊山系砂防事務所長
山形県西置賜郡小国町大字小
国小坂町３－４８

平成17年8月19日 9,975,000

本業務では、地域住民にヒアリングを実施
し、防災意識の状況把握や羽越水害での災害
体験記録集の作成を行うとともに、砂防技術
の先進工法に一つとして実施されている既設
砂防堰堤スリット化工法の施工方法を映像に
よりインターネットなどを通じて広く情報発
信することを目的とした、映像資料の検討及
び作成を行うものである。本業務の実施にあ
たっては、上流域から下流域までの水系一貫
とした土砂災害に対する防災意識の向上を図
るため、中立、公平な立場からの検討が必要
となる。また、地域住民の防災意識の状況把
握、防災活動に必要な情報の発信、防災教育
及び砂防技術の広報手法等に関し、きわめて
高度な知識と行政的知見を必要とする。上記
法人は、危険地域に住む人々及び一般国民に
対し、「災害の実態、災害防止策に関する知
識についての啓蒙・普及活動、又技術交流の
促進等を通じ、人命と財産の保全及び地域の
安全の確保並びに環境の保全に貢献するこ
と」を目的に活動し、砂防事業に深く精通し
ている特定非営利活動法人である。また、土
砂災害防止に関して、一般住民や学生を対象
に研修会、見学会、講演会やあるいは社会体
験学習を重視する「総合学習」の支援等を精
力的な実施、砂防技術の広報については、工
法や災害現象のわかりやすい映像の作成やイ
ンターネットを活用した情報発信も精力的に
実施し、本業務を円滑に遂行するために必要
な技術力、経験等を有し、あわせて行政補助
として必要な公平性、中立性を有する唯一の
法人である。よって、上記法人と随意契約を
締結するものである。（会計法第29条の３第
4項、予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく

は企画競争に移行）

5624
北陸建設サービス（株）
富山県富山市経堂３－２
１６－２

清掃等業務委託

古川　正幸
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
飯豊山系砂防事務所長
山形県西置賜郡小国町大字小
国小坂町３－４８

平成17年5月12日 10,484,527

地域性・気象条件下において本業務に対応可
能な作業員を年間を通じ確保することは、非
常に困難であるため、信頼性の高い者を選定
する必要がある。北陸建設サービス(株)しか
おらず、随意契約を行うものである。(会計
法第29条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5625

（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ東北
山形県山形市幸町１８番
９号ＤｏＣｏＭｏ東北山
形ビル２Ｆ

携帯電話料

古川　正幸
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
飯豊山系砂防事務所長
山形県西置賜郡小国町大字小
国小坂町３－４８

平成17年4月25日 1,453,257 長期継続契約のため(会計法第29条の3第4項) その他
随意契約によらざるを得

ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5626

日本電子計算機（株）営
業本部長
東京都千代田区丸の内３
－４－１

ＬＡＮシステム基盤賃貸借

古川　正幸
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
飯豊山系砂防事務所長
山形県西置賜郡小国町大字小
国小坂町３－４８

平成17年5月9日 2,082,150

本契約は、北陸地方整備局の事務所において
賃貸者する汎用システム端末機及びＬＡＮシ
ステム通信機器等の運用及び保守を含め、従
来から上記業者との契約により実施してい
る。今年度も業務上、同システムを継続して
運用を行う必要があり、現システム構成で要
求する機能要件を満たしていること、さらに
機器の運用及び保守の一体性を確保する必要
がある。以上の理由により、上記業者と随意
契約するものである。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（２０年度より国庫債務

負担行為を計上）

5627
（株）斎藤造園
山形県東根市大字東根甲
５９９２－３

飛泉寺大銀杏移植準備その５作業

七澤　馨
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
横川ダム工事事務所長
山形県西置賜郡小国町大字岩
井沢５２３－１

平成17年7月8日 2,362,500

本作業で対象とする大銀杏は小国町の指定文
化財であり、移植時又は移植前において、枯
損させることは避けなければならなく、樹木
の生育状況や気象条件、病害虫発生状況など
厳重な監視に基づき処理が必要であり、H12
年度から16年度まで剪定、根回し、泥巻、消
毒、発根促進処理等の移植準備作業を継続実
施しているために植生について熟知してい
る。（会計法29条の3第4項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5628

特定非営利活動法人風土
工学デザイン研究所
東京都千代田区神田錦町
１－２３

横川ダム風土工学検討業務

宮島　滋近
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
横川ダム工事事務所長
山形県西置賜郡小国町大字岩
井沢５２３－１

平成17年10月17日 5,880,000

本業務の実施にあたってはダム周辺環境、地
元地域の環境や風土、地名文化及び土木技術
に関する高度な見識並びに風土工学理論を駆
使した検討が必要となる。左記法人は上記に
関する専門的な調査・研究及び保全と振興に
関する活動を行っており、全国各地での風土
調査や保全、ダムをはじめとする社会資本等
の風土デザインに多くの実績を持ち、豊富な
知識、経験、高い技術力を有する唯一の法人
である。(会計法29条の3第4項)

見直しの余地があり
公募を実施（１８年度よ

り）

5629

国土環境（株）新潟営業
所
新潟県新潟市万代４－２
－２３

横川ダム環境調査業務

七澤　馨
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
横川ダム工事事務所長
山形県西置賜郡小国町大字岩
井沢５２３－１

平成17年4月13日 92,400,000

本業務の調査期間はクマタカの繁殖活動の時
期に当たり、繁殖活動に影響を与えないよう
十分注意する必要がある。また工事による環
境への影響を把握・予測するためには過去の
横川ダム周辺の環境状況を十分熟知し、わず
かな変化も見逃さない豊富な経験と専門的知
識が必要となる。契約の相手方は、横川ダム
の環境影響に関する調査やクマタカの個体識
別、生息状況及び行動習癖等について十分熟
知している唯一の業者である。(会計法29条
の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）

5630
（株）グリーンシグマ
新潟県新潟市坂井７００
－１

横川ダムビオトープ計画・運営業
務

七澤　馨
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
横川ダム工事事務所長
山形県西置賜郡小国町大字岩
井沢５２３－１

平成17年4月28日 3,780,000

本業務には、動植物の基礎知識、自然環境観
察を指導できる経験豊富な技術者が必要であ
る。また河川・ダム湖の生態特性の分析能力
が要求される。さらにワークショップ形式に
よるビオトープの管理・運営では、地域との
信頼関係が重要となる。契約の相手方は、動
植物の調査や河川、ダム湖の生態系の保全創
出を専門とする技術者を擁し、H10年度のビ
オトープづくりの時から継続して地域住民と
ともにビオトープの管理、調査を行い、地元
組織とも深いつながりがある唯一の業者であ
る。(会計法29条の3第4項)

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく

は企画競争に移行）
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5631
（株）文化映画新社
東京都千代田区平河町１
－８－１１

横川ダム建設事業記録映画撮影作
業

七澤　馨
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
横川ダム工事事務所長
山形県西置賜郡小国町大字岩
井沢５２３－２

平成17年4月28日 4,357,500

本業務は、ダム完了時に一連の記録映画のと
りまとめを行うことから、毎年実施してい
る。映像の著作権は、原初的に制作者に発生
し、完成した段階で著作権は制作者が有する
ことになり、完成時にとりまとめを行う場
合、著作権の一元化が必要となる。契約の相
手方は、H2年度より継続作業を行い、これま
での記録映画の著作権も有している。((会計
法29条の3第4項)

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5632
（株）山形新聞社
山形市旅篭町２丁目５－
１２

横川ダム建設事業広報その２業務

七澤　馨
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
横川ダム工事事務所長
山形県西置賜郡小国町大字岩
井沢５２３－３

平成17年4月25日 1,142,400

横川ダム建設事業を広く県民に知ってもらう
ためには、広報対象地域に広い購読者をもつ
新聞が も適しており、県内一の発刊部数を
誇る新聞社のため。((会計法29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5633
北陸建設サービス（株）
富山県富山市経堂３－２
１６－２

清掃等業務委託

七澤　馨
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
横川ダム工事事務所長
山形県西置賜郡小国町大字岩
井沢５２３－４

平成17年4月1日 8,981,849
地域性・気象条件において、本業務に対応可
能な作業員を年間を通じ確保することは非常
に困難であるため。((会計法29条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5634

東日本電信電話（株）
札幌市白石区本通８丁目
南１－３７　ＮＴＴ白石
本通ビル

電話料

七澤　馨
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
横川ダム工事事務所長
山形県西置賜郡小国町大字岩
井沢５２３－５

平成17年4月1日 1,237,096
長期継続契約のため（会計法第29条の3第4
項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5635

（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ東北
宮城県仙台市青葉区五橋
１－５－３

電話料

七澤　馨
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
横川ダム工事事務所長
山形県西置賜郡小国町大字岩
井沢５２３－６

平成17年4月1日 1,405,621
長期継続契約のため（会計法第29条の3第4
項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5636

東芝ソリューション
（株）新潟支店
新潟県新潟市東大通１丁
目４－２

平成１７年度共有ＬＡＮ機器賃貸
借契約

七澤　馨
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
横川ダム工事事務所長
山形県西置賜郡小国町大字岩
井沢５２３－７

平成17年4月1日 2,157,750
業務上、同システム継続運用の必要があり、
機器の運用及び保守の一体性を確保する必要
があるため。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（２０年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5637

小国ガスエネルギー
（株）
山形県西置賜郡小国町大
字緑町３丁目４３番地

プロパンガス供給単価契約

七澤　馨
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
横川ダム工事事務所長
山形県西置賜郡小国町大字岩
井沢５２３－８

平成17年4月1日 1,154,218
地区唯一のガス供給事業者のため(会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
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5638

（株）丸島アクアシステ
ム
大阪府大阪市中央区谷町
５－３－１７

大川ダム選択取水設備修繕工事

矢田　弘
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀川河川事務所長
福島県会津若松市表町２－７
０

平成17年11月22日 40,950,000

当初設計、製作、据付を行った業者だけが持
つ特定の知識、経験、能力、データ等が不可
欠とされるため（会計法第２９条の３第４
項、予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）（１

８年度より）

5639
八ッ橋設備（株）
福島県会津若松市桧町２
－３

南町宿舎浴室等修繕工事

矢田　弘
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀川河川事務所長
福島県会津若松市表町２－７
０

平成18年3月6日 2,152,500
少額随契（会計法第２９条の３第５項、予決
令第９９条第２号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）（１

８年度より）

5640

（株）東京建設コンサル
タント　北陸事務所
新潟市東大通１－２－２
３

阿賀川洪水予測システム改良検討
業務委託

矢田　弘
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀川河川事務所長
福島県会津若松市表町２－７
０

平成17年12月13日 7,560,000
本業務のプログラムの肖像権「ソースコー
ド」を所有するため（会計法第２９条の３第
４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5641
（株）中央公論新社
東京都中央区京橋二丁目
八番七号

阿賀川等広告掲載業務

矢田　弘
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀川河川事務所長
福島県会津若松市表町２－７
０

平成17年5月19日 1,932,000

平成16年度から「探訪　日本の川」という企
画で全国の一級河川を紹介している唯一の企
画雑誌のため（会計法第29条の３第4号、予
決令第102条の４第3号）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5642

日本電子計算機（株）営
業本部長
東京都千代田区丸の内３
－４－１

阿賀川河川事務所ＬＡＮシステム
基盤機器等一式賃貸借契約

矢田　弘
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀川河川事務所長
福島県会津若松市表町２－７
０

平成17年4月1日 2,794,050

当事務所のLANシステム基盤機器等は東芝仕
様のシステム形態で運用しており、同社の機
器を導入する必要があるため（会計法第29条
の3第4項及び予決令102条の第4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（２０年度より国庫債務

負担行為を計上）

5643
北陸建設サービス（株）
富山県富山市経堂３－２
１６－２

阿賀川河川事務所庁舎外清掃等業
務

矢田　弘
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀川河川事務所長
福島県会津若松市表町２－７
０

平成17年4月1日 15,396,437

6箇所に及ぶ履行場所が山間寒冷地域を含み
広域に点在する特殊性・業務精通度・高い信
頼性を保持しているため（会計法第29条の3
第4項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5644
セコム株式会社
東京都渋谷区神宮前１丁
目５番１号

機械警備業務委託

矢田　弘
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀川河川事務所長
福島県会津若松市表町２－７
０

平成17年4月1日 1,595,148

平成15年より当該機械警備装置を設置してお
り他社と契約すれば既設設備の撤去及び新設
備の設置工事を伴う。経済性・実績・信頼性
を考慮し随意契約している。（会計法第29条
の3第4項及び予決令102条の第4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（２０年度より国庫債務

負担行為を計上）

5645

富士ゼロックス福島
（株）
福島県郡山市開成四丁目
２６番８号

カラー電子複写機賃貸借及び保守
契約

矢田　弘
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀川河川事務所長
福島県会津若松市表町２－７
０

平成17年4月1日 3,835,911

初年度において、賃貸借料金を積算、契約す
るにあたって、３年間の賃貸借期間を前提と
している(商慣習)。初年度一般競争入札を実
施、2年目以降随意契約を実施。(会計法第29
条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約
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5646

（社）長野県公共嘱託登
記司法書士協会
長野県長野市大字南長野
妻科３９９

登記業務委託（権利）

田上　澄雄
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
千曲川河川事務所長
長野県長野市鶴賀字峰村７４

平成17年5月30日 1,347,828

　不動産登記にあたっては、支給する登記資
料の点検、公共嘱託業務に関する知識の集
積・能力等が必要であり、また、土地の二重
登記等を防止するためにも契約後、速やかに
登記手続きを適正、迅速に行うことが要求さ
れる。当協会は、司法書士法第68条の規定に
基づき、公共の利益となる事業を行う者によ
る不動産の権利に関する登記の嘱託または申
請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目
的に設置された公益法人である。また、当該
業務の経験、知識、能力等を有し、地域特性
及び手続きを十分熟知し、膨大な登記事務処
理を速やかに対応できる法人である。更に、
事務所管内の所轄法務局の登記業務を網羅し
ており、本業務を履行できる県内唯一の者で
ある。拠って、当協会と随意契約を締結する
ものである。（会計法第29条の3第4項、予決
令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
単価契約

5647

東日本高速道路（株）新
潟支社
新潟県新潟市山田２３１
０－１

高速道路通行料

矢田 弘
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀川河川事務所長
福島県会津若松市表町２－７
０

平成17年5月18日 1,137,810
高速道路通行料金のため（会計法第29条の3
第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5648

（社）長野県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会
長野県長野市大字南長野
妻科３９９－２

登記業務委託（表示）

田上　澄雄
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
千曲川河川事務所長
長野県長野市鶴賀字峰村７４

平成17年5月30日 2,155,500

　不動産登記にあたっては、支給する登記資
料の点検、公共嘱託業務に関する知識の集
積・能力等が必要であり、また、土地の二重
登記等を防止するためにも契約後、速やかに
登記手続きを適正、迅速に行うことが要求さ
れる。当協会は、土地家屋調査士法第63条の
規定に基づき、公共の利益となる事業を行う
者による不動産の表示に関する登記の嘱託ま
たは申請の適正かつ迅速な実施に寄与するこ
とを目的に設置された公益法人である。ま
た、当該業務の経験、知識、能力等を有し、
地域特性及び手続きを十分熟知し、膨大な登
記事務処理を速やかに対応できる法人であ
る。更に、事務所管内の所轄法務局の登記業
務を網羅しており、本業務を履行できる県内
唯一の者である。拠って、当協会と随意契約
を締結するものである。（会計法第29条の3
第4項、予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
単価契約

5649
若松ガス（株）
福島県会津若松市千石町
４－１６

ガス料金

矢田　弘
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀川河川事務所長
福島県会津若松市表町２－７
０

平成17年4月25日 1,757,134
地区唯一のガス供給業者のため（会計法第29
条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5650

東日本電信電話（株）
札幌市白石区本通８丁目
南１－３７　ＮＴＴ白石
本通ビル

電話専用料

矢田　弘
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀川河川事務所長
福島県会津若松市表町２－７
０

平成17年4月25日 4,505,992
長期継続契約のため（会計法第29条の3第4
項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5651

東日本電信電話（株）
札幌市白石区本通８丁目
南１－３７　ＮＴＴ白石
本通ビル

電話料

矢田　弘
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀川河川事務所長
福島県会津若松市表町２－７
０

平成17年4月19日 1,887,092
長期継続契約のため（会計法第29条の3第4
項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
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5652

（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ東北
宮城県仙台市宮城野区榴
岡４－２－３仙台森ビル
６階

携帯電話料

矢田　弘
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀川河川事務所長
福島県会津若松市表町２－７
０

平成17年4月25日 1,118,169
長期継続契約のため（会計法第29条の3第4
項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5653

東日本高速道路（株）新
潟支社
新潟県新潟市山田２３１
０－１

高速道路通行料

田上　澄雄
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
千曲川河川事務所長
長野県長野市鶴賀字峰村７４

平成17年5月17日 2,295,824
高速道路通行料金のため（会計法第29条の3
第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5654

日本電子計算機（株）営
業本部長
東京都千代田区丸の内３
－４－１

事務所ＬＡＮシステム基盤機器等
一式賃貸借

田上　澄雄
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
千曲川河川事務所長
長野県長野市鶴賀字峰村７４

平成17年5月16日 5,597,550

汎用システム端末機及びＬＡＮシステム通信
機器などの運用及び保守を含め従来から契約
しているものであり、業務上同システムを継
続して運用を行う必要があることから契約で
きる唯一の者であるため（会計法２９条の３
第４号、予決令１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（２０年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5655

長野地区タクシー事業協
同組合集金センター　理
事長　中村　良政
長野県長野市大字高田字
久保１１７６

乗用自動車使用契約

田上　澄雄
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
千曲川河川事務所長
長野県長野市鶴賀字峰村７４

平成17年5月17日 1,296,670
長野地区タクシー会社１２社から委任されて
いる唯一の協同組合であるため（会計法２９
条の３第４号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
単価契約

5656
長野ゼロックス（株）
長野市鶴賀七瀬中町１６
１－１

デジタル複合機賃貸借及び保守

田上　澄雄
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
千曲川河川事務所長
長野県長野市鶴賀字峰村７４

平成17年5月31日 1,676,346

初年度において、賃貸借料金を積算、契約す
るにあたって、３年間の賃貸借期間を前提と
している(商慣習)。初年度一般競争入札を実
施、2年目以降随意契約を実施。(会計法第29
条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5657
中部電力（株）　長野営
業所
長野県長野市柳町１８

電気料

田上　澄雄
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
千曲川河川事務所長
長野県長野市鶴賀字峰村７４

平成17年5月6日 23,266,545
地区唯一の電力供給事業者であるため（会計
法２９条の３第４号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5658

（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ
東京都豊島区東池袋３－
１６－３アーバンネット
池袋ビル８Ｆ　ＮＴＴド
コモ東京料金事務Ｃ収納
事務担当

携帯電話料

田上　澄雄
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
千曲川河川事務所長
長野県長野市鶴賀字峰村７４

平成17年4月22日 1,704,702
長期継続契約のため（会計法第29条の3第4
項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5659

東日本電信電話（株）
札幌市白石区本通８丁目
南１－３７　ＮＴＴ白石
本通ビル

電話料

田上　澄雄
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
千曲川河川事務所長
長野県長野市鶴賀字峰村７４

平成17年5月6日 2,264,200
長期継続契約のため（会計法第29条の3第4
項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
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5660

中村鉄工（株）　代表取
締役　中村　順蔵
秋田県本荘市土谷字上谷
地４２

軽量ホースブリッジ購入

田上　澄雄
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
千曲川河川事務所長
長野県長野市鶴賀字峰村７４

平成18年1月26日 6,037,500

排水ポンプ車の排水ホース上に設置する軽量
ホースブリッジは、東北地整と相手方が連名
で実用新案として登録しているものであり、
購入できる唯一の者であるため（会計法２９
条の３第４号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5661

神鋼電機（株）　新潟営
業所
新潟県新潟市天神１－１
２－３　メビウス第一ビ
ル

金山沢土石流振動センサー設置工
事

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年4月1日 16,800,000
既設と同一センサーによる同一s精度を確保
するため　（会計法第29号の３第4項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく

は企画競争に移行）

5662
（株）中央製作所
長野県松本市笹賀５６５
２－２４

松本砂防事務所庁舎機械設備第２
期工事

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年4月1日 41,790,000
既設の設備と一体不可分であり、既施工業者
による一体施工が必要なため　（会計法第29
号の３第4項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5663
金澤工業（株）
長野市大字中御所岡田町
１５７－１

（仮称）アルプス山岳館・砂防情
報中継所機械設備受託・合併２期

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成18年3月6日 54,495,000
機械設備の継続工事で、品質確保と一貫した
施工のため　　（会計法第29条の３第4項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5664
東亜グラウト工業（株）
東京都江東区木場３－７
－１１

上々堀沢ワイヤーネット工補修工
事

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年9月26日 1,417,500
メーカーとの共同開発社であり、特許（出願
中）を有し、唯一施工可能なため（会計法第
29条の３第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5665
（株）エマキ
福島県会津若松市追手町
５－３６

白馬土砂崩落現況画像作成作業

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年8月26日 3,591,000
独自技術開発（特許；出願中）を行い、 良
の高精度画像を作成できる唯一の業者である
ため。（会計法第29条の３第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5666

（株）ニュージェック
長野事務所
長野県長野市大字鶴賀６
２９－１

栃洞沢上流床固工群修正設計業務
委託

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年7月29日 1,890,000
当該業者による当所設計の一部修正設計で、
作業期間短縮、経費節減のため（会計法第29
条の３第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5667

（株）ニュージェック
長野事務所
長野県長野市大字鶴賀６
２９－１

平成１７年度　松本砂防事務所庁
舎設計その２業務委託

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年4月27日 1,134,000
建築工事にあたり設計意図を工事請負者に正
確に伝えるための業務で、その設計業者であ
るため（会計法第29条の第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5668
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）　長野事務所
長野市中御所町４－２

平成１７年度（仮称）アルプス山
岳館・砂防情報中継所新築設計そ
の２業務委託

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年6月10日 1,396,500
建築工事にあたり設計意図を工事請負者に正
確に伝えるための業務で、その設計業者であ
るため（会計法第29条の第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5669

（株）みすず綜合コンサ
ルタント
長野県上田市大字上田原
１０７３－４

地上型スキャン式レーザー測距儀
による斜面計測作業

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年7月29日 2,100,000
左記機器を有する唯一の業者であるため（会
計法第29条の３第4項）

見直しの余地があり
企画競争を実施（１９年

度より）
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5670

（株）伊藤建築設計事務
所
長野県松本市城西１－８
－１９

松本砂防事務所庁舎新築第２期工
事監理業務委託

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年4月27日 4,777,500
継続建築工事の監理であり一貫した監理業務
が必要なため（会計法第29条の３第4項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5671

東邦航空（株）松本営業
所
長野県松本市空港東８９
０２（松本空港内）

災害時等管内斜め写真撮影作業

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年7月28日 10,143,000
災害時緊急時での業務で、管内直近でヘリコ
プターを常駐している唯一の業者のため（会
計法第29条の３第4項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく

は企画競争に移行）

5672

砂防エンジニアリング
（株）
埼玉県川越市脇田町３２
－３

姫川流域荒廃情報整備検討業務

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成18年1月25日 19,320,000
微地形に関する豊富な実績知識を有し本業務
遂行できる唯一の業者のため（会計法第29条
の３第4項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく

は企画競争に移行）

5673

（株）総合防災システム
研究所
東京都中央区日本橋浜町
２－１１－２

高標高雨量観測検討業務

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年6月7日 11,655,000
独自開発技術及び必要機器の特許（出願中）
を有しており、本業務を遂行できる唯一の業
者であるため（会計法第29条の３第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5674

特定非営利活動法人　砂
防広報センター　理事長
保科幸二
東京都千代田区五番町１
２番地五番町Ｋビル

砂防広報企画検討業務

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年6月1日 17,325,000

NPOとしての活動から知識・経験及びデータ
を有し、行政補助としての公平性・中立性を
有しているため。（会計法第29条の３第4
項）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5675

新潟トランシス（株）新
潟営業所
新潟県新潟市岡山１３０
０

土砂採取設備外格納整備作業

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年12月16日 1,627,500
左記装置を取り扱っている唯一の業者である
ため（会計法第29条の３第4項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく

は企画競争に移行）

5676
（株）富士波出版社
新潟県新潟市学校町通２
－５９８

姫川流域界レリーフマップ（立体
地図）作成

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年12月7日 4,683,000
山間部の凹凸を高精度の３Ｄで砂防施設を正
確に図形表現できるのは当社のみであるた
め。（会計法第29条の３第4項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく

は企画競争に移行）

5677
信越放送（株）
長野県長野市吉田１－２
１－２４

管内砂防事業広報業務

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年5月27日 2,730,000
必要となる過去の映像・経験を有しているた
め（会計法第29条の３第4項）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5678
信越放送（株）
長野県長野市吉田１－２
１－２４

上高地土砂災害軽減啓発業務

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年5月31日 2,100,000
他社発注の関連広報も同社であり、また、土
砂災害や砂防に係る映像記録を多数有してい
るため（会計法第29条の３第4項）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5679

（株）長野放送　中南信
支社
長野県松本市深志１－２
－１１

松本砂防事務所広報番組制作作業

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年7月28日 3,554,250
7.11豪雨災害を初めとする過去の管内全域の
映像記録や資料を有しているため（会計法第
29条の３第4項）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）
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5680

（有）ネイチャー・プロ
ダクション
東京都渋谷区宇田川町３
９－６

写真版権使用料

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成18年3月16日 2,278,500
事務所管内に生息している希少生物の写真版
権をもっている唯一の者であるため。（会計
法第29条の３第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5681
（株）電弘
長野市高田４３１－１

姫川源流の里フェスティバル、葛
葉山腹工起工式会場設営作業

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年8月24日 4,536,000
指名競争の結果、１社のみの入札となり、再
度指名等の時間的余裕がなかったため。（会
計法第29条の３第4項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）

5682
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
－４－１

事務所ＬＡＮシステム基盤機器等
一式賃貸借

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年5月20日 7,352,100

端末ネットワークシステムと同じメーカーの
ＬＡＮシステム基盤機器を扱っている唯一の
業者であるため。（会計法第29条の３第4
項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（２０年度より国庫債務

負担行為を計上）

5683

（社）岐阜県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会
高山支所
岐阜県岐阜市田端町１－
１２

登記業務請負（表示）

萬徳　昌昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
神通川水系砂防事務所長
岐阜県飛騨市神岡町殿３１６
－２

平成17年5月18日 1,076,134

　不動産登記にあたっては、支給する登記資
料の点検、公共嘱託業務に関する知識の集
積・能力等が必要であり、また、土地の二重
登記等を防止するためにも契約後、速やかに
登記手続きを適正、迅速に行うことが要求さ
れる。当協会は、土地家屋調査士法第63条の
規定に基づき、公共の利益となる事業を行う
者による不動産の表示に関する登記の嘱託ま
たは申請の適正かつ迅速な実施に寄与するこ
とを目的に設置された公益法人である。ま
た、当該業務の経験、知識、能力等を有し、
地域特性及び手続きを十分熟知し、膨大な登
記事務処理を速やかに対応できる法人であ
る。更に、事務所管内の所轄法務局の登記業
務を網羅しており、本業務を履行できる県内
唯一の者である。拠って、当該相手方と随意
契約を締結するものである。（会計法第29条
の3第4項、予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
単価契約

5684
松本土建（株）
長野県松本市大字島立６
３５－１

松本砂防事務所仮設庁舎賃貸借

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年5月12日 6,720,000
「仮庁舎基礎外設置工事」発注の際、受注業
者と仮庁舎の賃貸借契約を前提として発注し
たため。（会計法第29条の３第4項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5685
北陸建設サービス（株）
富山県富山市経堂３－２
１６－２

清掃等業務委託

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年5月19日 16,987,462
事務所・出張所・詰所への清掃・給食の両部
門に対応できる唯一の者であるため（会計法
第29条の３第4項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）

5686
長野トヨタ自動車（株）
松本店
松本市本庄２－２－２０

自動車修繕等単価契約（トヨタ
系）

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年7月4日 1,284,217
メーカーの指定サービス工場を有しているた
め（会計法第29条の３第4項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１９年度より）
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5687
長野ゼロックス（株）
長野県長野市七瀬中町１
６１－１

電子複写機賃貸借及び保守契約
（その１）

今井 一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年5月23日 2,606,816

初年度において、賃貸借料金を積算、契約す
るにあたって、３年間の賃貸借期間を前提と
している(商慣習)。初年度一般競争入札を実
施、2年目以降随意契約を実施。(会計法第29
条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）

5688
中部電力（株）
愛知県名古屋市熱田区横
田２－３－２４

電気料

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年4月15日 24,104,400
地区唯一の電力供給事業者であるため（会計
法２９条の３第４号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5689
（株）キタック
新潟県新潟市新光町１０
番地２

３次元衛星画像ソフト一式購入

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成18年1月24日 8,998,500
北陸地方整備局管内で、唯一の販売業者であ
るため。（会計法第29条の３第4項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5690
忠地　竜男
長野県松本市宮渕３－１
－１４

宿舎借上料（第二宮渕宿舎分）

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年4月1日 2,880,000
長期継続契約に基づく賃貸借契約(会計法第
29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5691
武田　眞治
北安曇郡小谷村大字北小
谷１１４６９

大所無線中継所新営工事賃貸借料

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年4月1日 1,161,115
無線中継所の土地を借地しているため。（会
計法第29条の３第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5692

アトラエンテ松本家賃口
中沢陽子
東京都豊島区西池袋３－
１－７－６０２

宿舎借上料（第三元町宿舎分）

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年4月1日 1,620,000
長期継続契約に基づく賃貸借契約(会計法第
29条の3第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5693

中部電力（株）豊科営業
所
長野県南安曇郡豊科町大
字豊科４２０７－１

平成１７年度中電豊科営業所管内
電柱共架料

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年4月1日 1,087,905
電柱共架について、電気事業者との協議が成
立したため。（会計法第29条の３第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5694

特定非営利活動法人神通
砂防
岐阜県高山市奥飛騨温泉
郷村上１４８０

砂防事業地域支援検討業務委託

萬徳　昌昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
神通川水系砂防事務所長
岐阜県飛騨市神岡町殿３１６
－２

平成17年7月5日 4,200,000

当該法人は地域住民で構成され、地域の砂防
事業等の実情に精通し、利害関係のない中
立・公平な立場で円滑かつ確実に行政広報を
執行できる唯一の機関である。（会計法第29
条の3第4項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5695
（財）地域総合研究所
岐阜市宇佐南４丁目８番
地１６号

神通川水系砂防事業効果調査業務
委託

萬徳　昌昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
神通川水系砂防事務所長
岐阜県飛騨市神岡町殿３１６
－２

平成17年12月1日 2,310,000

当該法人は地域の歴史・文化・自然等を調査
する機関で、岐阜県内99市町村における長年
の業務で豊富な実績があり、奥飛騨の歴史・
文化と周辺の砂防設備に精通し、蓄積された
データを有効活用し実施することが出来る唯
一の機関である。（会計法第29条の3第4項）

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの
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5696

特定非営利活動法人　砂
防広報センター　理事長
保科幸二
東京都千代田区五番町１
２番地五番町Ｋビル

高原郷周辺防災教育検討業務委託

萬徳　昌昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
神通川水系砂防事務所長
岐阜県飛騨市神岡町殿３１６
－２

平成17年6月2日 11,865,000

当該法人は土砂災害防止に関する研修・講
演・体験学習などの総合的学習の支援を精力
的に行うなど、土砂災害防止に関する豊富な
知識と広報活動の経験を有し、また当事務所
のフォーラムの企画、砂防副読本作成などの
実績を有するなど砂防事業と教育に精通して
いる唯一の機関である。（会計法第29条の3
第4項）

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5697

特定非営利活動法人　砂
防広報センター　理事長
保科幸二
東京都千代田区五番町１
２番地五番町Ｋビル

防災教育検討業務委託

萬徳　昌昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
神通川水系砂防事務所長
岐阜県飛騨市神岡町殿３１６
－２

平成17年7月14日 6,930,000

当該法人は土砂災害防止に関する研修・講
演・体験学習などの総合的学習の支援を精力
的に行うなど、土砂災害防止に関する豊富な
知識と広報活動の経験を有し、また当事務所
のフォーラムの企画、砂防副読本作成などの
実績を有するなど砂防事業と教育に精通して
いる唯一の機関である。（会計法第29条の3
第4項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）（１

９年度より）

5698
（財）北陸経済研究所
富山県富山市丸の内１－
８－１０

奥飛騨地域づくり戦略検討業務委
託

萬徳　昌昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
神通川水系砂防事務所長
岐阜県飛騨市神岡町殿３１６
－２

平成17年6月2日 4,966,500

当該法人は北陸の北ｱﾙﾌﾟｽｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾙｰﾄ地域に
あるｼﾝｸﾀﾝｸで、当該地域の産業・経済の調査
研究について豊富な実績と、地域づくりに館
知る高度な見識と幅広い知識を有し、当地域
の現状と課題に精通していることから、本業
務を実施できる唯一の機関である。（会計法
第29条の3第4項）

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5699
（株）岐阜放送
岐阜県岐阜市今小町８

神通川水系砂防広報業務

萬徳　昌昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
神通川水系砂防事務所長
岐阜県飛騨市神岡町殿３１６
－２

平成17年7月14日 6,909,000

当該業者は岐阜県内に本社を有する唯一のテ
レビ会社であり、これまでもテレビ・新聞に
より高原川流域の土砂災害・焼岳噴火等の報
道を行うなど地域の実情に精通し、それら映
像の著作権を有していることから、映像資料
を活用し県内に広報できる唯一の機関であ
る。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5700
（株）文化映画新社
東京都千代田区平河町１
－８－１１

地獄平砂防堰堤工事記録映画作成
作業

萬徳　昌昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
神通川水系砂防事務所長
岐阜県飛騨市神岡町殿３１６
－２

平成18年2月7日 2,184,000

当該業者は平成12・13・14年度に実施した本
作業を実施しており、当該工事記録映像資料
を豊富に所有しているため、本業務を須汚行
できる唯一の業者である。（会計法第29条の
3第4項）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5701

日本電子計算機（株）営
業本部長
東京都千代田区丸の内３
－４－１

物品賃貸借

萬徳　昌昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
神通川水系砂防事務所長
岐阜県飛騨市神岡町殿３１６
－２

平成17年5月25日 1,820,700

初年度において、賃貸借料金を積算、契約す
るにあたって、３年間の賃貸借期間を前提と
している(商慣習)。初年度一般競争入札を実
施、2年目以降随意契約を実施。(会計法第29
条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（２１年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5702
北陸建設サービス（株）
富山県富山市経堂３－２
１６－２

神通川水系砂防事務所外２件清掃
等業務委託

萬徳　昌昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
神通川水系砂防事務所長
岐阜県飛騨市神岡町殿３１６
－２

平成17年5月25日 12,471,763

本業務の履行場所が広範囲、山間僻地にあ
り、業務に対応可能な従業員を確保すること
ができる唯一の機関であり、過去の実績と豊
富な経験がある。（会計法第29条の３第4
項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5703
濃飛交通（株）
岐阜県飛騨市神岡町船津
１９８４－７

自動車使用料

萬徳　昌昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
神通川水系砂防事務所長
岐阜県飛騨市神岡町殿３１６
－２

平成17年5月17日 1,230,500
少額随契（会計法第２９条の３第５項、予決
令第９９条第７号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
単価契約

5704

日産プリンス飛騨販売
（株）神岡営業所
岐阜県飛騨市神岡町殿３
４９－２

物品修繕

萬徳　昌昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
神通川水系砂防事務所長
岐阜県飛騨市神岡町殿３１６
－２

平成17年6月8日 1,058,287
少額随契（会計法第２９条の３第５項、予決
令第９９条第７号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
単価契約

5705
トーヨー事務器（株）
高山市岡本町２丁目１１
３番地の５

物品賃貸借

萬徳　昌昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
神通川水系砂防事務所長
岐阜県飛騨市神岡町殿３１６
－２

平成17年5月26日 2,328,412

初年度において、賃貸借料金を積算、契約す
るにあたって、３年間の賃貸借期間を前提と
している(商慣習)。初年度一般競争入札を実
施、2年目以降随意契約を実施。(会計法第29
条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5706
中部電力（株）
愛知県名古屋市東区東新
町１

電気料

萬徳　昌昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
神通川水系砂防事務所長
岐阜県飛騨市神岡町殿３１６
－２

平成17年4月26日 4,682,640
地区唯一の電力供給事業者のため（会計法２
９条の３第４号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5707
西日本電信電話（株）
金沢市出羽町４－１

電話料

萬徳　昌昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
神通川水系砂防事務所長
岐阜県飛騨市神岡町殿３１６
－２

平成17年4月26日 2,266,590
長期継続契約のため（会計法第29条の3第4
項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5708

（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ東海
愛知県名古屋市中区栄４
－１－８

電話料

萬徳　昌昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
神通川水系砂防事務所長
岐阜県飛騨市神岡町殿３１６
－２

平成17年4月26日 1,164,054
長期継続契約のため（会計法第29条の3第4
項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5709

特定非営利活動法人　砂
防広報センター
東京都千代田区五番町十
二番地　五番町Ｋビル

砂防がよく分かるミニ模型購入

萬徳　昌昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
神通川水系砂防事務所長
岐阜県飛騨市神岡町殿316-2

平成18年2月17日 2,063,250
本模型は特別の仕様であり、唯一販売してい
る業者であり、また、現在特許出願中でもあ
るため。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）（１

９年度より）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
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契約を締結した日
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（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5710
（株）相模組
長野県大町市大字大町３
０５２

大町ダム管理用道路及び構内除雪
作業

石田　求
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
大町ダム管理所長
長野県大町市大字平字ナロヲ
大クボ２１１２－７１

平成17年12月2日 4,426,334

管理用道路が分岐する県道除雪を担当してお
り、管理用道路の除雪においても実績と豊富
な経験を有し、綿密な情報連絡等が可能とな
り迅速かつ的確な対応が可能なため（会計法
第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5711

小糸工業（株）　新潟営
業所
新潟市花町２０６９（新
潟東邦生命ビル３Ｆ）

情報板表示設備処理機能増設作業

石田　求
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
大町ダム管理所長
長野県大町市大字平字ナロヲ
大クボ２１１２－７１

平成17年12月21日 7,192,500

既存設備の施工者であり、設備内の機能・性
能・特性及びソフトウェアが既存設備と密接
な関係にあり、システム増設にあたっては他
の業者では施工することができないため（会
計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条
の４第３号）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5712

日本電気（株）　新潟支
店
新潟県新潟市万代４－４
－２７（新潟テレコムビ
ル）

ダム管理用制御処理設備機能増設
作業

石田　求
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
大町ダム管理所長
長野県大町市大字平字ナロヲ
大クボ２１１２－７１

平成17年12月21日 9,450,000

既存設備の施工者であり、設備内の機能・性
能・特性及びソフトウェアが既存設備と密接
な関係にあり、システム増設にあたっては他
の業者では施工することができないため（会
計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条
の４第３号）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5713
北陸建設サービス（株）
富山県富山市経堂３－２
１６－２

清掃外１業務委託

石田　求
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
大町ダム管理所長
長野県大町市大字平字ナロヲ
大クボ２１１２－７１

平成17年4月1日 7,416,347

衛生上の問題などある本業務について対応で
きる体制が確立されており、かつ履行場所が
山間僻地にあるため材料及び作業員等の調達
が難しいため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5714
中部電力（株）
愛知県名古屋市東区東新
町１

電気料

石田　求
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
大町ダム管理所長
長野県大町市大字平字ナロヲ
大クボ２１１２－７１

平成17年4月8日 10,413,128
地区唯一の電力供給事業者のため（会計法２
９条の３第４号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5715

東日本電信電話（株）
札幌市白石区本通８丁目
南１－３７　ＮＴＴ白石
本通ビル

電話料

石田　求
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
大町ダム管理所長
長野県大町市大字平字ナロヲ
大クボ２１１２－７１

平成17年4月18日 1,557,738
長期継続契約のため（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5716
（株）建設環境研究所
東京都豊島区東池袋２－
２３－２

三国川ダム弾力的管理検討業務委
託

平賀　憲太郎
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
三国川ダム管理所長
新潟県南魚沼市清水瀬６８６
－５９

平成17年7月29日 8,715,000
三国川の広範囲な環境情報に精通・熟知して
いるとともに、昨年度業務を履行している
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
企画競争を実施（１８年

度より）

5717
新潟綜合警備保障（株）
新潟県新潟市小金町１－
１７－２０

機械警備業務委託

平賀　憲太郎
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
三国川ダム管理所長
新潟県南魚沼市清水瀬６８６
－５９

平成17年7月1日 1,638,000
警備システムが、他社の機器により業務を行
う事が出来ない為。（会計法第２９条の３第
４号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（２０年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

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

5718
（株）オリス
新潟県新潟市鳥屋野３１
０

平成１７年度　渓岸緑化工調査検
討業務委託

平田　五男
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
北陸技術事務所長
新潟県新潟市山田２３１０－
５

平成17年6月17日 9,135,000

(株)オリスは、平成10年度より本業務に従事
し、当該現場の植生環境に精通しており、大
学と共同で樹木の健全度を評価する手法を開
発し、特許出願中であるなど本業務を遂行で
きる唯一の業者であるため。（会計法29条の
3第4項に該当）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5719
北斗測量調査（株）
新潟県岩船郡荒川町大字
大津９－２８

平成１７年度　河川流況観測作業

平田　五男
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
北陸技術事務所長
新潟県新潟市山田２３１０－
５

平成17年4月1日 1,785,000

北斗測量調査(株)は、ADCPを搭載したラジコ
ンボートを所有し、操作できる唯一の業者で
あるなど本業務を遂行できる唯一の業者であ
るため。（会計法29条の3第4項に該当）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5720

（財）新潟県環境衛生研
究所
新潟県西蒲原郡吉田町東
栄町８－１３

平成１７年度　ダイオキシン類調
査品質管理業務委託

平田　五男
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
北陸技術事務所長
新潟県新潟市山田２３１０－
５

平成17年6月2日 3,255,000
専門知識及び経験を有するとともに業務の性
質から公正中立性が必要である。（会計法第
29条の3第4項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく

は企画競争に移行）

5721
キャル（株）
東京都港区西新橋３－１
１－１

平成１７年度電子納品保管・管理
サーバ活用システム構築業務委託

平田　五男
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
北陸技術事務所長
新潟県新潟市山田２３１０－
５

平成18年2月15日 4,200,000

現行システムを稼働させながら作業を遂行す
るため、本システムの機能及び他システムと
の連携状況を熟知している唯一の業者であ
る。(会計法29条の3第4項)(予決令102条の4
第3号)

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく

は企画競争に移行）

5722

特定非営利活動法人　砂
防広報センター　理事長
保科幸二
東京都千代田区五番町１
２番地五番町Ｋビル

降雨再現装置機能検討試作業務委
託

平田　五男
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
北陸技術事務所長
新潟県新潟市山田２３１０－
５

平成17年10月21日 23,100,000
降雨システムに関する特許を取得し、かつ関
連する特殊技術を有する唯一の機関のため
（会計法29条の3第4項）

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5723

日本トイレ協会　理事長
上　幸雄
港区虎ノ門１－１１－７
第２文成ビル３Ｆ

災害用トイレ技術調査検討業務委
託

平田　五男
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
北陸技術事務所長
新潟県新潟市山田２３１０－
５

平成17年10月7日 5,838,000
特定の技術に偏らずに中立的な立場で技術選
定及び改良ができる唯一の機関のため（会計
法29条の3第4項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく

は企画競争に移行）

5724
萩浦工業（株）
富山県富山市一本木３５

平成１７年度　応急組立橋架設作
業

平田　五男
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
北陸技術事務所長
新潟県新潟市山田２３１０－
５

平成17年7月29日 6,510,000

架設業務に関する災害協定を締結している者
で作業に精通し唯一作業が可能。（会計法第
29条の3第4項及び予決令第102条の4第3
号））

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5725

（株）サン・ビルサービ
ス
新潟市河渡本町８番２４
号

平成１７年度空調設備点検業務

平田　五男
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
北陸技術事務所長
新潟県新潟市山田２３１０－
５

平成17年6月7日 2,205,000
不落随契（会計法第２９条の６第２項及び予
決令第９９条の２）

その他
競争入札に移行したもの

（１８年度より）

5726
三井造船（株）
東京都中央区築地５丁目
６番４号

平成１７年度　水中探査装置（自
律航行型）点検整備

平田　五男
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
北陸技術事務所長
新潟県新潟市山田２３１０－
５

平成18年2月24日 6,877,500
特殊な構造・機能に精通し、水中探査装置に
係る複数の特許を出願した者で唯一点検可能
な者（会計法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5727
新潟トランシス（株）新
潟営業所
新潟市岡山１３００番地

土砂採取設備他点検整備作業

平田　五男
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
北陸技術事務所長
新潟県新潟市山田２３１０－
５

平成17年5月12日 2,625,000

新潟トランシス（株）は本設備の開発・制作
に携わっており、国土交通省と共同で特許を
出願するなど当該設備を整備できる唯一の業
者であるため。（会計法29条の3第4項に該
当）

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの
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5728

ゆきみらい２００６ｉｎ
上越実行委員会
新潟県上越市木田１－１
－１－３

「ゆきみらい２００６ｉｎ上越」
克雪・利雪見本市ブース出展料

平田　五男
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
北陸技術事務所長
新潟県新潟市山田２３１０－
５

平成18年2月17日 1,048,000
当該イベントへの出展料及び使用電気料のた
め(会計法２９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5729
キャル（株）
東京都港区西新橋３－１
１－１

ＴＩＯＳＳ保守作業

平田　五男
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
北陸技術事務所長
新潟県新潟市山田２３１０－
５

平成17年4月1日 3,136,934

TIOSSに精通し、TIOSSシステムに関する十分
な知識・技術力を有する唯一の業者である。
(会計法29条の3第4項)(予決令102条の4第3
号) 見直しの余地があり

その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

単価契約

5730
北陸建設サービス（株）
富山県富山市経堂３－２
１６－２

小新寮清掃等業務委託

平田　五男
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
北陸技術事務所長
新潟県新潟市山田２３１０－
５

平成17年4月1日 5,302,107
災害時等による緊急時においても清掃や給食
などに迅速な対応を要する（会計法第29条の
3第4項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5731
北陸建設サービス（株）
富山県富山市経堂３－２
１６－２

富山出張所（富山防災センター）
清掃等業務委託

平田　五男
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
北陸技術事務所長
新潟県新潟市山田２３１０－
５

平成17年4月1日 4,123,798
災害時等による緊急時においても清掃や給食
などに迅速な対応のため（会計法第29条の3
第4項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5732
（株）三愛ビル管理
新潟県新潟市東大通２－
２－１８

北陸技術事務所及び研修所清掃等
業務委託

平田　五男
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
北陸技術事務所長
新潟県新潟市山田２３１０－
５

平成17年4月1日 10,684,380
災害時等による緊急時においても清掃や給食
などに迅速な対応のため（会計法第29条の3
第4項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１８年度より）
単価契約

5733
セコム上信越（株）
新潟県新潟市新光町１番
地１０

北陸技術事務所機械警備業務

平田　五男
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
北陸技術事務所長
新潟県新潟市山田２３１０－
５

平成17年4月1日 2,799,588
警備システムが、他社の機器により業務を行
う事が出来ない為。（会計法第２９条の３第
４号）

その他
競争入札に移行したもの
（２０年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5734
セコム北陸（株）
石川県金沢市尾山町３－
１８

富山防災センター（富山出張所）
機械警備業務

平田　五男
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
北陸技術事務所長
新潟県新潟市山田２３１０－
５

平成17年4月1日 1,152,900
警備システムが、他社の機器により業務を行
う事が出来ない為。（会計法第２９条の３第
４号）

その他
競争入札に移行したもの
（２０年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5735

東日本高速道路（株）新
潟支社
新潟県新潟市山田２３１
０－１

高速道路通行料

平田　五男
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
北陸技術事務所長
新潟県新潟市山田２３１０－
５

平成17年4月1日 1,364,224
高速道路通行利用料金のため(会計法第29条
の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5736
新潟市水道事業管理者
新潟県新潟市関屋下川原
町１－３－３

水道料・事務所

平田　五男
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
北陸技術事務所長
新潟県新潟市山田２３１０－
５

平成17年4月1日 3,298,468
地区唯一の水道供給事業者のため(会計法第
29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
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5737

（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ
東京都豊島区東池袋３－
１６－３アーバンネット
池袋ビル８Ｆ　ＮＴＴド
コモ東京料金事務Ｃ収納
事務担当

電話料・ドコモ

平田　五男
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
北陸技術事務所長
新潟県新潟市山田２３１０－
５

平成17年4月1日 3,767,577
長期継続契約のため（会計法第29条の3第4
項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5738

東日本電信電話（株）
札幌市白石区本通８丁目
南１－３７　ＮＴＴ白石
本通ビル

電話料・ＮＴＴ

平田　五男
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
北陸技術事務所長
新潟県新潟市山田２３１０－
５

平成17年4月1日 1,703,043
長期継続契約のため（会計法第29条の3第4
項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5739
西日本電信電話（株）
金沢市出羽町４－１

電話料・富山ＮＴＴ

平田　五男
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
北陸技術事務所長
新潟県新潟市山田２３１０－
５

平成17年4月1日 1,036,064
長期継続契約のため（会計法第29条の3第4
項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5740
北陸ガス（株）
新潟市附船町１－４４０
１

ガス料・事務所

平田　五男
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
北陸技術事務所長
新潟県新潟市山田２３１０－
５

平成17年4月1日 1,903,154
地区唯一のガス供給事業者のため（会計法第
29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5741
（株）クボタ　東京本社
東京都中央区日本橋室町
３－１－３

排水ポンプ車６０ｍ３／ｍｉｎ１
台（水中モーターポンプ２基）修
繕

平田　五男
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
北陸技術事務所長
新潟県新潟市山田２３１０－
５

平成17年4月14日 11,340,000
ポンプ修繕にあたり構造・性能を唯一知り得
る製造者（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5742

（株）拓和　新潟営業所
新潟県新潟市米山４丁目
１番２３号　堅田ビル４
Ｆ

Ｋｕ－ＳＡＴ可搬局追加用音声基
板２枚購入

平田　五男
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
北陸技術事務所長
新潟県新潟市山田２３１０－
５

平成18年3月8日 3,528,000
既存装置の増設であり、他社製品との互換性
がないため（会計法29条の3第4項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの

（１９年度より）

5743
（株）東芝　新潟支店
新潟県新潟市東大通１－
４－２

事務所発動発電装置改造

平田　五男
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
北陸技術事務所長
新潟県新潟市山田２３１０－
５

平成17年12月14日 1,995,000
既存装置の改造であり、他社製品との互換性
がないため（会計法29条の3第4項）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5744
新潟ゼロックス（株）
新潟県新潟市東大通１－
２－２３

平成１７年度　電子複写機（カ
ラー）１台外１件購入

平田　五男
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
北陸技術事務所長
新潟県新潟市山田２３１０－
５

平成18年3月27日 3,090,990
受注者独自のファイリングシステムを導入し
ており、更新後も引き続き同様の動作環境を
確保するため（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
公募を実施（１９年度よ

り）

5745
三菱重工業（株）
港区港南２－１６－５

排水ポンプ車６０ｍ３／ｍｉｎ１
台（水中モーターポンプ２基）修
繕

平田　五男
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
北陸技術事務所長
新潟県新潟市山田２３１０－
５

平成17年4月14日 6,195,000
ポンプ修繕にあたり構造・性能を唯一知り得
る製造者（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの
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5746

（株）荏原製作所　新潟
支店
新潟県新潟市新光町１６
－４

排水ポンプ車６０ｍ３／ｍｉｎ５
台（水中モーターポンプ１０基）

平田　五男
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
北陸技術事務所長
新潟県新潟市山田２３１０－
５

平成17年4月14日 60,165,000
ポンプ修繕にあたり構造・性能を唯一知り得
る製造者（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5747
中村鉄工（株）
秋田県由利本荘市土谷字
上谷地４２

排水ポンプ車用軽量ホースブリッ
ジ（ホース口径φ２００ｍｍ用
２）

平田　五男
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
北陸技術事務所長
新潟県新潟市山田２３１０－
５

平成18年1月17日 14,962,500
「登録実用新案第3099045号」で登録された
物件の調達であり、製作・販売を唯一行って
いる者（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当
該事務・事業の委託等を

行わないもの

5748

日本電子計算機（株）営
業本部長
東京都千代田区丸の内３
－４－１

ＬＡＮシステム基盤機器賃貸借

平田　五男
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
北陸技術事務所長
新潟県新潟市山田２３１０－
５

平成17年4月1日 3,871,350

業務上、同システムを継続しての運用及び保
守の一体性を確保する必要があり、これを満
たす唯一の業者である。(会計法29条の3第4
項)(予決令102条の4第3号) 見直しの余地があり

競争入札に移行したもの
（２０年度より国庫債務

負担行為を計上）

5749

富士ゼロックス（株）
新潟営業所
新潟県新潟市東大通１－
２－２３

電子複写機の賃貸借、保守及び消
耗品供給

平田　五男
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
北陸技術事務所長
新潟県新潟市山田２３１０－
５

平成17年4月1日 2,960,178

初年度において、賃貸借料金を積算、契約す
るにあたって、３年間の賃貸借期間を前提と
している(商慣習)。初年度一般競争入札を実
施、2年目以降随意契約を実施。(会計法第29
条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5750
新潟ゼロックス（株）
新潟県新潟市東大通１－
２－２３

電子複写機の賃貸借、保守及び消
耗品供給

平田　五男
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
北陸技術事務所長
新潟県新潟市山田２３１０－
５

平成17年10月1日 2,012,285

初年度において、賃貸借料金を積算、契約す
るにあたって、３年間の賃貸借期間を前提と
している(商慣習)。初年度一般競争入札を実
施、2年目以降随意契約を実施。(会計法第29
条の3第4項)

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの
（１９年度より国庫債務

負担行為を計上）
単価契約

5751

大和工商リース（株）
新潟営業所
新潟県新潟市近江８６－
２

国営越後丘陵公園管理事務所賃貸
借

高津　知司
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
国営越後丘陵公園事務所長
新潟県長岡市青葉台1-甲120-
8

平成17年4月1日 2,116,800 長期継続契約（会計法第２９条の３第４項） その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5752

三菱電機ビルテクノサー
ビス（株）長岡営業所
新潟県長岡市東坂之上町
３－２－６

エレベータ設備点検単価契約（４
月分）

高津　知司
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
国営越後丘陵公園事務所長
新潟県長岡市青葉台１－甲１
２０－８

平成17年4月1日 2,041,200

本件は、国営越後丘陵公園に設置されている
三菱電機社製エレベータの安全確保に資する
もので、三菱電機社製エレベータの機能、構
造を十分に熟知しているとともに２４時間の
遠隔運行監視を行っておりメンテナンスを専
門に実施している上記業者でしか履行不可能
であり、経費の節減・安全・円滑・かつ適正
な施工が確保できるため。（会計法第２９条
の３第４項、予決算令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく

は企画競争に移行）

5753

北陸瓦斯（株）　長岡支
社
新潟県長岡市西神田２－
１－２

ガス代

高津　知司
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
国営越後丘陵公園事務所長
新潟県長岡市青葉台１－甲１
２０－８

平成17年4月1日 5,179,013
地区唯一のガス供給事業者(会計法第29条の3
第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5754

東日本電信電話（株）
札幌市白石区本通８丁目
南１－３７　ＮＴＴ白石
本通ビル

電話専用料

高津　知司
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
国営越後丘陵公園事務所長
新潟県長岡市青葉台１－甲１
２０－８

平成17年4月1日 1,364,580 長期継続契約のため(会計法第29条の3第4項) その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5755

長岡ニュータウン・セン
ター（株）
新潟県長岡市新産２－１
－４　新産管理センタ－
事務所

光熱水料

高津　知司
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
国営越後丘陵公園事務所長
新潟県長岡市青葉台１－甲１
２０－８

平成17年4月1日 1,778,568
長期継続契約に伴う共益費(会計法第29条の3
第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5756

長岡ニュータウン・セン
ター（株）
新潟県長岡市新産２－１
－４　新産管理センタ－
事務所

借上庁舎共益費

高津　知司
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
国営越後丘陵公園事務所長
新潟県長岡市青葉台１－甲１
２０－８

平成17年4月1日 1,834,334
長期継続契約に伴う共益費(会計法第29条の3
第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5757
長岡市水道局
新潟県長岡市水道町２－
７－２２

上・下水道料

高津　知司
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
国営越後丘陵公園事務所長
新潟県長岡市青葉台１－甲１
２０－８

平成17年4月1日 12,908,987
地区唯一の水道供給事業者(会計法第29条の3
第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5758

グローリー商事（株）高
崎支店
群馬県高崎市問屋町４－
３－３

物品購入

高津　知司
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
国営越後丘陵公園事務所長
新潟県長岡市青葉台１－甲１
２０－８

平成18年2月16日 1,306,830
少額随契（会計法第２９条の３第５項、予決
令第９９条第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5759

長岡ニュータウン・セン
ター（株）
新潟県長岡市新産２－１
－４　新産管理センタ－
事務所

建物賃貸借

高津　知司
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
国営越後丘陵公園事務所長
新潟県長岡市青葉台1-甲120-
8

平成17年4月1日 14,638,872 長期継続契約のため(会計法第29条の3第4項) その他
随意契約によらざるを得

ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5760

特定非営利活動法人　日
本水フォーラム
東京都千代田区麹町１－
８－１半蔵門ＭＫビル６
Ｆ

水災情報の伝達・収集手法に関す
る検討業務

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成18年2月1日 25,200,000

特定非営利活動法人日本水フォーラムは、国
内外の水問題解決などのため、国内の水に関
する産業界、学会、政府機関、ＮＧＯ等が幅
広く参加した第3回世界水フォーラム事務局
の後継組織として設立された法人である。現
在も、水問題に関する日本の窓口として、世
界各国の産官学機関と情報交換等を活発にお
こっており、国内外の水問題に関する豊富な
知識、河川行政に関する専門的な知識を有し
ている。さらに、第3回世界水フォーラムを
通じて培った108ヶ国、870団体とのネット
ワークにより、国内外の多数の機関からの情
報収集活動が速やかに実施することができ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5761
中央補償鑑定（株）
新潟県新潟市寺尾朝日通
１５－１１

不動産鑑定料

松井　健一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所長
新潟県新潟市文京町１４－１
３

平成17年9月22日 1,007,580

　本業務の実施にあたっては、不動産鑑定に
関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に規定する不動産鑑定業者であること
が求められる。当該相手方は、不動産の鑑定
評価に関する法律第2条第3項に規定する不動
産鑑定業者であると共に、当該評価地近隣に
おいて公共用地取得に関する鑑定評価及び公
的機関からの各種評価業務に数多くの実績を
持つことから、近隣における地価動向、取引
実態に精通し、当該地評価に関して高い信頼
性・知識を兼ね備えた唯一の者である。
拠って、本業務を適切かつ迅速に実施できる
能力を有する当該相手方と随意契約を締結す
るものである。（会計法第29条の3第4項、予
決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5762

県央土地開発公社　田上
町事務所
新潟県南蒲原郡田上町大
字原ヶ崎新田３０７０

河川災害復旧等関連緊急工事にお
ける土地賃貸借料

松井　健一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所長
新潟県新潟市文京町１４－１
３

平成17年8月11日 3,377,943
　当該相手方が唯一の所有者であるため。
（会計法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5763
勝見不動産鑑定士事務所
新潟県三条市大字上保内
乙７６２－１

不動産鑑定料

松井　健一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所長
新潟県新潟市文京町１４－１
３

平成17年9月22日 1,007,580

　本業務の実施にあたっては、不動産鑑定に
関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に規定する不動産鑑定業者であること
が求められる。当該相手方は、不動産の鑑定
評価に関する法律第2条第3項に規定する不動
産鑑定業者であると共に、当該評価地近隣に
おいて公共用地取得に関する鑑定評価及び公
的機関からの各種評価業務に数多くの実績を
持つことから、近隣における地価動向、取引
実態に精通し、当該地評価に関して高い信頼
性・知識を兼ね備えた唯一の者である。拠っ
て、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力
を有する当該相手方と随意契約を締結するも
のである。（会計法第29条の3第4項、予決令
第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5764
吉沢　実
新潟県新潟市鐙西２丁目
１４－１２

不動産鑑定料

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年4月18日 1,058,400

　本業務の実施にあたっては、不動産鑑定に
関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に規定する不動産鑑定業者であること
が求められる。当該相手方は、不動産の鑑定
評価に関する法律第2条第3項に規定する不動
産鑑定業者であると共に、当該評価地近隣に
おいて公共用地取得に関する鑑定評価及び公
的機関からの各種評価業務に数多くの実績を
持つことから、近隣における地価動向、取引
実態に精通し、当該地評価に関して高い信頼
性・知識を兼ね備えた唯一の者である。拠っ
て、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力
を有する当該相手方と随意契約を締結するも
のである。（会計法第29条の3第4項、予決令
第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5765
（有）ランド・コンサル
新潟県新潟市米山４－１
７－３

不動産鑑定料

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年4月18日 1,058,400

　本業務の実施にあたっては、不動産鑑定に
関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に規定する不動産鑑定業者であること
が求められる。当該相手方は、不動産の鑑定
評価に関する法律第2条第3項に規定する不動
産鑑定業者であると共に、当該評価地近隣に
おいて公共用地取得に関する鑑定評価及び公
的機関からの各種評価業務に数多くの実績を
持つことから、近隣における地価動向、取引
実態に精通し、当該地評価に関して高い信頼
性・知識を兼ね備えた唯一の者である。拠っ
て、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力
を有する当該相手方と随意契約を締結するも
のである。（会計法第29条の3第4項、予決令
第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5766

石川県港湾土地造成事業
石川県知事　谷本正憲
石川県金沢市鞍月１丁目
１番地

大浜用地　借地料

伊藤 正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年4月1日 3,936,550
　当該相手方が唯一の所有者であるため。
（会計法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5767

ゆきみらい２００６ｉｎ
上越実行委員会委員長
新潟県上越市木田１－１
－３

ゆきみらい２００６ｉｎ上越の実
施に係る負担金

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年7月7日 58,346,578
基本協定に基づく委託契約のため（会計法第
29条の3 第4項、予決令第102条の4 第3項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5768
林建設工業（株）
富山県富山市安住町７－
１５

湯川第１２号砂防堰堤工事の損害
費用負担額

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年7月22日 1,459,500
工事契約書第29条第5項の規定に基づく契約
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5769
小柳建設（株）
新潟県加茂市青海町１－
５－７

蒲原大堰下流護岸応急復旧工事

松井　健一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所長
新潟県新潟市文京町１４－１
３

平成18年3月27日 62,265,000

堰下流護岸崩壊に対し、堰操作に支障の無い
よう、融雪出水期の被害拡大防止のため、災
害応急協定業者に随契（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5770
新潟市長
新潟県新潟市学校町通１
番町６０２－１

西川排水機場及び鳥屋野潟排水機
場操作業務委託

松井　健一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所長
新潟県新潟市文京町１４－１
３

平成17年4月1日 1,657,410
S48.5.17河川局水政課長・治水課長通達によ
り、排水機場の位置する関係地方公共団体に
操作を委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5771
新潟市長
新潟県新潟市葛塚３１９
７

胡桃山排水機場操作業務委託

野田　猛
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀野川河川事務所長
新潟県新潟市南町１４－２８

平成17年4月1日 1,570,990
河川法第99条、河川法施行令第54条に基づく
操作委託（会計法第29条の3第4項、予算決算
令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5772
新潟県知事
新潟県新潟市新光町４－
１

通船川水門及び新井郷川水門操作
業務委託

野田　猛
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀野川河川事務所長
新潟県新潟市南町１４－２８

平成17年4月1日 1,255,977
河川法第99条、河川法施行令第54条に基づく
操作委託（会計法第29条の3第4項、予算決算
令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5773
新潟県知事
新潟県新潟市新光町４－
１

鴨深甲遺跡他発掘調査

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年4月1日 129,948,595
文化財保護法第58条の2の規定による新潟県
教育委員会の指定による。(会計法第29条の3
第9項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5774
日本道路公団　北陸支社
長
新潟市天神１－１

北陸自動車道黒埼ＰＡのスマート
ＩＣ社会実験運営業務

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年4月1日 10,399,543

国土交通省北陸地方整備局長と日本道路公団
が締結した北陸自動車道黒埼PAスマートIC社
会実験に関する基本協定に基づき、当該実験
に伴う土木工事、施設等の設置・撤去及び運
営管理に関しては、別途協議を行い受委託協
定を締結することになっているため。(会計
法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第
102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5775

東日本高速道路（株）新
潟管理局長
新潟県新潟市山田２３１
０－１

日本海沿岸東北自動車道豊栄ＳＡ
のスマートＩＣ社会実験運営業務

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年12月27日 83,483,667

国土交通省北陸地方整備局長と東日本高速道
路(株)が締結した日本海沿岸東北自動車道豊
栄SAスマートIC社会実験に関する基本協定に
基づき、当該実験に伴う土木工事、施設等の
設置・撤去及び運営管理に関しては、別途協
議を行い受委託協定を締結することになって
いるため。(会計法第29条の3第4項及び予算
決算及び会計令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5776

東日本高速道路（株）新
潟管理局長
新潟県新潟市山田２３１
０－１

北陸自動車道黒埼ＰＡのスマート
ＩＣ社会実験運営業務

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年5月27日 15,951,898

国土交通省北陸地方整備局長と東日本高速道
路(株)が締結した北陸自動車道黒埼PAスマー
トIC社会実験に関する基本協定に基づき、当
該実験に伴う土木工事、施設等の設置・撤去
及び運営管理に関しては、別途協議を行い受
委託協定を締結することになっているため。
(会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会
計令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5777

東日本高速道路（株）新
潟管理局長
新潟県新潟市山田２３１
０－１

北陸自動車道黒埼ＰＡのスマート
ＩＣ社会実験運営業務

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年8月31日 5,424,139

国土交通省北陸地方整備局長と東日本高速道
路(株)が締結した北陸自動車道黒埼PAスマー
トIC社会実験に関する基本協定に基づき、当
該実験に伴う土木工事、施設等の設置・撤去
及び運営管理に関しては、別途協議を行い受
委託協定を締結することになっているため。
(会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会
計令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5778

東日本高速道路（株）新
潟管理局長
新潟県新潟市山田２３１
０－１

北陸自動車道黒埼ＰＡのスマート
ＩＣ社会実験運営業務

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年9月30日 10,493,337

国土交通省北陸地方整備局長と東日本高速道
路(株)が締結した北陸自動車道黒埼PAスマー
トIC社会実験に関する基本協定に基づき、当
該実験に伴う土木工事、施設等の設置・撤去
及び運営管理に関しては、別途協議を行い受
委託協定を締結することになっているため。
(会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会
計令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5779

東日本高速道路（株）新
潟管理局長
新潟県新潟市山田２３１
０－１

北陸自動車道黒埼ＰＡのスマート
ＩＣ社会実験運営業務

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年12月27日 11,215,447

国土交通省北陸地方整備局長と東日本高速道
路(株)が締結した北陸自動車道黒埼PAスマー
トIC社会実験に関する基本協定に基づき、当
該実験に伴う土木工事、施設等の設置・撤去
及び運営管理に関しては、別途協議を行い受
委託協定を締結することになっているため。
(会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会
計令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5780
東日本高速道路（株）
東京都千代田区霞が関３
－３－２

スマートＩＣ社会実験（黒埼Ｐ
Ａ）土地賃貸借

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年9月30日 1,138,218
スマートＩＣ社会実験のための土地賃貸借で
あるため。（会計法第２９条の３第４項及び
予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5781
井口建設工業（株）
新潟県南魚沼市浦佐９４
７－５

九日町護岸応急復旧工事

宮川　勇二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川河川事務所長
新潟県長岡市信濃１－５－３
０

平成17年6月6日 3,286,500
災害時における応急対策協定に基づく（会計
法第２９条３第４項、予決令第１０２条の４
第３項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5782
（株）キムラ
新潟県小千谷市城内１－
１２－１５

上片貝堤防応急復旧工事

宮川　勇二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川河川事務所長
新潟県長岡市信濃１－５－３
０

平成17年7月21日 1,365,000
災害時における応急対策協定に基づく（会計
法第２９条３第４項、予決令第１０２条の４
第３項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5783
新潟砂利建設工業（株）
新潟県南魚沼郡六日町大
字五日町２１０－３

水尾新田護岸応急復旧工事

宮川　勇二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川河川事務所長
新潟県長岡市信濃１－５－３
０

平成17年9月15日 1,680,000
災害時における応急対策協定に基づく（会計
法第２９条３第４項、予決令第１０２条の４
第３項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5784

国立大学法人長岡技術科
学大学
新潟県長岡市上富岡町１
６０３－１

リモートセンシング技術による河
川環境の調査・解析

宮川　勇二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川河川事務所長
新潟県長岡市信濃１－５－３
０

平成17年7月21日 3,360,000
当該研究を円滑に遂行することが出来る唯一
の研究機関のため（会計法第２９条３第４
項、予決令第１０２条の４第３項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
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5785

国立大学法人長岡技術科
学大学
新潟県長岡市上富岡町１
６０３－１

降水予測を含めたリアルタイム洪
水予測手法の開発

宮川　勇二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川河川事務所長
新潟県長岡市信濃１－５－３
０

平成17年7月21日 2,940,000
当該研究を円滑に遂行することが出来る唯一
の研究機関のため（会計法第２９条３第４
項、予決令第１０２条の４第３項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5786
柏崎市長
新潟県柏崎市中央町５－
５０

平成１７年度剣野Ｂ遺跡発掘調査
業務委託

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－430－
１

平成17年4月1日 22,159,759
文化財保護法第58条の2の規定による(会計法
第29条の3第４項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5787
新潟県知事
新潟県新潟市新光町４－
１

平成１７年度長岡国道事務所管内
遺跡発掘調査業務委託

坂上 悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－430－
１

平成17年4月1日 184,849,846
文化財保護法第58条の2の規定による(会計法
第29条の3第４項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5788
日本道路公団北陸支社長
新潟市天神１－１

関越自動車道大和ＰＡのスマート
ＩＣ社会実験業務

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年4月1日 36,026,521

国土交通省北陸地方整備局長と日本道路公団
が締結した関越自動車道大和PAスマートIC社
会実験に関する基本協定に基づき、当該実験
に伴う土木工事、施設等の設置・撤去及び運
営管理に関しては、別途協議を行い受委託協
定を締結することになっているため。(会計
法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第
102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5789
和島村長
新潟県三島郡和島村大字
小島谷３４３４－４

平成１７年度門新・山田郷内遺跡
遺物整理業務委託

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年4月1日 9,030,000
文化財保護法第58条の2の規定による(会計法
第29条の3第４項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5790

東日本高速道路（株）新
潟管理局
新潟県新潟市山田２３１
０番地１

関越自動車道大和ＰＡのスマート
ＩＣ社会実験運営業務

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年5月31日 10,919,850

国土交通省北陸地方整備局長と東日本高速道
路（株）が締結した関越自動車道大和PAス
マートIC社会実験に関する基本協定に基づ
き、当該実験に伴う土木工事、施設等の設
置・撤去及び運営管理に関しては、別途協議
を行い受委託協定を締結することになってい
るため。(会計法第29条の3第4項及び予算決
算及び会計令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5791

東日本高速道路（株）新
潟管理局
新潟県新潟市山田２３１
０番地１

関越自動車道大和ＰＡのスマート
ＩＣ社会実験運営業務（その２）

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年8月31日 3,381,136

国土交通省北陸地方整備局長と東日本高速道
路（株）が締結した関越自動車道大和PAス
マートIC社会実験に関する基本協定に基づ
き、当該実験に伴う土木工事、施設等の設
置・撤去及び運営管理に関しては、別途協議
を行い受委託協定を締結することになってい
るため。(会計法第29条の3第4項及び予算決
算及び会計令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5792

東日本高速道路（株）新
潟管理局
新潟県新潟市山田２３１
０番地１

関越自動車道大和ＰＡのスマート
ＩＣ社会実験運営業務（その３）

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年9月30日 10,631,707

国土交通省北陸地方整備局長と東日本高速道
路（株）が締結した関越自動車道大和PAス
マートIC社会実験に関する基本協定に基づ
き、当該実験に伴う土木工事、施設等の設
置・撤去及び運営管理に関しては、別途協議
を行い受委託協定を締結することになってい
るため。(会計法第29条の3第4項及び予算決
算及び会計令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
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5793

東日本高速道路（株）新
潟管理局
新潟県新潟市山田２３１
０番地１

関越自動車道大和ＰＡのスマート
ＩＣ社会実験運営業務（その４）

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年12月28日 8,886,032

国土交通省北陸地方整備局長と東日本高速道
路（株）が締結した関越自動車道大和PAス
マートIC社会実験に関する基本協定に基づ
き、当該実験に伴う土木工事、施設等の設
置・撤去及び運営管理に関しては、別途協議
を行い受委託協定を締結することになってい
るため。(会計法第29条の3第4項及び予算決
算及び会計令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5794
南魚沼市長
新潟県南魚沼市六日町１
８０－１

平成１７年度六日町流雪溝施設の
維持管理に要した費用の負担金

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成18年3月29日 1,395,312

北陸地方建設局長、新潟県知事、六日町長が
締結した「六日町流雪溝施設の運営及び維持
管理に関する協定」に基づき費用負担が定め
られているため。(会計法第29条の3第4項及
び予算決算及び会計令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5795
新潟県知事
新潟県新潟市新光町４－
１

荒川河川水辺の国勢調査（新潟県
指定区間）業務委託

大石　清
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
羽越河川国道事務所長
新潟県岩船郡荒川町大字藤沢
字前坪２７－１

平成17年4月21日 1,000,000
行政補助的業務に係る委託（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5796
日本道路公団北陸支社長
新潟市天神１－１

上信越自動車道新井ＰＡのスマー
トＩＣ社会実験運営業務

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年4月1日 3,503,132

国土交通省北陸地方整備局長と日本道路公団
が締結した上信越自動車道新井PAスマートIC
社会実験に関する基本協定に基づき、当該実
験に伴う土木工事、施設等の設置・撤去及び
運営管理に関しては、別途協議を行い受委託
協定を締結することになっているため。(会
計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令
第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5797
新潟県知事
新潟県新潟市新光町４－
１

上越三和道路狐宮遺跡発掘調査他
作業

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年4月1日 172,304,605
文化財保護法第58条の2の規定による(会計法
第29条の3第5項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5798

東日本高速道路（株）
新潟管理局長
新潟県新潟市山田２３１
０－１

上信越自動車道新井ＰＡのスマー
トＩＣ社会実験運営業務

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年8月31日 1,864,790

国土交通省北陸地方整備局長と東日本高速道
路(株)が締結した上信越自動車道新井PAス
マートIC社会実験に関する基本協定に基づ
き、当該実験に伴う土木工事、施設等の設
置・撤去及び運営管理に関しては、別途協議
を行い受委託協定を締結することになってい
るため。(会計法第29条の3第4項及び予算決
算及び会計令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5799

東日本高速道路（株）
新潟管理局長
新潟県新潟市山田２３１
０－１

上信越自動車道新井ＰＡのスマー
トＩＣ社会実験運営業務

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年9月30日 5,396,301

国土交通省北陸地方整備局長と東日本高速道
路(株)が締結した上信越自動車道新井PAス
マートIC社会実験に関する基本協定に基づ
き、当該実験に伴う土木工事、施設等の設
置・撤去及び運営管理に関しては、別途協議
を行い受委託協定を締結することになってい
るため。(会計法第29条の3第4項及び予算決
算及び会計令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
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5800

東日本高速道路（株）
新潟管理局長
新潟県新潟市山田２３１
０－１

上信越自動車道新井ＰＡのスマー
トＩＣ社会実験運営業務

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年6月1日 5,450,534

国土交通省北陸地方整備局長と東日本高速道
路(株)が締結した上信越自動車道新井PAス
マートIC社会実験に関する基本協定に基づ
き、当該実験に伴う土木工事、施設等の設
置・撤去及び運営管理に関しては、別途協議
を行い受委託協定を締結することになってい
るため。(会計法第29条の3第4項及び予算決
算及び会計令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5801

東日本高速道路（株）
新潟管理局
新潟県新潟市山田２３１
０－１

上信越自動車道新井ＰＡのスマー
トＩＣ社会実験運営業務

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年12月28日 5,459,086

国土交通省北陸地方整備局長と東日本高速道
路(株)が締結した上信越自動車道新井PAス
マートIC社会実験に関する基本協定に基づ
き、当該実験に伴う土木工事、施設等の設
置・撤去及び運営管理に関しては、別途協議
を行い受委託協定を締結することになってい
るため。(会計法第29条の3第4項及び予算決
算及び会計令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5802

エヌ・ティ・ティ・イン
フラネット（株）新潟支
店
新潟県新潟市本町通７番
町１１５３番地新潟本町
通ビル２Ｆ

一般国道８号黒井電線共同溝整備
その２工事に伴う引込管路工事

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年11月10日 6,382,950

北陸地方整備局長と電線管理者とが締結した
無電柱化推進計画における引込管等設備工事
等に関する協定書に基づく委託契約。（会計
法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条
の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5803
小矢部市長
富山県小矢部市本町１－
１

小矢部バイパス桜町遺跡埋蔵文化
財遺物整理

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月1日 102,000,000
文化財保護法第58条の2の規定による(会計法
第29条の3第４項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5804
富山県知事
富山県富山市新総曲輪１
－７

神通川河川水辺の国勢調査（富山
県指定区間）

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年5月10日 1,000,000
行政補助的業務に係る委託（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5805
黒部市長
富山県黒部市三日市７２
５

入善黒部バイパス（黒部市内）に
伴う埋蔵文化財発掘調査

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月1日 123,767,999
文化財保護法第58条の2の規定による(会計法
第29条の3第４項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5806
砺波市長
富山県砺波市栄町７－３

砺波東バイパスに伴う埋蔵文化財
発掘調査作業

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月1日 166,260,000
文化財保護法第58条の2の規定による(会計法
第29条の3第５項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5807
(財)富山県文化振興財団
富山県富山市新総曲輪４
－１８

能越自動車道に伴う埋蔵文化財発
掘調査

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月1日 246,677,000
文化財保護法第58条の2の規定による富山県
教育委員会の指定による。(会計法第29条の3
第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5808
岐阜県知事
岐阜市藪田南２－１－１

神通川河川水辺の国勢調査（岐阜
県指定区間）

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年5月16日 1,000,000
行政補助的業務に係る委託（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
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5809
(財)富山県文化振興財団
富山県富山市新総曲輪４
－１８

富山高山連絡道路に伴う埋蔵文化
財発掘調査

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月1日 271,891,000
文化財保護法第58条の2の規定による富山県
教育委員会の指定による。(会計法第29条の3
第４項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5810
中日本高速道路（株）金
沢支社
金沢市神野町東１７０

東海北陸自動車道城端ＳＡのス
マートＩＣ社会実験運営業務

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年6月14日 5,564,955

本業務の実施にあたっては、道路管理者であ
る中日本高速道路(株)と「スマートＩＣ社会
実験(城端ＳＡ)に関する基本協定」を締結
し、高速道路区域内における社会実験の運
営・管理は日本道路公団が実施することとし
ているため。（会計法第２９条の３第４項及
び予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5811
中日本高速道路（株）金
沢支社
金沢市神野町東１７０

北陸自動車道入善ＰＡのスマート
ＩＣ社会実験運営業務

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年9月30日 13,104,396

本業務の実施にあたっては、道路管理者であ
る中日本高速道路(株)と平成１６年１１月１
８日付けで「スマートＩＣ社会実験(入善Ｐ
Ａ)に関する基本協定」を締結し、高速道路
区域内における社会実験の運営・管理は日本
道路公団が実施することとしているため。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5812
中日本高速道路（株）金
沢支社
金沢市神野町東１７０

北陸自動車道入善ＰＡのスマート
ＩＣ社会実験運営業務

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年12月28日 15,599,712

本業務の実施にあたっては、道路管理者であ
る中日本高速道路(株)と「スマートＩＣ社会
実験(入善ＰＡ)に関する基本協定」を締結
し、高速道路区域内における社会実験の運
営・管理は日本道路公団が実施することとし
ているため。（会計法第２９条の３第４項及
び予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5813
中日本高速道路（株）金
沢支社
金沢市神野町東１７０

北陸自動車道入善ＰＡのスマート
ＩＣ社会実験運営業務

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年5月30日 22,021,476

本業務の実施にあたっては、道路管理者であ
る中日本高速道路(株)と「スマートＩＣ社会
実験(入善ＰＡ)に関する基本協定」を締結
し、高速道路区域内における社会実験の運
営・管理は日本道路公団が実施することとし
ているため。（会計法第２９条の３第４項及
び予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5814
日本道路公団　北陸支社
新潟県新潟市天神１－１

東海北陸自動車道城端ＳＡのス
マートＩＣ社会実験業務

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月8日 10,715,560

本業務の実施にあたっては、道路管理者であ
る日本道路公団と「スマートＩＣ社会実験
(城端ＳＡ)に関する基本協定」を締結し、高
速道路区域内における社会実験の運営・管理
は日本道路公団が実施することとしているた
め。（会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5815
日本道路公団　北陸支社
新潟県新潟市天神１－１

北陸自動車道入善ＰＡのスマート
ＩＣ社会実験業務

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月1日 15,608,539

本業務の実施にあたっては、道路管理者であ
る日本道路公団と「スマートＩＣ社会実験
(入善ＰＡ)に関する基本協定」を締結し、高
速道路区域内における社会実験の運営・管理
は日本道路公団が実施することとしているた
め。（会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
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5816
氷見市長
富山県氷見市丸の内１番
１号

能越自動車道（氷見市内）に伴う
埋蔵文化財遺物整理

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月1日 15,502,850
文化財保護法第58条の2の規定による(会計法
第29条の3第４項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5817
西日本電信電話（株）金
沢支店
金沢市出羽町４－１

河川情報通信専用ケーブル地下管
路等の共同収容使用料

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月1日 1,105,020
光ケーブル地下管路共同収容のため（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5818

廣川建設工業・真岩土建
工業経常建設共同企業体
代表者　廣川建設工業
（株）
富山県下新川郡入善町古
黒部２４２８

荒俣離岸堤他工事損害負担

金澤　裕勝
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
黒部河川事務所長
富山県黒部市天神新１７３

平成18年2月27日 7,731,761
工事請負契約書第２９条第３項に基づく損害
額負担のため（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

廣川建設工
業（株）
5,025,645
真岩土建工
業（株）
2,706,116

5819
丸新志鷹建設（株）
富山県中新川郡立山町芦
峅寺４９

常願寺川災害応急対策工事

渡　正昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
立山砂防事務所長
富山県中新川郡立山町芦峅寺
字ブナ坂６１

平成17年7月15日 163,800,000

本工事は緊急的災害応急対策工事である。本
業者とは、災害応急復旧協定を締結している
ことから緊急随意契約とした。(会計法第29
条の３第４項・予決令第102条の４第３号)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5820
（株）向出組
石川県加賀市下河崎町ヘ
１８

安宅新直立堤緊急復旧工事

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成18年3月28日 69,300,000
緊急的な災害応急復旧対策業務に関する協定
書に基づき随意契約とした。（会計法第29条
の3第4項及び予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5821
（株）向出組
石川県加賀市下河崎町ヘ
１８

小松海岸日末地区他応急対策工事

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年4月22日 2,310,000
緊急的な災害応急復旧対策業務に関する協定
書に基づき随意契約とした。（会計法第29条
の3第4項、予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5822
中日本高速道路（株）金
沢支社
金沢市神野町東１７０

北陸自動車道徳光ＰＡスマートＩ
Ｃ社会実験運営業務（Ｈ１７年度

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年5月31日 22,622,399

高速道路の有効活用や地域経済の活性化を推
進するため、コスト削減が可能なスマートＩ
Ｃの導入を検討しており、実験箇所を管理し
ているところに委託するため。（会計法第２
９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第
３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5823
中日本高速道路（株）金
沢支社
金沢市神野町東１７０

北陸自動車道徳光ＰＡのスマート
ＩＣ社会実験運営業務

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年12月28日 11,503,018

国土交通省北陸地方整備局長と中日本高速道
路(株)が締結した北陸自動車道徳光PAスマー
トIC社会実験に関する基本協定に基づき、当
該実験に伴う土木工事、施設等の設置・撤去
及び運営管理に関しては、別途協議を行い受
委託協定を締結することになっているため。
(会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会
計令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
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5824
中日本高速道路（株）金
沢支社
金沢市神野町東１７０

北陸自動車道徳光ＰＡのスマート
ＩＣ社会実験運営業務

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年9月30日 14,024,075

国土交通省北陸地方整備局長と中日本高速道
路(株)が締結した北陸自動車道徳光PAスマー
トIC社会実験に関する基本協定に基づき、当
該実験に伴う土木工事、施設等の設置・撤去
及び運営管理に関しては、別途協議を行い受
委託協定を締結することになっているため。
(会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会
計令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5825
中日本高速道路（株）金
沢支社
金沢市神野町東１７０

北陸自動車道尼御前ＳＡスマート
ＩＣ社会実験運営業務（Ｈ１７）

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年5月31日 11,554,900

国土交通省北陸地方整備局長と中日本高速道
路(株)が締結した北陸自動車道尼御前PAス
マートIC社会実験に関する基本協定に基づ
き、当該実験に伴う土木工事、施設等の設
置・撤去及び運営管理に関しては、別途協議
を行い受委託協定を締結することになってい
るため。(会計法第29条の3第4項及び予算決
算及び会計令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5826
中日本高速道路（株）金
沢支社
金沢市神野町東１７０

北陸自動車道尼御前ＳＡのスマー
トＩＣ社会実験施設等撤去

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年12月9日 14,978,263

国土交通省北陸地方整備局長と中日本高速道
路(株)が締結した北陸自動車道尼御前PAス
マートIC社会実験に関する基本協定に基づ
き、当該実験に伴う土木工事、施設等の設
置・撤去及び運営管理に関しては、別途協議
を行い受委託協定を締結することになってい
るため。(会計法第29条の3第4項及び予算決
算及び会計令第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5827
石川県知事
石川県金沢市鞍月１－１

遺跡出土遺物整理作業

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年4月1日 129,600,000
文化財保護法第58条の2の規定による(会計法
第29条の3第４項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5828
石川県知事
石川県金沢市鞍月１－１

加茂遺跡発掘調査作業

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年4月1日 7,200,000
文化財保護法第58条の2の規定による(会計法
第29条の3第４項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5829
石川県知事
石川県金沢市鞍月１－１

古府・国分遺跡発掘調査作業

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年4月1日 131,100,000
文化財保護法第58条の2の規定による(会計法
第29条の3第４項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5830
石川県知事
石川県金沢市鞍月１－１

七尾城跡発掘調査作業

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年4月1日 138,064,000
文化財保護法第58条の2の規定による(会計法
第29条の3第４項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5831
石川県知事
石川県金沢市鞍月１－１

白江梯川遺跡発掘調査作業

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年4月1日 40,400,000
文化財保護法第58条の2の規定による(会計法
第29条の3第４項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5832
石川県知事
石川県金沢市鞍月１－１

平成１７年度　河川水辺の国勢調
査（手取川　指定区間）

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年6月21日 1,438,500
行政補助的業務に係る委託(会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
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5833
小松市長　西村　徹
石川県小松市小馬出町９
１

宮田屋町第一樋管外１２樋管操作
業務委託

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年4月1日 2,786,434
行政補助的業務に係る委託(会計法第２９条
の３第５項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5834
小松市長　西村　徹
石川県小松市小馬出町９
１

千代オオキダ遺跡出土遺物整理作
業

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年4月1日 7,920,000
文化財保護法第58条の2の規定による(会計法
第29条の3第４項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5835
七尾市長
七尾市袖ヶ江町イ部２５
番地

八幡大皆口遺跡発掘調査作業

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年4月1日 26,870,000
文化財保護法第58条の2の規定による(会計法
第29条の3第４項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5836

エヌ・ティ・ティ・イン
フラネット（株）　北陸
支店
石川県金沢市彦三町２－
９－１

一般国道１５９号鳴和地区電線共
同溝（上り線）に伴う引込管路設

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年4月1日 2,042,250

電線管理者の管理する人孔に接続する為、保
安上の観点から電線管理者による施工が適当
であると判断した。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5837
（株）高宮組
長野県南安曇郡奈川村４
０８２－３

上高地災害応急復旧工事

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年8月5日 9,765,000
災害応急対策業務協定に基づく応急復旧のた
め（会計法第29号の３第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5838
（株）傳刀組
長野県大町市大字平７８
４０

高瀬川流域災害応急復旧工事

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年8月10日 11,130,000
災害応急対策業務協定に基づく応急復旧のた
め（会計法第29号の３第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5839
（株）北野
長野県北安曇郡小谷村中
小谷丙２０７１－３

源太郎砂防堰堤上流左岸道路応急
復旧工事

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年7月11日 1,995,000
災害応急対策業務協定に基づく応急復旧のた
め（会計法第29号の３第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5840
国立大学法人京都大学
学長　尾池和夫
京都市左京区吉田本町

神通川水系高原川での土砂移動動
態の推定に関する調査委託

萬徳　昌昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
神通川水系砂防事務所長
岐阜県飛騨市神岡町殿３１６
－２

平成17年6月10日 4,977,000

当該法人は昭和42年以降穂高砂防観測所にお
いて観測を実施しており、蓄積された豊富な
データに基づき土石流対策の基礎研究を継続
するなど、焼岳の特性を熟知し多くの研究実
績を有することから、本業務を遂行できる唯
一の機関である。（会計法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5841
中日本高速道路（株）金
沢支社
金沢市神野町東１７０

平成１７年度北陸自動車道等道路
平面図整備事業

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年8月1日 16,943,512
基本・細目協定に基づく委託契約のため（会
計法第29条の3 第4項、予決令第102条の4 第
3項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5842
小松市長
石川県小松市小馬出町９
１

小松能美都市圏交通現況調査業務

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年7月15日 4,998,000
補助調査と直轄調査を一体で実施することが
効率的かつ経済的なため（会計法第29条の3
第4項、予決令第102条の4 第3項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
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5843

中央大学研究開発機構長
斎藤　邦夫
東京都文京区春日１－１
３－２７

急流河川の河道計画策定に向け
た、新たな河道特性把握手法に関
す

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年4月1日 3,486,000

中央大学研究開発機構は、日本を代表する急
流河川「常願寺川・黒部川・神通川のリバー
カウンセラー」「急流河川対策検討委員会委
員長」「急流河川における浸水想定区域検討
委員会委員長」「黒部川流域洪水ハザード
マップ検討委員会委員長」を歴任し、「急流
河川における氾濫シミュレーション手法」
「急流河川堤防における安全度評価手法」の
確立など、北陸地整管内急流河川の特性を
も熟知し、成果を挙げている学識経験者を有
している。また、十分な調査研究体制が確立
していることから、本業務に対しても、十分
な調査研究成果が期待できる。（会計法第29
条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5844
（社）土木学会
東京都新宿区四谷１丁目
外濠公園内

平成１７年度土木学会共同研究業
務委託

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年9月22日 1,816,500 協議委託(会計法第２９条の３第４項） その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5845

（財）富山県文化振興財
団
富山県富山市新総曲輪４
－１８

能越自動車道に伴う埋蔵文化財発
掘調査・遺物整理

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年4月1日 553,308,000
文化財保護法第58条の2の規定による富山県
教育委員会の指定による。(会計法第29条の3
第4項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5846

東日本旅客鉄道（株）
新潟支社
新潟県新潟市花園町１－
１－１

一般国道７号紫竹跨線橋補修工事
に伴う委託費

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年4月1日 190,016,000

鉄道施設に関わりのある工事のため、契約の
相手方が特定されるもの。(「道路と鉄道と
の交差に関する運輸省・建設省協定」
（s63.5.31）等による）（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5847

東日本旅客鉄道（株）
新潟支社
新潟県新潟市花園町１－
１－１

一般国道７号紫竹跨線橋補修工事
に伴う委託費

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年4月1日 124,911,915

鉄道施設に関わりのある工事のため、契約の
相手方が特定されるもの。(「道路と鉄道と
の交差に関する運輸省・建設省協定」
（s63.5.31）等による）（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5848

西日本旅客鉄道（株）金
沢支社
石川県金沢市高柳町９の
１番地１

一般国道８号青梅跨線橋補修工事
に伴う委託費

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年4月20日 112,888,258

鉄道施設に関わりのある工事のため、契約の
相手方が特定されるもの。(「道路と鉄道と
の交差に関する運輸省・建設省協定」
（s63.5.31）等による）（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5849

西日本旅客鉄道（株）金
沢支社
石川県金沢市高柳町９の
１番地１

一般国道８号津幡北バイパス舟橋
跨線橋新設工事に伴う委託費

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年6月23日 216,329,473

鉄道施設に関わりのある工事のため、契約の
相手方が特定されるもの。(「道路と鉄道と
の交差に関する運輸省・建設省協定」
（s63.5.31）等による）（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5850
富山地方鉄道（株）
富山県富山市桜町１－１
－３６

一般国道４１号館出踏切函渠埋設
工事に伴う委託費

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成18年2月28日 109,168,353

鉄道施設に関わりのある工事のため、契約の
相手方が特定されるもの。(「道路と鉄道と
の交差に関する運輸省・建設省協定」
（s63.5.31）等による）（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5851

独立行政法人　鉄道建
設・運輸施設整備支援機
構　鉄道建設本部北陸新
幹線第二建設局
富山市牛島新町５－５

一般国道８号糸魚川東バイパス側
道設置工事に伴う委託費

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年10月3日 90,649,702

鉄道施設に関わりのある工事のため、契約の
相手方が特定されるもの。(「道路と鉄道と
の交差に関する運輸省・建設省協定」
（s63.5.31）等による）（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5852
エヌ・ティ・ティ・イン
フラネット（株）
富山市桜橋通り４－３２

一般国道４１号電線共同溝事業
（赤田工区外）に係る工事の委託
費

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成18年1月12日 24,520,650
対象施設の管理者が一であり、契約の相手方
が特定されるもの。（会計法第29条の3第4
項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
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5853

東日本高速道路（株）新
潟管理局長
新潟県新潟市山田２３１
０－１

平成１７年度東北横断自動車道い
わき新潟線等道路平面図整備事業

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年8月1日 50,080,851
基本・細目協定に基づく委託契約のため（会
計法第29条の3 第4項、予決令第102条の4 第
3項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5854

エヌ・ティ・ティ・イン
フラネット（株）新潟支
店
新潟県新潟市本町通７番
町１１５３番地

学校町交差点舗装工事に伴う引込
管等設備工事

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年11月21日 11,082,750

北陸地方整備局長と電線管理者とが締結した
無電柱化推進計画における引込管等設備工事
等に関する協定書に基づく委託契約。（会計
法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条
の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5855

エヌ・ティ・ティ・イン
フラネット（株）新潟支
店
新潟県新潟市本町通７番
町１１５３番地

小針地区電線共同溝外工事に伴う
引込管等設備工事

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年11月21日 2,526,300

北陸地方整備局長と電線管理者とが締結した
無電柱化推進計画における引込管等設備工事
等に関する協定書に基づく委託契約。（会計
法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条
の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5856
上越市長
新潟県上越市木田１－１
－３

上越消流雪用水導入施設操作業務
委託

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年11月1日 4,943,032
行政補助的業務に係る委託（会計法第29条の
3第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5857

エヌ・ティ・ティ・イン
フラネット（株）　北陸
支店
石川県金沢市彦三町２－
９－１

一般国道１５６号片原町電線共同
溝に伴う引込管等設備その３工事

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年10月31日 29,671,950
H17.3.7に締結した「無電柱化推進計画にお
ける引込管等設備工事等に関する協定書」に
よる。（会計法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5858

エヌ・ティ・ティ・イン
フラネット（株）　北陸
支店
石川県金沢市彦三町２－
９－１

一般国道４１号田中町電線共同溝
に伴う引込管等設備その１工事

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年10月31日 16,395,750
H17.3.7に締結した「無電柱化推進計画にお
ける引込管等設備工事等に関する協定書」に
よる。（会計法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5859
南砺市長
富山県南砺市苗島４８８
０番地

平成１７年度　利賀ダム工事地内
埋蔵文化財本調査

岩田　英二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
利賀ダム工事事務所長
富山県砺波市太郎丸１－５－
１０

平成17年4月1日 77,973,000
文化財保護法第58条の2の規定による(会計法
第29条の3第４項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5860
加賀市長
石川県加賀市大聖寺南町
ニ４１

一般国道８号改築（南郷拡幅）工
事用地事務委託

伊藤 正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年11月7日 4,914,000
　輻湊している用地交渉を委託契約により当
該相手方に一元化することが効率的なため
（会計法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5861
七尾市長
七尾市袖ヶ江町イ部２５
番地

一般国道４７０号改築（七尾氷見
道路）工事外用地事務委託

伊藤 正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年11月18日 7,098,000
　輻湊している用地交渉を委託契約により当
該相手方に一元化することが効率的なため
（会計法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
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5862
日本道路公団北陸支社長
新潟市天神１－１

北陸自動車道徳光ＰＡのスマート
ＩＣ社会実験業務（平成１７年度

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年4月1日 9,416,895

国土交通省北陸地方整備局長と日本道路公団
が締結した北陸自動車道徳光PAスマートIC社
会実験に関する基本協定に基づき、当該実験
に伴う土木工事、施設等の設置・撤去及び運
営管理に関しては、別途協議を行い受委託協
定を締結することになっているため。(会計
法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第
102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5863
日本道路公団北陸支社長
新潟市天神１－１

北陸自動車道尼御前ＳＡスマート
ＩＣ社会実験業務（平成１７年度

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年4月1日 30,079,584

国土交通省北陸地方整備局長と日本道路公団
が締結した北陸自動車道尼御前PAスマートIC
社会実験に関する基本協定に基づき、当該実
験に伴う土木工事、施設等の設置・撤去及び
運営管理に関しては、別途協議を行い受委託
協定を締結することになっているため。(会
計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令
第102条の4第3号)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5864

エヌ・ティ・ティ・イン
フラネット（株）　北陸
支店
石川県金沢市彦三町２－
９－１

一般国道１５７号　野々市町電線
共同溝に伴う引込管・連系管路及

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年12月12日 6,763,050

電線管理者の管理する人孔に接続する為、保
安上の観点から電線管理者による施工が適当
であると判断した。（会計法第29条の3第4
項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5865

エヌ・ティ・ティ・イン
フラネット（株）　北陸
支店
石川県金沢市彦三町２－
９－１

一般国道８号　園町電線共同溝に
伴う引込管・連系管路及び連系設

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年12月12日 3,713,850

電線管理者の管理する人孔に接続する為、保
安上の観点から電線管理者による施工が適当
であると判断した。（会計法第29条の3第4
項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5866
国立大学法人京都大学
学長　尾池和夫
京都市左京区吉田本町

信濃川水系焼岳に発生する土石流
の観測及び解析

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年6月1日 2,100,000
当該法人には、土石流研究の権威が所属して
おり、過去から継続して学術的観測を行って
いるため（会計法第29条の３第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5867
国立大学法人信州大学
長野県松本市旭３－１－
１

島々谷川におけるチョウ類群集と
絶滅危惧種個体群の生息調査

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年4月18日 1,270,500
学術的調査であり、当該法人の職員を環境ア
ドバイザーとして委嘱しているため。（会計
法第29条の３第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5868

金沢市戸板第二土地区画
整理組合
金沢市若宮二丁目２７番
地

８号金沢地区交通対策　公共施設
管理者負担金

柳川 城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年11月9日 44,200,000
　土地区画整理法第120条に基づく費用の負
担（会計法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5869
富山県知事
富山県富山市新総曲輪１
番７号

一般国道４７０号氷見高岡道路
鑑定費用

安部 友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年8月11日 2,299,500
土地収用法第65条及び126条に基づく費用の
負担（会計法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5870
北陸電力(株)高岡支店長
富山県高岡市広小路７－
１５

一般国道１５６号片原町電線共同
溝に伴う引込管等設備その３工事

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年10月20日 18,696,300
H17.4.1に締結した「無電柱化推進計画にお
ける引込管等設備工事等に関する協定書」に
よる。（会計法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5871
北陸電力(株)富山支店長
富山県富山市牛島町１３
－１５

一般国道４１号田中町電線共同溝
に伴う引込管等設備その１工事

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年12月19日 6,291,600
H17.4.1に締結した「無電柱化推進計画にお
ける引込管等設備工事等に関する協定書」に
よる。（会計法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5872

（株）建設技術研究所
北陸支社
新潟県新潟市万代４－４
－２７　新潟テレコムビ
ル

阿賀野川流域別下水道整備総合計
画に関する基礎調査業務

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年7月4日 5,145,000
プロポーザル方式による随意契約（会計法第
29条の３第４号、予決令第102条の4第３
号）。

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5873
（株）プレック研究所
北陸事務所
新潟市天神２－１－２８

北陸地方における広域景観の保全
手法に関する調査（その２）業務

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成18年1月27日 5,355,000
プロポーザル方式による随意契約（会計法第
29条の３第４号、予決令第102条の4第３
号）。

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5874
（株）建設環境研究所
東京都豊島区東池袋２－
２３－２

中山間地域の災害復興における景
観復元・復興方策検討調査業務委

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年11月25日 18,900,000
プロポーザル方式による随意契約（会計法第
29条の３第４号、予決令第102条の4第３
号）。

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5875
（株）三菱総合研究所
東京都千代田区大手町２
－３－６

潜在資源を活用した冬季観光リノ
ベーションシステム構築検討業務

柳川 城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年10月18日 10,867,500
技術提案による総合評価型プロポーザルのた
め（会計法第29条の3 第4項、予決令第102条
の4 第3項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5876

（株）日本能率協会総合
研究所
東京都港区芝公園３－１
－３８

大規模災害に伴う建設廃棄物・建
設発生土の有効利用に関する調査

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年12月26日 12,180,000

標準プロポーザル方式により も優れた提案
を行い、その提案内容が選定委員会において
特定された。よって、豊かな経験と高度な知
識を有する者とし随意契約を締結したもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5877
中日本航空（株）
愛知県西春日井郡豊山町
大字豊場字殿釜２番地

北陸地方整備局管内河川航空レー
ザ測量業務

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年11月25日 72,030,000
簡易公募プロポーザル（会計法第29条の3第4
項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5878
エヌシーイー（株）
新潟県新潟市網川原１－
４－１１

道路交通センサス集計解析業務委
託

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年12月12日 9,555,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5879
（株）建設環境研究所
東京都豊島区東池袋２－
２３－２

新潟県中越地区シーニックバイ
ウェイ整備検討業務委託

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年6月3日 12,442,500
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5880
（株）佐藤総合計画
東京都墨田区横網２－１
０－１２

富山労働総合庁舎設計業務

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年5月13日 48,300,000

　プロポーザル方式を採用し、提出された技
術提案書を総合的に評価した結果、 も優れ
ていると評価された者を契約の相手方として
特定し、随意契約するものである。(会計法
第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
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5881
日本工営（株）新潟支店
新潟県新潟市出来島１－
１１－２８

北陸地方整備局に関する地方計画
策定調査業務

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成18年3月1日 5,985,000

本業務は、新潟県、富山県、石川県に関わる
広域地方計画について、国土審議会圏域部会に
おける「広域地方計画区域に係る論点」をふま
え、現状の把握、情報収集・整理及び地方計画
づくり等に関する取り組み状況（北陸地方開発促
進計画、東北開発促進計画、首都圏基本計画、
中部圏基本開発整備計画）の情報収集を行うこ
とにより、課題及び問題点を整理し、今後の地方
計画策定のための調査、検討を行い、とりまとめ
るものであり、広範かつ高度な知識と技術的判
断を必要とする業務である。このため標準プロ
ポーザル方式（総合評価型）を実施し、提出要請
を行った社の中から、上記業者が本業務に も
適した業者として特定されたものである。（会計
法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４
第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5882

パシフィックコンサルタ
ンツ（株）新潟支社
新潟県新潟市明石１－６
－６

新たな都市ブランドが及ぼす活性
化影響調査業務委託

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年11月25日 5,880,000

　本業務は、新潟県、富山県、石川県のう
ち、平成の市町村合併により誕生した新市を
対象に、こうした「都市ブランド」がまちづ
くりに及ぼす影響について検討し、今後の魅
力あるまちづくりの一手法として、他地区へ
応用するためのツールをとりまとめるもので
あり、広範かつ高度な知識と技術的判断を必
要とする業務である。　このため標準プロ
ポーザル方式（総合評価型）を実施し、提出
要請を行った社の中から、上記業者が本業務
に も適した業者として特定されたものであ
る。　（会計法第２９条の３第４項及び予決
令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5883

前田建設工業（株）　北
陸支店
富山県富山市牛島町１８
－７

信濃川下流築堤監理試行業務委託

松井 健一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所長
新潟県新潟市文京町１４－１
３

平成17年7月5日 72,859,500
プロポーザルで特定したため（会計法第29条
の3第4項、予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5884
（株）アイ・エヌ・エー
新潟営業所
新潟市東大通２－５－１

五十嵐川合流点計画検討及び築堤
詳細設計業務

松井　健一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所長
新潟県新潟市文京町１４－１
３

平成17年7月13日 25,620,000
プロポーザルで特定したため（会計法第29条
の3第4項、予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5885
（株）キタック
新潟県新潟市新光町１０
番地２

信濃川下流管内樋管及びその他調
査検討業務

松井 健一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所長
新潟県新潟市文京町１４－１
３

平成18年1月5日 15,120,000
プロポーザルによる他社に比べて優れた技術
提案（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5886

（株）建設技術研究所
北陸支社
新潟県新潟市万代４－４
－２７　新潟テレコムビ
ル

信濃川下流河川整備基本方針検討
業務委託

松井　健一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所長
新潟県新潟市文京町１４－１
３

平成17年9月30日 6,930,000
プロポーザルで特定したため（会計法第29条
の3第4項、予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5887

新構造技術（株）　　北
陸支店
新潟県新潟市本町通７番
町１１５３

瑞雲橋交差点他２箇所測量及び詳
細設計業務委託

松井　健一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所長
新潟県新潟市文京町１４－１
３

平成17年10月21日 8,767,500
プロポーザルで特定したため（会計法第29条
の3第4項、予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
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5888

（株）東京建設コンサル
タント　北陸事務所
新潟市東大通１－２－２
３

信濃川下流河川整備計画関連検討
業務委託

松井　健一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所長
新潟県新潟市文京町１４－１
３

平成17年6月15日 28,140,000
プロポーザルで特定したため（会計法第29条
の3第4項、予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5889

パシフィックコンサルタ
ンツ（株）新潟支社
新潟県新潟市明石１－６
－６

新潟金衛町海岸満足度評価業務委
託

松井　健一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所長
新潟県新潟市文京町１４－１
３

平成17年12月27日 11,655,000

プロポーザル業務として提出された技術提案
が当事務所建設コンサルタント業務等選定委
員会において も優れていると判断された為
（会計法第29条の３第4号、予決令第102条の
４第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5890

八千代エンジニヤリング
（株）北陸支店
新潟県新潟市万代１－１
－１

信濃川本川下流便益評価検討業務
委託

松井　健一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所長
新潟県新潟市文京町１４－１
３

平成17年6月21日 8,190,000
プロポーザルで特定したため（会計法第29条
の3第4項、予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5891
（株）グリーンシグマ
新潟県新潟市坂井７００
－１

信濃川下流エコロジカル・ネット
ワーク検討業務委託

松井　健一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所長
新潟県新潟市文京町１４－１
３

平成17年7月13日 8,400,000
プロポーザルで特定したため（会計法第29条
の3第4項、予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5892
日本工営（株）新潟支店
新潟県新潟市出来島１－
１１－２８

滝坂地すべり松坂地区対策工詳細
設計業務

野田　猛
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀野川河川事務所長
新潟県新潟市南町１４－２８

平成17年10月14日 42,000,000
プロポーザル提案により締結。(会計法第２
９条の３第４号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5893
日本工営（株）新潟支店
新潟県新潟市出来島１－
１１－２８

地すべり自動観測システム改良検
討業務

野田　猛
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀野川河川事務所長
新潟県新潟市南町１４－２８

平成17年10月13日 24,307,500
プロポーザル提案により締結。(会計法第２
９条の３第４号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5894

（株）建設技術研究所
北陸支社
新潟県新潟市万代４－４
－２７　新潟テレコムビ
ル

阿賀野川水系河川整備計画検討業
務

野田　猛
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀野川河川事務所長
新潟県新潟市南町１４－２８

平成17年10月18日 22,680,000
プロポーザル提案により締結。(会計法第２
９条の３第４号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5895

日本建設コンサルタント
（株）　新潟営業所
新潟県新潟市南笹口１－
９－２９

阿賀野川流域概要パンフレット作
成業務

野田　猛
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀野川河川事務所長
新潟県新潟市南町１４－２８

平成17年12月22日 10,290,000
プロポーザル提案により締結。(会計法第２
９条の３第４号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5896

パシフィックコンサルタ
ンツ（株）新潟支社
新潟県新潟市明石１－６
－６

阿賀野川堤防詳細点検その１業務
委託

野田　猛
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀野川河川事務所長
新潟県新潟市南町１４－２８

平成17年4月1日 66,255,000
プロポーザル提案により締結。(会計法第２
９条の３第４号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5897
（株）建設環境研究所
東京都豊島区東池袋２－
２３－２

阿賀野川河川環境検討業務

野田　猛
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀野川河川事務所長
新潟県新潟市南町１４－２８

平成17年10月26日 22,470,000
プロポーザル提案により締結。(会計法第２
９条の３第４号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
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5898

（株）オリエンタルコン
サルタンツ　北陸支所
新潟県新潟市東大通１－
２－２６

走りやすさマップデータ取得等業
務

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成18年1月12日 20,370,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5899
開発技建（株）
新潟県新潟市文京町２２
－２１

柾谷小路歩道整備検討業務委託

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年11月29日 12,495,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5900
（株）長大　北陸事務所
新潟市東大通１－７－１
０

橋梁耐震補強設計業務委託

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年7月29日 124,215,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5901
エヌシーイー（株）
新潟県新潟市網川原１－
４－１１

新潟都市圏幹線道路整備計画検討
業務委託

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成18年1月13日 32,550,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5902

三井共同建設コンサルタ
ント（株）北陸事務所
新潟県新潟市東大通２－
５－８

西名目所ＩＣ橋詳細設計業務委託

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年12月28日 16,590,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5903

（株）テクノプラン
東京都港区芝２－２－１
４　一星芝ビルディング
３階

電気通信設備設計業務委託

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年11月16日 15,960,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5904
特定非営利活動法人地域
インフラ研究会
新潟市文京町６－７

一番堀・ファーマーズマーケット
社会実験検討業務委託

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年9月6日 7,100,000
国土交通省が公募している社会実験に選定さ
れたため。（会計法第２９条の３第４項及び
予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5905
阿賀野市長
阿賀野市岡山町１０－１
５

道の駅を核としたフィンランド型
福祉のまちづくりモデル検討調査
業務委託

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年9月26日 6,216,000

内閣官房と国土交通省が公募した「平成１７
年度全国都市再生モデル調査」に応募し、支
援が認められたため。（会計法第２９条の３
第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
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5906
（株）新潟博報堂
新潟県新潟市西堀通六番
町８６６番地

道路広報広告活動業務委託

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成17年9月28日 38,535,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5907

新潟商工会議所　会頭
上原　明
新潟県新潟市万代島５番
１号

駐車場情報システムの高度化実証
実験業務委託

中野　穣治
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
新潟国道事務所長
新潟県新潟市南笹口２－１－
６５

平成18年1月10日 39,809,784

国土交通省が公募した「平成１７年度駐車場
情報システムの高度化実証実験地区」に新潟
商工会議所とともに選定されたため。（会計
法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条
の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5908
日本工営（株）新潟支店
新潟県新潟市出来島１－
１１－２８

信濃川無線通信施設設計業務委託

宮川　勇二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川河川事務所長
新潟県長岡市信濃１－５－３
０

平成17年11月10日 8,085,000
プロポーザルを実施、技術提案が も優れて
いたため（会計法第２９条３第４項、予決令
第１０２条の４第３項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5909
日本工営（株）新潟支店
新潟県新潟市出来島１－
１１－２８

大河津可動堰詳細設計（その２）
業務委託

宮川　勇二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川河川事務所長
新潟県長岡市信濃１－５－３
０

平成17年7月20日 120,645,000
プロポーザルを実施、技術提案が も優れて
いたため（会計法第２９条３第４項、予決令
第１０２条の４第３項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5910
国際航業（株）新潟支店
新潟県新潟市東大通２－
３－２６

大河津地区構造物付近深浅測量作
業

宮川　勇二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川河川事務所長
新潟県長岡市信濃１－５－３
０

平成17年11月28日 12,705,000
プロポーザルを実施、技術提案が も優れて
いたため（会計法第２９条３第４項、予決令
第１０２条の４第３項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5911

（株）東京建設コンサル
タント　北陸事務所
新潟市東大通１－２－２
３

信濃川水系河川整備基本方針検討
業務委託

宮川　勇二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川河川事務所長
新潟県長岡市信濃１－５－３
０

平成17年11月28日 46,620,000
プロポーザルを実施、技術提案が も優れて
いたため（会計法第２９条３第４項、予決令
第１０２条の４第３項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5912
（株）建設環境研究所
東京都豊島区東池袋２－
２３－２

河川水辺の国勢調査全体調査計画
策定業務委託

宮川　勇二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川河川事務所長
新潟県長岡市信濃１－５－３
０

平成17年11月25日 7,455,000
プロポーザルを実施、技術提案が も優れて
いたため（会計法第２９条３第４項、予決令
第１０２条の４第３項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5913

（株）オリエンタルコン
サルタンツ　北陸支所
新潟県新潟市東大通１－
２－２３

長岡国道管内緊急橋梁耐震補強設
計業務委託

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年9月5日 24,570,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
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5914
開発技建（株）
新潟県新潟市文京町２２
－２１

交通事故対策設計業務

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年9月5日 24,255,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5915

サンコーコンサルタント
（株）　北陸支店
新潟県新潟市寺尾上４－
４－１５

八箇峠トンネル地質調査作業

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年8月4日 45,675,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5916

新構造技術（株）　　北
陸支店
新潟県新潟市本町通７番
町１１５３

長岡国道管内橋梁耐震補強設計そ
の２業務委託

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年10月14日 41,055,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5917

新構造技術（株）　　北
陸支店
新潟県新潟市本町通７番
町１１５３

八箇峠道路橋梁予備設計（その
３）業務

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年11月29日 17,535,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5918

大日本コンサルタント
（株）　北陸支社
富山県富山市願海寺６３
３

新破間橋拡幅検討業務委託

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年12月22日 9,975,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5919

東京コンサルタンツ
（株）　新潟事務所
新潟県新潟市笹口３－１
４－２

八箇峠トンネル実施設計業務委託

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年9月16日 24,780,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5920

東京コンサルタンツ
（株）　新潟事務所
新潟県新潟市笹口３－１
４－２

八箇峠道路橋梁予備設計（その
２）業務

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年11月29日 6,090,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
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びにその所属する部局
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（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5921
エヌシーイー（株）
新潟県新潟市網川原１－
４－１１

社会実験（スマートＩＣ大和）効
果検討業務委託

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年5月30日 10,867,500
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5922

パシフィックコンサルタ
ンツ（株）新潟支社
新潟県新潟市明石１－６
－６

八箇峠道路橋梁予備設計（その
１）業務

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年11月29日 23,415,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5923
（株）グリーンシグマ
新潟県新潟市坂井７００
－１

柏崎バイパス環境調査及び保全対
策業務委託

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年6月3日 15,540,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5924

パシフィックコンサルタ
ンツ（株）新潟支社
新潟県新潟市明石１－６
－６

マス沢砂防堰堤群及び工事用道路
設計業務委託

山口　真司
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
湯沢砂防事務所長
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神
立２３

平成17年9月21日 14,280,000

本業務は、魚野川右支川水無川支川マス沢に計
画している砂防堰堤群及び工事用道路につい
て、新潟県による生活環境保全林整備事業、南
魚沼市による越後三山森林公園整備構想等の
周辺整備構想との整合を図りつつ実施する施設
設計及び、施設設計の基本方針の策定のため
の住民参加型によるワークショップの企画・運営
を行うものであり、プロポーザル業務として、上記
業者を含む５社に技術提案の提出要請を行った
ものである。事務所建設コンサルタント業務等選
定委員会において、上記業者の技術提案が他社
と比べて優れていることから、本業務の契約相手
として特定した。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5925
日本工営（株）新潟支店
新潟県新潟市出来島１－
１１－２８

大石ダム管理用制御処理設備詳細
設計業務

大石　清
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
羽越河川国道事務所長
新潟県岩船郡荒川町大字藤沢
字前坪２７－１

平成17年8月25日 21,945,000
プロポーザルを実施、技術提案が も優れて
いたため（会計法第２９条３第４項、予決令
第１０２条の４第３項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5926
応用地質（株）新潟支店
新潟県新潟市紫竹７－２
７－３５

荒川堤防詳細調査その２業務

大石　清
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
羽越河川国道事務所長
新潟県岩船郡荒川町大字藤沢
字前坪２７－１

平成17年3月23日 21,892,500
プロポーザルを実施、技術提案が も優れて
いたため（会計法第２９条３第４項、予決令
第１０２条の４第３項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
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＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5927
応用地質（株）新潟支店
新潟県新潟市紫竹７－２
７－３５

荒川堤防詳細調査その３業務

大石　清
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
羽越河川国道事務所長
新潟県岩船郡荒川町大字藤沢
字前坪２７－１

平成18年1月26日 3,129,000
プロポーザルを実施、技術提案が も優れて
いたため（会計法第２９条３第４項、予決令
第１０２条の４第３項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5928
開発技建（株）
新潟県新潟市文京町２２
－２１

新潟山形南部連絡道路概略設計業
務

大石　清
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
羽越河川国道事務所長
新潟県岩船郡荒川町大字藤沢
字前坪２７－１

平成18年2月10日 9,765,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5929

（株）建設技術研究所
北陸支社
新潟県新潟市万代４－４
－２７　新潟テレコムビ
ル

荒川治水バランス検討業務

大石　清
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
羽越河川国道事務所長
新潟県岩船郡荒川町大字藤沢
字前坪２７－１

平成16年8月31日 16,590,000
プロポーザルを実施、技術提案が も優れて
いたため（会計法第２９条３第４項、予決令
第１０２条の４第３項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5930

（株）建設技術研究所
北陸支社
新潟県新潟市万代４－４
－２７　新潟テレコムビ
ル

荒川樹木管理計画検討業務

大石　清
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
羽越河川国道事務所長
新潟県岩船郡荒川町大字藤沢
字前坪２７－１

平成17年8月5日 9,870,000
プロポーザルを実施、技術提案が も優れて
いたため（会計法第２９条３第４項、予決令
第１０２条の４第３項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5931

（株）建設技術研究所
北陸支社
新潟県新潟市万代４－４
－２７　新潟テレコムビ
ル

荒川流下能力検討業務委託

大石　清
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
羽越河川国道事務所長
新潟県岩船郡荒川町大字藤沢
字前坪２７－１

平成17年3月23日 7,980,000
プロポーザルを実施、技術提案が も優れて
いたため（会計法第２９条３第４項、予決令
第１０２条の４第３項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5932

新構造技術（株）　　北
陸支店
新潟県新潟市本町通７番
町１１５３

大内渕跨線橋予備設計業務委託

大石　清
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
羽越河川国道事務所長
新潟県岩船郡荒川町大字藤沢
字前坪２７－１

平成17年12月28日 10,290,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5933

（株）千代田コンサルタ
ント新潟営業所
新潟市笹口１－１９－３
１

鷹ノ巣道路環境調査業務委託

大石　清
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
羽越河川国道事務所長
新潟県岩船郡荒川町大字藤沢
字前坪２７－１

平成17年6月27日 30,870,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
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契約の相手方の商
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点検の結果 講ずる措置 備考

5934

日本建設コンサルタント
（株）　新潟営業所
新潟県新潟市南笹口１－
９－２９

荒川河口処理計画検討業務

大石　清
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
羽越河川国道事務所長
新潟県岩船郡荒川町大字藤沢
字前坪２７－１

平成17年7月6日 7,350,000
プロポーザルを実施、技術提案が も優れて
いたため（会計法第２９条３第４項、予決令
第１０２条の４第３項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5935
エヌシーイー（株）
新潟県新潟市網川原１－
４－１１

管内道路行政マネ－ジメント検討
業務委託

大石　清
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
羽越河川国道事務所長
新潟県岩船郡荒川町大字藤沢
字前坪２７－１

平成17年7月28日 11,760,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5936

（株）テクノプラン
東京都港区芝２－２－１
４　一星芝ビルディング
３階

羽越管内雷害対策検討業務

大石　清
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
羽越河川国道事務所長
新潟県岩船郡荒川町大字藤沢
字前坪２７－１

平成18年1月25日 3,990,000
プロポーザル。（会計法第２９条の３第４項
及び予決令１０２条の４第３項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5937
応用地質（株）新潟支店
新潟県新潟市紫竹７－２
７－３５

平成１７年度道路防災カルテ点検
業務委託

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年8月29日 15,015,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5938
開発技建（株）
新潟県新潟市文京町２２
－２１

一般国道８号直江津地区道路整備
検討業務委託

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年9月2日 17,220,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5939

（株）建設技術研究所
北陸支社
新潟県新潟市万代４－４
－２７　新潟テレコムビ
ル

姫川治水計画検討業務委託

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年12月28日 10,920,000
標準プロポーザルにより（会計法第29条の3
第4項、予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5940

（株）東京建設コンサル
タント　北陸事務所
新潟市東大通１－２－２
３

関川河川整備計画検討業務委託

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年9月16日 29,085,000
標準プロポーザルにより（会計法第29条の3
第4項、予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5941

（株）オリエンタルコン
サルタンツ　北陸支所
新潟県新潟市東大通１－
２－２３

富山管内事故対策検討業務委託

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年9月6日 29,295,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
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5942

（株）オリエンタルコン
サルタンツ　北陸支所
新潟県新潟市東大通１－
２－２３

富山管内路線評価検討業務委託

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成18年1月26日 14,175,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5943
開発技建（株）
新潟県新潟市文京町２２
－２１

入善黒部バイパス平伝寺高架橋他
１橋予備設計業務委託

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年12月26日 23,730,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5944
開発技建（株）
新潟県新潟市文京町２２
－２１

富山外郭環状道路検討その２業務
委託

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年11月8日 26,565,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5945
（株）キタック
新潟県新潟市新光町１０
番地２

管内河川堤防詳細調査解析業務

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成18年1月19日 16,800,000
プロポーザル方式で特定した業者であるため
（会計法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5946

（株）建設技術研究所
北陸支社
新潟県新潟市万代４－４
－２７　新潟テレコムビ
ル

管内河川整備基本方針及び常願寺
川河川整備計画検討業務

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年8月1日 51,135,000
プロポーザル方式で特定した業者であるため
（会計法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5947

（株）建設技術研究所
北陸支社
新潟県新潟市万代４－４
－２７　新潟テレコムビ
ル

入善黒部バイパス高橋川橋他１橋
予備設計業務委託

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年12月28日 23,593,500
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5948

（株）建設技術研究所
北陸支社
新潟県新潟市万代４－４
－２７　新潟テレコムビ
ル

粒度分布調査手法検討業務

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成18年2月2日 5,250,000
プロポーザル方式で特定した業者であるため
（会計法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5949

大日本コンサルタント
（株）　北陸支社
富山県富山市願海寺６３
３

管内橋梁耐震補強設計業務委託

安部 友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年8月9日 86,625,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5950

大日本コンサルタント
（株）　北陸支社
富山県富山市願海寺６３
３

能越自動車道氷見第１０トンネル
詳細設計業務委託

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年12月27日 20,475,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5951

大日本コンサルタント
（株）　北陸支社
富山県富山市願海寺６３
３

富山管内交通解析業務委託

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年10月27日 28,875,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5952

（株）東京建設コンサル
タント　北陸事務所
新潟市東大通１－２－２
３

管内河川正常流量検討業務

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年8月1日 17,535,000
プロポーザル方式で特定した業者であるため
（会計法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5953

東京コンサルタンツ
（株）新潟富山支店
富山県富山市上冨居３－
１２－１８

能越自動車道大野第二高架橋詳細
設計業務委託

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年10月27日 60,795,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5954
エヌシーイー（株）
新潟県新潟市網川原１－
４－１１

能越自動車道氷見第７トンネル詳
細設計業務委託

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年12月27日 18,375,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5955
エヌシーイー（株）
新潟県新潟市網川原１－
４－１１

富山高岡バイパスインパクト調査
業務委託

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年11月25日 16,380,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5956

パシフィックコンサルタ
ンツ（株）　富山事務所
富山県富山市丸の内１－
８－１０

氷見第１トンネル換気設備設計業
務委託

安部 友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成18年1月18日 6,510,000
標準プロポーザル方式として実施し、技術提
案書を審査した結果特定されたため。（会計
法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5957

（株）押田建築設計事務
所
富山県富山市丸の内３－
４－１４

入善除雪基地設計業務

安部 友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年8月23日 8,400,000
標準プロポーザル方式として実施し、技術提
案書を審査した結果特定されたため。（会計
法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5958
（株）建設環境研究所
東京都豊島区東池袋２－
２３－２

洪水に伴う河川環境変化調査検討
業務

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年6月29日 9,660,000
標準プロポーザル方式として実施し、技術提
案書を審査した結果特定されたため。（会計
法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5959
（株）建設技術センター
東京都千代田区飯田橋４
－７－１０

能越自動車道氷見第６トンネル詳
細設計業務委託

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年12月27日 19,950,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5960

（株）テクノプラン
東京都港区芝２－２－１
４　一星芝ビルディング
３階

氷見高岡道路情報管理設備詳細設
計業務

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年10月6日 29,400,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5961
黒部市長
富山県黒部市三日市７２
５

公民協働による賑わいと憩いの空
間づくりの社会実験調査業務委託

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年7月25日 5,016,900

黒部市が国土交通省の施策に応募し、実験の
対象地区として選定されたため。（会計法第
２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４
第３号） その他

随意契約によらざるを得
ないもの
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5962
（株）興和　富山営業所
富山県富山市掛尾町４５
３番地

黒部川堤防詳細調査業務委託

金澤　裕勝
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
黒部河川事務所長
富山県黒部市天神新１７３

平成17年7月28日 22,890,000

１７年度にプロポーザル方式で技術提案が
も優れた業者として特定されたため（会計法
第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４
第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5963
応用地質（株）北陸支店
石川県金沢市神野町東１
０８

下新川海岸堤防空洞化調査業務委
託

金澤　裕勝
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
黒部河川事務所長
富山県黒部市天神新１７３

平成17年9月21日 18,480,000

１７年度にプロポーザル方式で技術提案が
も優れた業者として特定されたため（会計法
第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４
第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5964

（株）建設技術研究所
北陸支社
新潟県新潟市万代４－４
－２７　新潟テレコムビ
ル

黒部川水系河川整備基本方針検討
業務委託

金澤　裕勝
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
黒部河川事務所長
富山県黒部市天神新１７３

平成17年8月31日 24,465,000

１７年度にプロポーザル方式で技術提案が
も優れた業者として特定されたため（会計法
第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４
第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5965

国際航業（株）　富山営
業所
富山県富山市新根塚町１
－２－８　ナポレオンビ
ル

下新川海岸詳細地形測量作業

金澤　裕勝
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
黒部河川事務所長
富山県黒部市天神新１７３

平成17年10月17日 32,760,000

１７年度にプロポーザル方式で技術提案が
も優れた業者として特定されたため（会計法
第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４
第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5966

八千代エンジニヤリング
（株）北陸支店
新潟県新潟市万代１－１
－１

平成１７年度　宇奈月ダム棲み場
調査業務委託

金澤　裕勝
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
黒部河川事務所長
富山県黒部市天神新１７３

平成17年9月29日 10,993,500

１７年度にプロポーザル方式で技術提案が
も優れた業者として特定されたため（会計法
第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４
第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5967
（株）エコー
東京都台東区北上野２－
６－４

黒部川アユの生息環境・生息実態
調査業務委託

金澤　裕勝
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
黒部河川事務所長
富山県黒部市天神新１７３

平成17年5月20日 44,625,000

１７年度にプロポーザル方式で技術提案が
も優れた業者として特定されたため（会計法
第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４
第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5968
（株）興和　富山営業所
富山県富山市掛尾町４５
３番地

立山カルデラ内地下水調査業務委
託

渡　正昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
立山砂防事務所長
富山県中新川郡立山町芦峅寺
字ブナ坂６１

平成17年5月31日 12,180,000
標準プロポーザル方式に基づく発注(会計法
第29条の３第４項・予決令第102条の４第３
号)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5969

日本工営（株）　北陸事
務所
石川県金沢市駅西本町５
－１－４３

跡津川断層変位計点検作業

渡　正昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
立山砂防事務所長
富山県中新川郡立山町芦峅寺
字ブナ坂６１

平成17年8月31日 1,664,250
標準プロポーザル方式に基づく発注(会計法
第29条の3第4項予決令第102条）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5970

アイドールエンジニヤリ
ング（株）　新潟事務所
新潟県新潟市紫竹山１－
１－６９

平成１７年度　利賀ダム貯水池周
辺地すべり対策工法検討業務委託

岩田　英二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
利賀ダム工事事務所長
富山県砺波市太郎丸１－５－
１０

平成17年11月8日 25,200,000

ダム湛水後不安手化する貯水池周辺斜面の対
策工法を概略設計するたの地質・岩盤性状を
詳細検討し、長期安定性について検討を行う
ものである。標準プロポーザル方式（総合評
価型）により業者を特定した。（会計法第２
９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３
号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5971

（株）ニュージェック富
山事務所
富山県富山市本町３－２
５

平成１７年度利賀ダム発電補償検
討業務委託

岩田　英二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
利賀ダム工事事務所長
富山県砺波市太郎丸１－５－
１０

平成18年1月16日 9,975,000

ダム建設により設備の一部が水没する大牧発
電所の補償額を算定するものである。標準プ
ロポーザル方式（総合評価型）により業者を
特定した。（会計法第２９条の３第４項、予
決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5972
（株）建設技術センター
東京都千代田区飯田橋４
－７－１０

利賀ダム工事用道路トンネル設計
業務委託

岩田　英二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
利賀ダム工事事務所長
富山県砺波市太郎丸１－５－
１０

平成17年10月31日 51,450,000

利賀ダム工事用道路約６．４km区間につい
て、コスト縮減の観点から道路線形の修正検
討、トンネルの修正設計、橋梁の予備設計及
びパイロット道路の検討を行うものである。
標準プロポーザル（技術者評価型）により契
約相手として特定された。（会計法第２９条
の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5973
（株）興和　北陸支店
石川県金沢市横川６－６
９

甚之助谷地すべり上部排水施設詳
細設計業務委託

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年8月5日 8,085,000
標準プロポーザル方式（技術者評価型）に基
づき相手方を特定（会計法第29条の3第4項及
び予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5974

日本工営（株）北陸事務
所
石川県金沢市駅西本町５
丁目１番４３号

手取川上流域監視手法検討業務

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年9月20日 18,690,000
標準プロポーザル方式（技術者評価型）に基
づき相手方を特定（会計法第29条の3第4項及
び予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5975

（株）アイ・エヌ・エー
北陸支店
石川県金沢市広岡１－１
－３５

加越沿岸土砂動態等解析検討業務
委託

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年8月11日 19,425,000
標準プロポーザル方式（技術者評価型）に基
づき相手方を特定（会計法第29条の3第4項及
び予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5976
（株）キタック
新潟県新潟市新光町１０
番地２

手取川・梯川堤防詳細調査業務委
託

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成18年3月30日 37,590,000
標準プロポーザル方式（技術者評価型）に基
づき相手方を特定（会計法第29条の3第4項及
び予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5977

（株）建設技術研究所
北陸支社
新潟県新潟市万代４－４
－２７　新潟テレコムビ
ル

七尾氷見道路熊淵川橋他２橋予備
設計業務委託

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年12月22日 40,740,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5978

（株）建設技術研究所
北陸支社
新潟県新潟市万代４－４
－２７　新潟テレコムビ
ル

手取川ダム浮島等環境調査業務委
託

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年8月4日 10,080,000
標準プロポーザル方式（技術者評価型）に基
づき相手方を特定（会計法第29条の3第4項及
び予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5979

（株）建設技術研究所
北陸支社
新潟県新潟市万代４－４
－２７　新潟テレコムビ
ル

手取川水系河川整備計画検討業務
委託

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年7月29日 17,325,000
標準プロポーザル方式（総合評価型）に基づ
き相手方を特定（会計法第29条の3第4項及び
予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
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5980
（株）コルバック
文京区湯島３－３１－３
湯島東宝ビル

手取川上流部掃流砂量調査解析業
務委託

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年4月28日 15,540,000
標準プロポーザル方式（技術者評価型）に基
づき相手方を特定（会計法第29条の3第4項及
び予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5981
（株）国土開発センター
石川県金沢市広岡３－１
－１

石川県管内路線評価検討業務委託

伊藤 正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成18年1月30日 11,445,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5982

新構造技術（株）　　北
陸支店
新潟県新潟市本町通７番
町１１５３

万行第一高架橋他１橋詳細設計業
務委託

伊藤 正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年12月13日 45,990,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5983

（株）東京建設コンサル
タント　北陸事務所
新潟市東大通１－２－２
３

手取川・梯川防災管理システム構
築業務委託

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年12月14日 23,205,000
標準プロポーザル方式（総合評価型）に基づ
き相手方を特定（会計法第29条の3第4項及び
予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5984

（株）東京建設コンサル
タント　北陸事務所
新潟市東大通１－２－２
３

梯川治水経済調査業務委託

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年7月29日 16,170,000
標準プロポーザル方式（技術者評価型）に基
づき相手方を特定（会計法第29条の3第4項及
び予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5985

東京コンサルタンツ
（株）　金沢支店
石川県金沢市彦三町２丁
目１０－１３

七尾氷見道路詳細設計業務委託

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年11月18日 40,215,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5986

東京コンサルタンツ
（株）　金沢支店
石川県金沢市彦三町２丁
目１０－１３

能越自動車道環境影響調査その５
業務委託

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年10月18日 11,077,500
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5987
（株）日本海コンサルタ
ント
金沢市泉本町２－１２６

能越自動車道穴水道路及び金沢外
環状道路山側幹線（金沢東部環状
道路）整備効果検討業務

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年12月26日 9,030,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5988

日本技術開発（株）　東
京支社
東京都中野区本町５－３
３－１１

七尾トンネル及び麻生トンネル詳
細設計業務委託

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年11月11日 50,715,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5989

日本建設コンサルタント
（株）　新潟営業所
新潟県新潟市南笹口１－
９－２９

平成１７年度　梯川基本高水検討
業務委託

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年11月18日 16,800,000
標準プロポーザル方式（技術者評価型）に基
づき相手方を特定（会計法第29条の3第4項及
び予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
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5990

パシフィックコンサルタ
ンツ（株）　金沢事務所
石川県金沢市駅西本町１
丁目１４番２９号

砂防施設機能評価検討業務委託

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年5月13日 28,980,000
標準プロポーザル方式（技術者評価型）に基
づき相手方を特定（会計法第29条の3第4項及
び予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5991

パシフィックコンサルタ
ンツ（株）　金沢事務所
石川県金沢市駅西本町１
丁目１４番２９号

甚之助谷地すべり水文調査解析業
務

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年5月19日 25,809,000
標準プロポーザル方式（技術者評価型）に基
づき相手方を特定（会計法第29条の3第4項及
び予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5992

パシフィックコンサルタ
ンツ（株）　金沢事務所
石川県金沢市駅西本町１
丁目１４番２９号

梯川堤防詳細調査業務委託

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成18年1月6日 15,120,000
標準プロポーザル方式（技術者評価型）に基
づき相手方を特定（会計法第29条の3第4項及
び予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5993

北電技術コンサルタント
（株）　石川支店
石川県金沢市下本多町６
－１１

手取川ダム流量観測作業

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年4月1日 1,491,000
標準プロポーザル方式（技術者評価型）に基
づき相手方を特定（会計法第29条の3第4項及
び予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5994

（株）山岸建築設計事務
所
石川県金沢市中村町３１
－４７

能登国道維持出張所庁舎新築設計
業務

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年10月17日 8,610,000
標準プロポーザル方式（建築）に基づき相手
方を特定（会計法第29条の3第4項及び予決令
第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5995
（株）建設環境研究所
東京都豊島区東池袋２－
２３－２

能越自動車道（田鶴浜～七尾区
間）環境影響評価方法書等作成業
務

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年10月18日 7,980,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5996
（株）建設技術センター
東京都千代田区飯田橋４
－７－１０

小松白川連絡道路（加賀飛騨トン
ネル）計画検討業務

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成18年1月25日 5,040,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5997

ＮＰＯ法人　ござっせ倶
楽部
石川県能美市寺井町る６
８番地１

新市連携による九谷焼の里再生調
査業務委託

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年7月28日 6,300,000
都市再生本部事務局が公募した「モデル調
査」に選定されたため。（会計法第29条の3
第4項及び予決令第102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

5998
金沢創造都市会議開催委
員会
金沢市尾山町９－１３

金沢アートアヴェニューでのオー
プンカフェ実験検討業務委託

伊藤　正秀
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
金沢河川国道事務所長
石川県金沢市西念４－２３－
５

平成17年7月26日 7,000,000
国土交通省が公募した社会実験に選定された
ため。（会計法第29条の3第4項及び予決令第
102条の4第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

5999
日本工営（株）新潟支店
新潟県新潟市出来島１－
１１－２８

横川ダム管理用電気通信設備実施
設計業務

七澤　馨
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
横川ダム工事事務所長
山形県西置賜郡小国町大字岩
井沢５２３－１

平成17年8月1日 12,285,000
標準プロポーザル方式として実施し、技術提
案書を審査した結果特定されたため。（会計
法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

6000

（株）建設技術研究所
北陸支社
新潟県新潟市万代４－４
－２７　新潟テレコムビ
ル

横川ダム周辺整備実施設計業務

宮島　滋近
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
横川ダム工事事務所長
山形県西置賜郡小国町大字岩
井沢５２３－１

平成17年9月9日 19,425,000
標準プロポーザル方式として実施し、技術提
案書を審査した結果特定されたため。（会計
法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

6001
（株）エミック
東京都台東区東上野２－
１８－９

横川ダムインクライン設備実施設
計業務委託

七澤　馨
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
横川ダム工事事務所長
山形県西置賜郡小国町大字岩
井沢５２３－１

平成17年7月13日 3,990,000
標準プロポーザル方式として実施し、技術提
案書を審査した結果特定されたため。（会計
法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

6002

（株）建設技術研究所
北陸支社
新潟県新潟市万代４－４
－２７　新潟テレコムビ
ル

阿賀野川水系河川整備計画検討業
務

矢田　弘
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀川河川事務所長
福島県会津若松市表町２－７
０

平成17年11月10日 18,480,000
プロポーザル業務として、技術提案書が他社
より優れていたため（会計法第29条の３第4
項、予決令第102条の４第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

6003

（株）建設技術研究所
北陸支社
新潟県新潟市万代４－４
－２７　新潟テレコムビ
ル

大川ダム棲み場調査業務委託

矢田　弘
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀川河川事務所長
福島県会津若松市表町２－７
０

平成17年9月2日 9,765,000
プロポーザル業務として、技術提案書が他社
より優れていたため（会計法第29条の３第4
項、予決令第102条の４第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

6004

（株）東京建設コンサル
タント　北陸事務所
新潟市東大通１－２－２
３

阿賀川河道計画検討業務

矢田　弘
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀川河川事務所長
福島県会津若松市表町２－７
０

平成17年8月25日 32,970,000
プロポーザル業務として、技術提案書が他社
より優れていたため（会計法第29条の３第4
項、予決令第102条の４第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

6005

（株）東京建設コンサル
タント　北陸事務所
新潟市東大通１－２－２
３

清流ルネッサンス２行動計画策定
等検討業務

矢田　弘
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀川河川事務所長
福島県会津若松市表町２－７
０

平成17年7月6日 39,795,000
プロポーザル業務として、技術提案書が他社
より優れていたため（会計法第29条の３第4
項、予決令第102条の４第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

6006

パシフィックコンサルタ
ンツ（株）新潟支社
新潟県新潟市明石１－６
－６

阿賀川河道内樹木群管理計画検討
業務委託

矢田　弘
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀川河川事務所長
福島県会津若松市表町２－７
０

平成18年2月23日 9,450,000
プロポーザル業務として、技術提案書が他社
より優れていたため（会計法第29条の３第4
号、予決令第102条の４第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

6007

明治コンサルタント
（株）　北陸支店
新潟県新潟市青山１－１
－２２

阿賀川堤防地質解析業務

矢田　弘
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀川河川事務所長
福島県会津若松市表町２－７
０

平成18年2月8日 32,340,000
プロポーザル業務として、技術提案書が他社
より優れていたため（会計法第29条の３第4
号、予決令第102条の４第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
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（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

6008
（株）建設環境研究所
東京都豊島区東池袋２－
２３－２

阿賀川河川環境整備検討業務

矢田　弘
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀川河川事務所長
福島県会津若松市表町２－７
０

平成17年8月9日 16,065,000
プロポーザル業務として、技術提案書が他社
より優れていたため（会計法第29条の３第4
号、予決令第102条の４第3号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

6009

（株）建設技術研究所
北陸支社
新潟県新潟市万代４－４
－２７　新潟テレコムビ
ル

坂城護岸環境調査業務

田上　澄雄
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
千曲川河川事務所長
長野県長野市鶴賀字峰村７４

平成17年10月5日 9,555,000
技術提案書及びヒアリングの実施結果から比
べ他社より優れているため（会計法２９条の
３第４号、予決令１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

6010

（株）建設技術研究所
北陸支社
新潟県新潟市万代４－４
－２７　新潟テレコムビ
ル

信濃川水系治水計画検討業務

田上　澄雄
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
千曲川河川事務所長
長野県長野市鶴賀字峰村７４

平成17年10月24日 20,580,000
技術提案書及びヒアリングの実施結果から比
べ他社より優れているため（会計法２９条の
３第４号、予決令１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

6011

（株）東京建設コンサル
タント　北陸事務所
新潟市東大通１－２－２
３

高瀬川等水環境改善検討業務

田上　澄雄
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
千曲川河川事務所長
長野県長野市鶴賀字峰村７４

平成17年5月16日 11,025,000
技術提案書及びヒアリングの実施結果から比
べ他社より優れているため（会計法２９条の
３第４号、予決令１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

6012

（株）東京建設コンサル
タント　北陸事務所
新潟市東大通１－２－２
３

千曲川・犀川河道計画検討業務

田上　澄雄
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
千曲川河川事務所長
長野県長野市鶴賀字峰村７４

平成17年10月24日 32,025,000
技術提案書及びヒアリングの実施結果から比
べ他社より優れているため（会計法２９条の
３第４号、予決令１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

6013

東京コンサルタンツ
（株）新潟富山支店
富山県富山市上冨居３－
１２－１８

柳沢・安茂里樋門設計業務

田上　澄雄
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
千曲川河川事務所長
長野県長野市鶴賀字峰村７４

平成17年12月27日 18,480,000
技術提案書及びヒアリングの実施結果から比
べ他社より優れているため（会計法２９条の
３第４号、予決令１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

6014
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）　長野事務所
長野市中御所町４－２

樋門等修繕設計業務委託

田上　澄雄
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
千曲川河川事務所長
長野県長野市鶴賀字峰村７４

平成17年8月5日 10,867,500
技術提案書及びヒアリングの実施結果から比
べ他社より優れているため（会計法２９条の
３第４号、予決令１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

6015
（株）建設環境研究所
東京都豊島区東池袋２－
２３－２

河川環境資料検討業務

田上　澄雄
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
千曲川河川事務所長
長野県長野市鶴賀字峰村７４

平成17年11月18日 14,700,000
技術提案書及びヒアリングの実施結果から比
べ他社より優れているため（会計法２９条の
３第４号、予決令１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

6016

日本工営（株）信越事務
所
長野県長野市栗田源田窪
１０００－１

信濃川上流情報システム等設計業
務

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年10月24日 28,980,000
プロポーザルにより特定したため（会計法第
29条の３第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
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6017
（株）協同測量社
長野県長野市安茂里６７
１

姫川猛禽類調査業務

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年4月27日 20,107,500
プロポーザルにより特定したため（会計法第
29条の３第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

6018

サンコーコンサルタント
（株）
東京都江東区亀戸１－８
－９

姫川温泉源泉調査業務

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年5月17日 5,733,000
プロポーザルにより特定したため（会計法第
29条の３第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

6019

（株）ナカノアイシステ
ム上越支店
新潟県上越市大字五智国
分３１２１－３

梓川流域デジタル図化その２作業

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年4月1日 12,075,000
プロポーザルにより特定したため（会計法第
29条の３第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

6020

日本建設コンサルタント
（株）　新潟営業所
新潟県新潟市南笹口１－
９－２９

姫川流域土砂動態整理業務

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成18年1月16日 4,830,000
プロポーザルにより特定したため（会計法第
29条の３第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

6021
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）　長野事務所
長野市中御所町４－２

シャッター付砂防えん堤構造検討
業務

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年7月29日 6,720,000
プロポーザルにより特定したため（会計法第
29条の３第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

6022
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）　長野事務所
長野市中御所町４－２

松本砂防情報ネットワーク等設計
業務

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年5月20日 40,215,000
プロポーザルにより特定したため（会計法第
29条の３第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

6023
（株）環境アセスメント
センター
静岡市清閑町１３－１２

島々谷川流域猛禽類調査業務

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年4月26日 21,630,000
プロポーザルにより特定したため（会計法第
29条の３第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

6024
（株）建設環境研究所
東京都豊島区東池袋２－
２３－２

島々谷川環境調査及び委員会運営
業務

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年4月27日 18,217,500
プロポーザルにより特定したため（会計法第
29条の３第5項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

6025
（株）ＫＲＣ
長野市稲里町中央３－３
３－２３

平川再生検討業務

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年5月16日 10,185,000
プロポーザルにより特定したため（会計法第
29条の３第6項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

6026

（株）サンポー　代表取
締役　山寺　健二
山梨県甲斐市竜王新町２
２７７－１５赤坂ソフト
パーク

７．１１姫川河床変動（平岩地
区）検証検討業務

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年9月14日 4,357,500
プロポーザルにより特定したため（会計法第
29条の３第7項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの
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住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

6027
（株）オリス　富山支店
富山県富山市太郎丸西町
１－２－４

平湯川流域図化作業

萬徳　昌昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
神通川水系砂防事務所長
岐阜県飛騨市神岡町殿３１６
－２

平成17年11月16日 19,740,000

標準プロポーザル方式により、5社が技術提
案を行い、当該業者の技術提案が他社と比べ
優れていることから契約相手とした。（会計
法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

6028

（株）建設技術研究所
北陸支社
新潟県新潟市万代４－４
－２７　新潟テレコムビ
ル

大町ダム利水利活用検討業務委託

石田　求
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
大町ダム管理所長
長野県大町市平字ナロヲ大ク
ボ２１１２－７１

平成18年1月18日 9,450,000

技術者評価型プロポーザル業務として技術提
案書の提出要請を行い、管理所建設コンサル
タント業務等選定委員会でもっとも適した業
者として特定されたため（会計法第２９条の
３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

6029

（株）東京建設コンサル
タント　北陸事務所
新潟市東大通１－２－２
３

大町ダム水環境改善検討業務委託

石田　求
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
大町ダム管理所長
長野県大町市大字平字ナロヲ
大クボ２１１２－７１

平成17年5月24日 12,705,000

技術者評価型プロポーザル業務として技術提
案書の提出要請を行い、管理所建設コンサル
タント業務等選定委員会でもっとも適した業
者として特定されたため（会計法第２９条の
３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

6030
日本工営（株）新潟支店
新潟県新潟市出来島１－
１１－２８

三国川ダム操作シミュレータソフ
トウェア開発業務

平賀　憲太郎
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
三国川ダム管理所長
新潟県南魚沼市清水瀬６８６
－５９

平成17年12月9日 69,720,000
簡易公募型プロポーザル方式により受注者の
選定を行い、建設コンサルタント選定委員会
において特定（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

6031
（株）興和
新潟市新光町６－１

平成１７年度　節水型及び排水性
舗装散水消雪施設検討業務委託

平田　五男
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
北陸技術事務所長
新潟県新潟市山田２３１０－
５

平成17年11月22日 10,290,000
プロポーザル方式により相手方を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

6032
長岡市長
新潟県長岡市幸町２－１
－１

被災地域における多様な主体の連
携による中山間地域まちづくり推

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年12月9日 29,871,000
平成17年度国土施策創発調査の公募により選
定されたため（会計法第29条の3 第4項、予
決令第102条の4 第3項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

6033

チーム黒塀プロジェクト
事務局　吉川　真嗣
新潟県村上市大町１－２
０

地域資源を活用した景観まちづく
り方策検討調査

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年9月12日 6,200,000

　本調査は、市民で行う取り組みとして、
「黒塀１枚千円運動」による「黒塀」を復元
し、「黒塀による景観社会実験」を通じて、
その効果を検証するものである。　「チーム
黒塀プロジェクト」は、都市再生本部が行っ
た「平成１７年度都市再生モデル調査」に応
募し、所定の手続きに沿った厳選な選考の結
果、調査内容が応募条件に合致しているこ
と、調査実施体制が確立していることから等
の総合的な見地から調査対象団体として選定
された。　本業務の遂行にあたっては、平成
１７年度都市再生モデル調査に選定された団
体のみが本業務を履行する上で必要な能力を
有する唯一の団体である。(会計法第29条の3
第4項及び予決令第102号の4第3項)

その他
随意契約によらざるを得

ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

6034

ＮＰＯ法人　信越トレイ
ルクラブ
長野県飯山市なべくら高
原柄山　なべくら高原森
の家内

関田山脈周辺の観光戦略検討調査
業務

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年12月9日 5,040,000
H16観光地域づくり実践プランに選定され、
応募団体の中心的な組織のため（会計法第29
条の3 第4項、予決令第102条の4 第3項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

6035

加賀商工会議所　会頭
吉田　博示
石川県加賀市大聖寺菅生
口１７－３

九谷焼・山中塗を活用した「まち
あるき」の仕組みづくりの検討・

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成18年2月16日 2,608,200
H17観光地域づくり実践プランに選定され、
応募団体の中心的な組織のため（会計法第29
条の3 第4項、予決令第102条の4 第3項）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

6036
糸魚川市長
糸魚川市一の宮１－２－
５

平成１７年度オープンカフェ等地
域主体の道活用に関する社会実験

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年8月5日 5,852,389
国土交通省が公募している社会実験に選定さ
れたため。（会計法第２９条の３第４項及び
予決令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得

ないもの

6037

ＰｗＣアドバイザリー
（株）
東京都千代田区丸の内１
－６－６　日本生命丸の
内ビル２０階

平成１７年度警察学校施設のＰＦ
Ｉ方式による整備検討業務

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年5月10日 2,310,000

　当初の業務は、プロポーザル方式で特定し
た同社と随意契約している。本業務は当初か
らの業務と一連のものであり、当初から業務
を遂行した際の知見が本業務を遂行する上で
も必要不可欠となるため、引き続き同社と随
意契約するものである。（計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポ－ザル方

式による継続）

6038
開発技建（株）
新潟県新潟市文京町２２
－２１

平成１７年度道路整備計画基礎調
査業務委託

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年8月25日 12,495,000

昨年度、プロポーザル方式により相手方を特
定。その際、次年度も随意契約をすることを
条件明示。（会計法第２９条の３第４項及び
予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポ－ザル方

式による継続）

6039
（株）長建設計事務所
新潟県長岡市四郎丸町１
７３－４

新潟税関支署東港出張所設計その
２業務

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年5月24日 2,520,000

　本件建築物の設計は、プロポーザル方式で
特定した同社と随意契約している。本業務
は、当該設計について、設計者以外に知り得
ない情報である設計意図を工事請負者等に伝
達するものであるため、同社と随意契約する
ものである。(会計法第２９条の３第４項、
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポ－ザル方

式による継続）

6040

（株）黒川紀章建築都市
設計事務所
東京都港区北青山１－２
－３

平成１７年度新潟第２合同庁舎Ａ
棟工事監理業務

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年5月17日 3,349,500

　当初の業務は、簡易公募型指名競争入札方
式により参加希望者を公募したが参加希望者
がなく、予算決算及び会計令第99条の2によ
り同社と随意契約している。本業務は当初か
らの業務と一連のものであり、当初から業務
を遂行した際の知見が本業務を遂行する上で
も必要不可欠となるため、引き続き同社と随
意契約するものである。（会計法第29条の3
第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3
号）

その他
その他（プロポ－ザル方

式による継続）

6041

（株）黒川紀章建築都市
設計事務所
東京都港区北青山１－２
－３

平成１７年度新潟第２地方合同庁
舎Ａ棟設計その２業務

柳川　城二
北陸地方整備局長
新潟県新潟市美咲町１－１－
１

平成17年5月17日 6,972,000

  本件建築物の設計は、プロポーザル方式で
特定した同社と随意契約している。本業務
は、当該設計について、設計者以外に知り得
ない情報である設計意図を工事請負者等に伝
達するものであるため、同社と随意契約する
ものである。(会計法第２９条の３第４項、
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポ－ザル方

式による継続）
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6042
（株）アイ・エヌ・エー
新潟営業所
新潟市東大通２－５－１

新潟海岸保全計画検討業務委託

松井　健一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所長
新潟県新潟市文京町１４－１
３

平成17年9月29日 26,565,000

前年度業務の履行にあたり参照した情報、履
歴の経緯、関係情報等の詳細に熟知してい無
ければ履行できない為。(会計法第29条の３
第4項、予決令第102条の４第3号）

その他
その他（プロポ－ザル方

式による継続）

6043

（株）オリエンタルコン
サルタンツ　北陸支所
新潟県新潟市東大通１－
２－２３

規制緩和による民間活力を利用し
た河川事業の可能性検討業務委託

松井 健一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所長
新潟県新潟市文京町１４－１
３

平成17年7月13日 9,345,000
前年度のプロポーザルで特定していたため
（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4
第3号）

その他
その他（プロポ－ザル方

式による継続）

6044

（株）東京建設コンサル
タント　北陸事務所
新潟市東大通１－２－２
３

信濃川下流・中ノ口川洪水氾濫計
算検討業務

松井　健一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所長
新潟県新潟市文京町１４－１
３

平成17年12月9日 12,075,000

過年度に実施された業務において参照した情
報、履行経緯等の詳細を熟知している唯一の
者であるため（会計法第29条の3第4項、予決
令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポ－ザル方

式による継続）

6045
（株）アルゴス
新潟県新井市大字高柳６
９６－２

国道２９１号雪崩対策検討その２
業務委託

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年7月13日 8,085,000

昨年度、プロポーザル方式により相手方を特
定。その際、次年度も随意契約をすることを
条件明示。（会計法第２９条の３第４項及び
予決令第１０２条の４第３号） その他

その他（プロポ－ザル方
式による継続）

6046

パシフィックコンサルタ
ンツ（株）新潟支社
新潟県新潟市明石１－６
－６

道路パフォーマンスマネジメント
検討業務委託

坂上　悟
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
長岡国道事務所長
新潟県長岡市中沢４－４３０
－１

平成17年7月14日 17,220,000

昨年度、プロポーザル方式により相手方を特
定。その際、次年度も随意契約をすることを
条件明示。しかし、 平成１６年度に実施予
定の業務が年度内に完了できなかったことか
ら、引き続き随意契約により業務を実施。
(会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会
計令第102条の4第3号)

その他
その他（プロポ－ザル方

式による継続）

6047
（株）コルバック
文京区湯島３－３１－３
湯島東宝ビル

管内土砂移動モニタリング検討業
務委託

山口　真司
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
湯沢砂防事務所長
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神
立２３

平成17年6月29日 21,987,000

本業務は、水系一貫した土砂管理のための基礎
資料を得ることを目的として、管内の流域におけ
る土砂移動現象の実態を把握するため、土砂モ
ニタリング装置による流砂量観測及び管内の土
砂流出特性の検討を行い、それらを踏まえて今
後のモニタリング計画の立案を行うものである。
本業務においては、昨年までの検討結果を踏ま
え、今年度、土砂モニタリング装置を新たに追加
設置並びに観測を行い、今後のモニタリング計
画の立案を実施することから、本業務で対象とす
る掃流砂及び浮遊砂の観測について豊富な経
験を有している必要がある。また、新設と既設を
あわせて土砂モニタリング装置の精度について
検証するため、昨年度まで同等の制度で掃流砂
観測枡等を用いた掃流砂並びに浮遊砂観測を
実施できるとともに、土砂モニタリング装置の操
作に精通していることが求められる。上記業者
は、平成１５年度に技術者評価型プロポーザル
方式により「管内土砂移動モニタリング検討業務
委託」実施業者に特定され、平成１５～１６年度
の当該業務において良好な業務実績を有してい
るとともに、本業務で使用する土砂移動モニタリ
ング装置の操作に精通している。以上のことか
ら、上記業者は本業務を的確かつ円滑に遂行で
きる唯一の業者であるため。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
その他（プロポ－ザル方

式による継続）
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の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

6048
応用地質（株）新潟支店
新潟県新潟市紫竹７－２
７－３５

姫川洪水時河床変動調査業務委託

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年8月12日 20,790,000

独自に姫川において地下レーダによる河床変
動測定の研究・開発を行ってきており、既に
現地に索道を設置し現地実験を行ってきてい
ることから、他にできるものがいないため
（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4
第3号）

その他
その他（プロポ－ザル方

式による継続）

6049
開発技建（株）
新潟県新潟市文京町２２
－２１

管内道路行政マネージメントその
２業務委託

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年4月20日 62,475,000

昨年度、プロポーザル方式により相手方を特
定。その際、次年度も随意契約をすることを
条件明示。（会計法第２９条の３第４項及び
予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポ－ザル方

式による継続）

6050

（株）建設技術研究所
北陸支社
新潟県新潟市万代４－４
－２７　新潟テレコムビ
ル

姫川流砂系総合土砂管理検討業務
委託

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年8月23日 11,130,000

平成１４年度にプロポーザルにより当該業者
提案が優良とされ、以後、次年度以降の取扱
項目に則り当該業者と随意契約を結んでき
た。当業務の目的である土砂管理計画の策定
を行えるのは、当初に技術提案を行い、業務
の履行の経緯等を熟知しており、かつ、現地
の状況等に精通しているため（会計法第29条
の3第4項、予決令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポ－ザル方

式による継続）

6051

（株）東京建設コンサル
タント　北陸事務所
新潟市東大通１－２－２
３

関川危険水位検討業務委託

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成18年1月19日 2,940,000

平成１４年１月の「関川浸水想定区域図」の
公表に際して氾濫解析手法を開発し氾濫計算
を実施、浸水想定区域図の検討を行ってい
る。本業務の実施にあたって氾濫解析手法を
活用することにより「関川浸水想定区域図」
との整合を図り、必要データの計算ができる
者は当該業者以外にないため（会計法第29条
の3第4項、予決令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポ－ザル方

式による継続）

6052

東京コンサルタンツ
（株）新潟富山支店
富山県富山市上冨居３－
１２－１８

管内洞門維持管理補修マネジメン
ト業務委託

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年9月13日 13,807,500

昨年度、プロポーザル方式により相手方を特
定。その際、次年度も随意契約をすることを
条件明示。（会計法第２９条の３第４項及び
予決令第１０２条の４第３号） その他

その他（プロポ－ザル方
式による継続）

6053

パシフィックコンサルタ
ンツ（株）新潟支社
新潟県新潟市明石１－６
－６

新井ＰＡの有効活用に関する調査
その２業務委託

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成17年4月22日 27,300,000

昨年度、プロポーザル方式により相手方を特
定。その際、次年度も随意契約をすることを
条件明示。（会計法第２９条の３第４項及び
予決令第１０２条の４第３号） その他

その他（プロポ－ザル方
式による継続）

6054
（株）建設環境研究所
東京都豊島区東池袋２－
２３－２

姫川危険水位検討業務委託

能登　優一
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
高田河川国道事務所長
新潟県上越市南新町３－５６

平成18年1月19日 3,885,000

当該業者は、平成14年８月の「姫川浸水想定
区域図」の公表に際して氾濫解析手法を開発
し氾濫計算を実施、浸水想定区域図の検討を
行っている。本業務の実施にあたって氾濫解
析手法を活用することにより「姫川浸水想定
区域図」との整合を図り、必要データの計算
ができる者は当該業者以外にないため（会計
法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3
号）

その他
その他（プロポ－ザル方

式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

6055

日本工営（株）　北陸事
務所
石川県金沢市駅西本町５
－１－４３

庄川扇状地地下水涵養調査作業

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月1日 7,665,000
過去にプロポーザル方式で特定した業者であ
り、既往業務と一連の業務内容であるため
（会計法第29条の3第4項）

その他
その他（プロポ－ザル方

式による継続）

6056

（株）オリエンタルコン
サルタンツ　北陸支所
新潟県新潟市東大通１－
２－２３

富山管内幹線道路網計画策定業務
委託

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月27日 56,700,000

本業務の実施にあたっては、２箇年調査を前
提とし、平成１６年度に標準プロポーザル方
式により当該業者が特定され、今年度が２年
目にあたるため。（会計法第２９条の３第４
項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポ－ザル方

式による継続）

6057
開発技建（株）
新潟県新潟市文京町２２
－２１

道路行政マネジメント策定業務委
託

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月27日 26,250,000

本業務の実施にあたっては、２箇年調査を前
提とし、平成１６年度に標準プロポーザル方
式により当該業者が特定され、今年度が２年
目にあたるため。（会計法第２９条の３第４
項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポ－ザル方

式による継続）

6058

大日本コンサルタント
（株）　北陸支社
富山県富山市願海寺６３
３

スマートＩＣ調査検討業務委託

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月14日 102,375,000

本業務の実施にあたっては、２箇年調査を前
提とし、平成１６年度に標準プロポーザル方
式により当該業者が特定され、今年度が２年
目にあたるため。（会計法第２９条の３第４
項及び予決令第１０２条の４第３号） その他

その他（プロポ－ザル方
式による継続）

6059

（株）アイ・エヌ・エー
富山営業所
富山県富山市本郷町１５
－２０

下新川海岸保全施設整備計画検討
業務委託

金澤　裕勝
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
黒部河川事務所長
富山県黒部市天神新１７３

平成17年9月15日 44,625,000

１６年度にプロポーザル方式で技術提案が
も優れた業者として特定され、１７年度も継
続して業務を実施するため（会計法第２９条
の３第４項、予決令第１０２条の３第４号）

その他
その他（プロポ－ザル方

式による継続）

6060

（株）ニュージェック富
山事務所
富山県富山市本町３－２
５

平成１７年度　宇奈月ダム水源地
域ビジョン推進方策検討業務委託

金澤　裕勝
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
黒部河川事務所長
富山県黒部市天神新１７３

平成17年6月27日 7,980,000

１５年度にプロポーザル方式で技術提案が
も優れた業者として特定され、１７年度も継
続して業務を実施するため（会計法第２９条
の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポ－ザル方

式による継続）

6061
（株）建設環境研究所
東京都豊島区東池袋２－
２３－２

平成１７年度　利賀ダム自然環境
影響調査業務委託

岩田　英二
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
利賀ダム工事事務所長
富山県砺波市太郎丸１－５－
１０

平成17年4月11日 35,700,000

利賀ダム建設事業に関する自然環境につい
て、動物・植物、生態系の影響予測、保全措
置を検討するために必要な基礎データを取得
を目的に現地調査を実施するものである。平
成１２年にプロポーザルにより特定され、継
続して実施する必要がある。（会計法第２９
条の３第４項、予決令第１０２条の４第３
号）

その他
その他（プロポ－ザル方

式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

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

6062
（株）アイ・エヌ・エー
新潟営業所
新潟市東大通２－５－１

横川ダム基礎掘削面地質調査業務

七澤　馨
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
横川ダム工事事務所長
山形県西置賜郡小国町大字岩
井沢５２３－１

平成17年4月13日 11,340,000

契約の相手方は、H10年度にプロポーザル方
式により特定したものであり、これまで一貫
した視点で同業務を実施してきた。本業務
は、これまで実施した本体基礎岩盤に対する
調査・解析の一連の業務であり、既住の解析
成果と密接不可分の関係にあり、同一者によ
る一連の調査・解析・評価が必要不可欠であ
る。(会計法29条の3第4項)

その他
その他（プロポ－ザル方

式による継続）

6063

（株）アイ・エヌ・エー
新潟営業所
新潟県新潟市東大通２－
５－１

横川ダム本体修正設計業務

七澤　馨
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
横川ダム工事事務所長
山形県西置賜郡小国町大字岩
井沢５２３－１

平成17年5月31日 10,762,500

契約の相手方は、H10年度にプロポーザル方
式により特定したものであり、これまで一貫
した設計方針によりダム本体の設計を実施し
ている。本業務は、施工の合理化等に伴う過
年度設計範囲の修正設計であり、これまでの
設計を踏まえつつ、検討された本体の安全度
や機能及び工事工程を損なうことなく、本体
の細部まで一貫性をもった設計が必要不可欠
である。(会計法29条の3第4項)

その他
その他（プロポ－ザル方

式による継続）

6064

（株）建設技術研究所
北陸支社
新潟県新潟県新潟市万代
４－４－２７　新潟テレ
コムビル

横川ダム管理計画基本検討業務

七澤　馨
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
横川ダム工事事務所長
山形県西置賜郡小国町大字岩
井沢５２３－１

平成17年4月28日 15,435,000

契約の相手方は、H16年度にプロポーザル方
式により特定したものであり、本業務は、
H16年度に引き続き実施するものである。業
務実施には、洪水調節、利水、不特定補給、
発電等に対する各操作・運用が複雑に絡み合
う中で、精度の高い水理予測と管理しやすい
ダム管理計画を策定する必要があるため、同
一の考え方に基づく解析及び計画の策定が必
要であり、過年度業務と密接不可分の関係に
ある。(会計法29条の3第4項)

その他
その他（プロポ－ザル方

式による継続）

6065

八千代エンジニヤリング
（株）北陸支店
新潟県新潟市万代１－１
－１

横川ダム基礎処理計画検討業務

七澤　馨
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
横川ダム工事事務所長
山形県西置賜郡小国町大字岩
井沢５２３－１

平成17年4月13日 43,470,000

契約の相手方は、H16年度にプロポーザル方
式により特定したものであり、本業務はH16
年度業務に引き続き実施するものである。本
業務は、より効率的な基礎地盤改良を行うた
め、基礎処理の施工範囲、孔配置、仕様など
を検討するものであり、この検討・解析に
は、横川ダム特有の割れ目や断層の性状、成
因を加味した三次元的な水理地質構造を十分
熟知し、ルジオンテスト及びグラウト注入結
果を解析する必要があり、現場を熟知した同
一者による一連の評価・解析が必要不可欠で
ある。(会計法29条の3第4項)

その他
その他（プロポ－ザル方

式による継続）

6066
日本工営（株）新潟支店
新潟県新潟市出来島１－
１１－２８

大川ダム管理検討業務委託

矢田　弘
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
阿賀川河川事務所長
福島県会津若松市表町２－７
０

平成17年12月13日 8,400,000

前年度において、プロポーザル方式で２カ年
に渡り検討を行うものとし、特定されたため
（会計法第２９条の３第４項、予決令１０２
条の４第３号）

その他
その他（プロポ－ザル方

式による継続）



件数
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住所
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＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

6067
（株）オリス
新潟県新潟市鳥屋野３１
０

デジタルデータ検証作業

今井　一之
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
松本砂防事務所長
長野県松本市元町１－８－２
８

平成17年4月1日 51,450,000
平成１５年度にプロポーザルにより実施した
作業の継続作業として実施するため（会計法
第29条の３第4項）

その他
その他（プロポ－ザル方

式による継続）

6068

日本工営（株）　北陸事
務所
石川県金沢市駅西本町５
－１－４３

神通川水系土砂災害史調査業務委
託

萬徳　昌昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
神通川水系砂防事務所長
岐阜県飛騨市神岡町殿３１６
－２

平成17年7月14日 16,275,000

本業務は平成16年度にプロポーザルで当該業
者を選定し、その業務実施結果が優良であっ
たことから、16年度の業務と一体不可分であ
る17年度の業務を実施できる唯一の業者であ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他
その他（プロポ－ザル方

式による継続）

6069
日本工営（株）新潟支店
新潟県新潟市出来島１－
１１－２８

平成１７年度　非破壊での診断技
術検討業務委託

平田　五男
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
北陸技術事務所長
新潟県新潟市山田２３１０－
５

平成17年7月14日 19,530,000

本業務は、平成15～17年度の3ヶ年計画で、
平成15年度にプロポーザル業務として契約相
手を特定したため。（会計法29条の3第4項に
該当）

その他
その他（プロポ－ザル方

式による継続）

6070
日本工営（株）新潟支店
新潟県新潟市出来島１－
１１－２８

平成１７年度橋梁の日常予防的補
修方法検討業務委託

平田　五男
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
北陸技術事務所長
新潟県新潟市山田２３１０－
５

平成17年7月29日 8,400,000

2カ年計画のプロポーザルで特定した業務で
ありH16年度業務と一体不可分な業務（会計
法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3
号）

その他
その他（プロポ－ザル方

式による継続）

6071
（株）長大　北陸事務所
新潟市東大通１－７－１
０

平成１７年度　建設機械施工管理
システム改良業務委託

平田　五男
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
北陸技術事務所長
新潟県新潟市山田２３１０－
５

平成17年6月8日 30,450,000
3カ年計画のプロポーザルで特定した業務で
ありH16年度業務と一体不可分な業務（会計
法第29条の3第4項）

その他
その他（プロポ－ザル方

式による継続）

6072

（株）東京建設コンサル
タント　北陸事務所
新潟市東大通１－２－２
３

平成１７年度　河川浄化施設の活
用に関する調査検討業務委託

平田　五男
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
北陸技術事務所長
新潟県新潟市山田２３１０－
５

平成17年7月14日 7,980,000
2カ年計画のプロポーザルで特定した業務で
ありH16年度業務と一体不可分な業務（会計
法第29条の3第4項）

その他
その他（プロポ－ザル方

式による継続）

6073

日本工営（株）　北陸事
務所
石川県金沢市駅西本町５
－１－４３

庄川扇状地地下水涵養調査作業

安部　友則
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
富山河川国道事務所長
富山県富山市石金３－２－３
７

平成17年4月1日 7,665,000
過去にプロポーザル方式で特定した業者であ
り、既往業務と一連の業務内容であるため
（会計法第29条の3第4項）

その他
その他（プロポ－ザル方

式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

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

6074
（株）プレック研究所
北陸事務所
新潟市天神２－１－２８

湯川上流避難路調査業務委託

渡　正昭
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
立山砂防事務所長
富山県中新川郡立山町芦峅寺
字ブナ坂６１

平成17年6月22日 3,360,000

平成16年度に実施した立山カルデラ内緊急避
難路計画検討業務を行い、緊急避難路を調
査、ルート選定、設計したので現地を熟知し
ている。(会計法第29条の3第4項予決令第102
条）

その他
その他（プロポ－ザル方

式による継続）

6075
（株）グリーンシグマ
新潟県新潟市坂井７００
－１

越後丘陵公園里山管理運営調査検
討その２業務委託

高津　知司
分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
国営越後丘陵公園事務所長
新潟県長岡市青葉台1-甲120-
8

平成17年6月13日 16,800,000

前年度にプロポーザル方式で受注した業務の
継続業務であり、前年度契約者以外の者に履
行させることが不利であるため（会計法第29
条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポ－ザル方

式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
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点検の結果 講ずる措置 備考

6076
（NPO)長良川環境ﾚﾝｼﾞｬｰ
協会

平成17年度木曽三川環境広報業務

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年4月1日 6,741,000

長良川環境レンジャー協会は、地域住民の自主的な
組織で構成され、日頃より長良川を拠点として現地
で活動を展開していると共に木曽三川の河川状況を
熟知し、岐阜市とボランティア活動の協働事業の実
績があり、また、昨年度では平成16年度木曽川上流
環境広報業務をやり遂げ、社会的ニーズに対応した
活動をしている特定非営利活動法人である。
よって、本業務を実施できるのは当協会しかないの
で、当協会に委託しようとするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6077 （学）名古屋女子大学
平成17年度木曽川水系中流部希少
魚介類調査

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年4月26日 7,707,000

学校法人名古屋女子大学は、河川・湖沼等の水面と
その周辺の陸域を一体として把握できる水辺の空間
の保全に関する調査研究者を多数有するとともに、
河川環境情報の基礎となる「河川水辺の国勢調査」
のアドバイザーを多数有している。また、当法人
は、オオサンショウウオ、ネコギギ、イセタンパ
ラ、ハリヨ等の希少野生動植物種の調査において多
くの実績を有し、特に木曽川の希少魚介類に関する
研究報告や情報の蓄積では優れた能力を有してい
る。
よって、学校法人名古屋女子大学に委託するもので
ある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6078
（株）ＣＢＣクリエイ
ション

平成１７年度　長島ダム記録ビデ
オ修正業務

石橋　年孝
中部地方整備局長島ダム管理
所
静岡県榛原郡本川根町犬間
541-3

平成17年6月16日 2,205,000

記録映像には著作権法第５９条により他者が著作者
の許可なく切除、改変を行うことができない。長島
ダム記録ビデオは推薦業者が著作者であり、本作業
を履行できる者は推薦業者の他にはない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6079
（株）ＣＢＣクリエイ
ション

平成１７年度　小里川ダム広報業
務委託

中島　一好
中部地方整備局小里川ダム管
理所
恵那市山岡町田代1565-21

平成17年7月14日 11,025,000

本業務を遂行するにあたり、過年度に撮影した映像
を使用する必要があり、この著作権は小里川ダム管
理所と（株）ＣＢＣクリエイション双方で所有して
いる。よって、過年度映像を使用できるものは、
（株）ＣＢＣクリエイションの他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6080
（株）ＣＢＣクリエイ
ション

平成１７年度河川愛護月間広報業
務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年7月25日 9,030,000

本業務は、効果ある広報活動を行うための専門知識
と豊富な経験が必要であるとともに、主催である中
部日本放送のｸﾞﾙｰﾌﾟであり「CBCNAGOYA夏まつり」
において、さかえ川周辺のスペースを利用したイベ
ントの企画立案とそれを運営する権利を有してお
り、このスペースを統括管理出来る唯一のものとし
て㈱ＣＢＣクリエイションを選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 企画競争を実施
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6081
（株）ＣＢＣクリエイ
ション

平成１７年度　愛知国道記録映画
作成

西井　幸春
中部地方整備局愛知国道事務
所
名古屋市千種区池下町2-62

平成17年8月11日 11,970,000

映画・ビデオ等の映像著作物の著作権については、
著作権法第２９条第１項で映像製作者に帰属するこ
とを規定している。広報用映像の作成に際し、企画
者が全作成費を搬出して映像の作成を製作者に依頼
した場合においても、その著作権は、まず著作者で
ある製作者に発生することになる。一方、製作者
は、スポンサーがその映像を円滑に利用できるよ
う、利用目的に応じた上映・頒布権をその企画者に
許諾するのが通例である。「愛知国道記録映画作
成」は、平成９年度から平成１６年度まで（株）Ｃ
ＢＣクリエイションが一貫して撮影をしており、一
連の映像の著作権は(株）ＣＢＣクリエイションが
保有している。今回は、総集編を作成するため、過
去の映像を使用する事になり、過去の映像を保有し
ている（株）ＣＢＣクリエイション以外には本業務
を遂行できない。また（株）ＣＢＣクリエイション
は記録映画の作成においては、経験豊かなスタッフ
を有し、内容・意義全般に渡って熟知精通してい
る。以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を
許さないと認められるため随意契約をしようするも
のである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6082
（株）ＣＢＣクリエイ
ション

平成１７年度建設技術フェア展示
ブース設営等業務

金木　誠
中部地方整備局中部技術事務
所
名古屋市東区大幸南1-1-15

平成17年11月4日 17,535,000

本業務は、「建設技術フェア２００５ｉｎ中部」の
出展に伴う主催者展示ブースの設営出展技術概要集
の作成及びビデオの作成等を行うために、フェア全
体企画との調整を必要とし、建設技術フェアの企
画・運営等の内容に熟知していることが不可欠であ
る。（株）ＣＢＣクリエイションは、「建設技術
フェアｉｎ中部実行委員会」（官公庁、地方自治
体、学術団体、建設業団体等で組織）で建設技術
フェア運営補助業務をプロポーザルで募集したとこ
ろ、極めて優れた技術提案書を企画立案し承認され
た。現在「建設技術フェア２００５ｉｎ中部」の、
企画・運営及び設営等を担当しており、詳細を熟知
している。そのため、当業務を執行するための充分
な調整作業ができ、建設技術フェアの趣旨に沿った
業務遂行ができるものは、(株)ＣＢＣクリエイショ
ンの他にないため選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6083
（株）ＣＢＣクリエイ
ション

平成１７年度建設技術フェア主催
者企画設営等業務

金木　誠
中部地方整備局中部技術事務
所
名古屋市東区大幸南1-1-15

平成17年11月4日 18,900,000

本業務は、「建設技術フェア２００５ｉｎ中部」の
出展に伴う主催者企画コーナー等のリーフレット・
報告書等の作成をするために、フェア全体企画との
調整を必要としている。そのため、建設技術フェア
の企画・運営等の内容に熟知していることが不可欠
である。（株）ＣＢＣクリエイションは、「建設技
術フェアｉｎ中部実行委員会」（官公庁、地方自治
体、学術団体、建設業団体等で組織）で建設技術
フェア運営補助業務をプロポーザルで募集したとこ
ろ、極めて優れた技術提案書を企画立案し承認さ
れ、企画・運営等を担当しており、詳細を熟知して
いるため、当業務を執行するための充分な調整作業
ができ、建設技術フェアの趣旨に沿った業務遂行が
できる唯一の業者であるため選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6084
（株）ＣＢＣクリエイ
ション

平成１７年度　４７５号記録映画
製作

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年11月21日 10,710,000

本業務の特徴としては、事業着手から供用までの全
体を記録映画として取りまとめるため、東海環状自
動車道建設事業に関する知識や事業展開に精通して
いることが必要である。（株）ＣＢＣクリエーショ
ンは、過去に多くの道路事業の記録映画等の作成に
携わっている、また、平成３年度から当事務所の発
注の東海環状自動車道に関連する映像記録業務にも
携わっており、東海環状自動車建設事業に関する知
識や事業展開に精通している。本業務を実施するに
は、記録映画作成に実績があり、東海環状自動車道
建設事業に関する知識や事業展開に精通しているの
みならず、東海環状自動車道の供用までに撮影した
映像を利用しなければならないため、その著作権を
有していることが必要である。これらの条件を満た
す者は、多くの道路事業の記録映画等の作成に携わ
り、東海環状自動車道建設事業の知識や事業展開に
精通しており、供用までに撮影した映像の著作権を
有している、㈱ＣＢＣクリエーション以外に存在し
ない。以上の理由から、契約の性質又は目的が競争
を許さないと認めるため、随意契約しようとするも
のである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6085
（株）ＪＰビジネスサー
ビス

平成１７年度　設楽ダム天竜導水
計算業務委託

山内　博
中部地方整備局設楽ダム工事
事務所
新城市杉山字大東57

平成17年7月8日 2,100,000

佐久間ダム及び水窪ダムは電源開発（株）所有のダ
ムであり発電運用に関する計算は全て（株）ＪＰビ
ジネスサービスに委託され、同社が作成した専用プ
ログラムにより実施しており、本業務はそのプログ
ラムを使用しなければ、実施することはできない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6086
（株）ＮＨＫ中部ブレー
ンズ

平成１７年度　防災フォーラム企
画広報業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年9月6日 15,960,000

本業務は、東海豪雨災害から５年が経過した今年を
節目として、河川工学や都市防災の専門家を迎え、
水害・土砂災害の減災対策についてハード・ソフト
両面からの具体策を提起し、行政側はもとより広く
一般住民を対象としたパネルディスカッションを行
い、その様子を日本放送協会が放送している番組で
テレビ放映するというものである。この番組は、時
代が抱えている問題に関するフォーラムなどを、全
国ネットで放送する番組で、行政及び一般市民に対
して幅広く効果的に広報することができる。株式会
社ＮＨＫ中部ブレーンズは、日本放送協会に対して
企画提案ができる当地域では唯一の企画運営会社で
ある。過去においても災害対策に関するパネルディ
スカッション等の放送化を多数実現するなど、企画
広報を数多く行った豊富な経験と高度な企画広報力
を保持している。また、今回のパネルディスカッ
ションの主題である「東海豪雨災害」の被災状況を
記録した貴重な映像や写真、その他討議を進めるた
めに必要な資料を多数有しているうえに、地域特性
を熟知し被災現場の地理的条件にも精通しているた
め、客観的分析に基づく的確な企画広報を行うこと
ができる。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6087
（株）ＮＨＫ中部ブレー
ンズ

平成１７年度　複合型防災訓練広
報企画検討業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成18年3月6日 24,202,500

本業務は、防災関係機関の防災体制、地震・水害等
大規模自然災害の実態等に関する広報・啓発に係る
豊富な経験と十分な知識を有していること、効果的
に防災意識の広報・啓発を行うにあたっては、地
震・水害等大規模自然災害に関わる映像資料を所有
していることが必要である。エヌエイチケイ中部ブ
レーンズは、これまで地震・水害等大規模自然災害
を対象に、国民全般に向けて防災啓発に関するシン
ポジウム・イベント開催や防災教育映像の制作を行
うなど、豊富な経験と十分な知識を有し、大規模災
害等防災関係の広報・啓発を行った映像「地域の安
全性と危機管理～伊勢湾台風から40年～」「巨大地
震にどう備える」「東海地震　そのとき道路は」
「巨大地震・津波災害にどう備えるか」「どう防ぐ
集中豪雨災害～東海豪雨から５年～」等を多数制
作・所有している。よって、本業務を適切かつ確実
に実施できるものは、複合型災害を想定した訓練を
広報・啓発するための、豊富な経験と十分な知識、
防災関係の多くの著作物を合わせ持つ、㈱エヌエイ
チケイ中部ブレーンズの他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6088
（株）ＮＩＰＰＯコーポ
レーション

平成１７年度　愛知・三重地区試
験舗装調査業務委託

金木　誠
中部地方整備局中部技術事務
所
名古屋市東区大幸南1-1-15

平成17年11月21日 16,810,500

本業務は、土木研究所が取りまとめている新基準調
査、ならびに試験舗装された各種舗装の路面性状等
の経年変化を把握し、舗装の供用性、機能の効果を
解析する業務であり、内容が技術的に高度のため、
「建設コンサルタント選定委員会」が、当該業務に
ついてプロポーザルに基づき技術的に 適として
（株）NIPPOコーポレーションを選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6089 （株）ＺＩＰ－ＦＭ
平成１７年度　ＺＩＰ－ＦＭによ
る通行止広報業務

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年11月15日 3,087,000

本業務は、道路・河川利用者及び地域住民に対して
工事による交通規制を、各種広報媒体の中の一つで
あるＦＭラジオ放送により広報し理解・協力を求め
るものである。業務遂行にあたっては、庄内川堤防
の工事区間を利用する人に対して広く周知できる放
送局が 適であり、かつＣＭを流すことが出来る必
要がある。（株）ＺＩＰ－ＦＭ東海地区を中心に放
送エリアを有するＦＭラジオ放送局であり、ＣＭを
流すことが出来る放送局である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6090 （株）アイ・エヌ・エー
平成１７年度　駿河海岸大井川河
口域土砂動態検討業務

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成17年5月25日 13,125,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、平成１６年度からの
２ヶ年業務として「プロポーザル方式」により、
「建設コンサルタント選定委員会」において 適な
建設コンサルタントとして（株）アイ・エヌ・エー
を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6091 （株）アイ・エヌ・エー
平成１７年度新丸山ダム湖岸周辺
地質構造検討業務委託

平光　文男
中部地方整備局新丸山ダム工
事事務所
岐阜県加茂郡八百津町八百津
3351

平成17年12月26日 10,657,500

本業務における、主たる工種が標準歩掛等によって
積算が不可能なため、「簡便型プロポーザル」によ
り、「新丸山ダム工事事務所建設コンサルタント選
定委員会」において、適切な業者として（株）ア
イ・エヌ・エーを選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6092 （株）アイ・エヌ・エー
平成１７年度　１５６号岐阜東Ｂ
Ｐ猛禽類調査業務委託

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成18年1月27日 7,875,000

本業務は、専門的な技術を要求される内容であるた
め｢プロポーザル方式」により「建設コンサルタン
ト選定委員会」において、 適な建設コンサルタン
トとして、（株）アイ・エヌ・エーを選定した。
よって、随意契約をするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6093
（株）アイ・ディー・
エー

平成１７年度　庄内川避難計画評
価システム構築業務

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年4月26日 17,115,000

本業務における評価システムを構築するための検討
を行うためには都市防災、に関する高度又は専門的
な技術力・知識が必要不可欠である。（株）アイ・
ディ・エーは、都市防災に関する研究ができる技術
者を多く有している。また、当業者は、土岐川庄内
川流域委員会等を通じて中部地方整備局管内の状況
にも精通しており、深い庄内川への理解と見識を有
している。、以上の理由から、契約の性質または目
的が競争を許さないと認められるため（株）アイ・
ディ・エーと随意契約しようとするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

問題があるもの
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6094 （株）アルプス出版社
平成１７年度　越美山系砂防事務
所管内図（写真あり）修正

神野　忠広
中部地方整備局越美山系砂防
事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺
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平成17年9月30日 1,449,000

本修正は、アルプス出版社が所有する版権の基図を
使用し修正するものであり、他に競合する者もな
く、新たに基図を作製しないため経済的でもある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6095 （株）アルプス出版社
平成１７年度　愛知国道管内図作
成業務

西井　幸春
中部地方整備局愛知国道事務
所
名古屋市千種区池下町2-62

平成17年12月20日 3,255,000

本業務は、平成１７年度末までを履行期間として、
平成１５年度に「建設コンサルタント選定委員会」
が、当該業務についてプロポーザル方式に基づき
適な業者として（株）アルプス出版社を特定した。
本業務は、過年度に作成したものを修正し使用する
ものであり、版権は（株）アルプス出版社にあり他
社が使用することはできない。以上の理由から、契
約の性質又は目的が競争を許さないと認められるた
め、随意契約しようとするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6096 （株）アンジェロセック
平成１７年度　河津下田道路環境
検討業務委託

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年9月30日 10,867,500

本業務は、計画路線が与える景観への影響を視覚的
に検討する専門的知識と経験が必要である。（株）
アンジェロセックは、平成１５年度より２カ年に渡
るプロポーザル方式で受注し各種検討を実施してお
り、景観検討に関する専門的知識と経験はもとよ
り、比較経緯や地元状況等に詳しく、本業務に必要
とされる業務執行能力を有している。今年度も継続
して実施するため、過年度検討に係わる理解、策定
方法の一貫性が求められる。以上の理由からアン
ジェロセックが本業務を行うには、妥当と思われる
ため、随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6097 （株）イチテック
平成１７年度木曽川第二除草愛知
工事

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年5月11日 45,150,000

会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令９
９条の２に基づく、不落札随契を行うものである。
(会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令
第９９条の２）

その他 競争入札に移行したもの
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6098
（株）インターネットイ
ニシアティブ

平成１７年度　インターネット接
続機器賃貸借

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月1日 32,534,250

本賃貸借は、行政情報化の推進を図るため中部地方
整備局行政情報系ネットワークからインターネット
接続を行うものであり、必要な機器等賃貸ならびに
インターネット接続サービスからなる。本賃貸は、
平成１６年度の一般競争契約において、賃貸借期間
について平成２０年７月３１日までの継続賃貸借を
入札条件として公告し、契約を開始したものである
ため、(株)インターネットイニシアティブの他にな
い。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6099
（株）エイトコンサルタ
ント

平成１７年度　天竜川砂防ソイル
セメント検討業務委託

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成17年5月30日 23,100,000

本業務は、平成１６年度に２カ年の「プロポーザル
方式」により特定した株式会社エイトコンサルタン
トを契約の相手方として実施した「平成１６年度天
竜川砂防ソイルセメント検討業務委託」に引き続き
実施する業務である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6100
（株）エイトコンサルタ
ント

平成１７年度　多治見管内砂防施
設検討業務委託

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成17年6月17日 37,275,000

本業務は内容が技術的に高度かつ専門的な知識が要
求されるため「建設コンサルタント選定委員会」が
当該業務についてプロポーザル方式に基づき技術的
に 適として㈱エイトコンサルタントを選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6101
（株）エイトコンサルタ
ント

平成１７年度　大谷川第３砂防え
ん堤詳細設計業務委託

神野　忠広
中部地方整備局越美山系砂防
事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺
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平成17年9月20日 37,275,000

本業務では不透過型重力式ソイルセメントえん堤の
ハイダムを想定しており、内容が技術的に高度なも
ので且つ、専門的な技術が要求されるもののため、
「簡便型プロポーザル方式」により、「建設コンサ
ルタント選定委員会」において、 適な建設コンサ
ルタントとして、(株)エイトコンサルタントを特定
した。よって、会計法第２９条の３項第４項、予算
決算及び会計令１０２条の４第３号に基づき、随意
契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6102 （株）エスエスイー
平成１７年度　ＰＣＭＳ物品デー
タ移行作業及び改良業務委託

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年5月23日 5,355,000

ＰＣＭＳ（プログラム、データベース及びドキュメ
ント等）に発生する著作権（財産権及び著作人格
権）のうち、財産権は国が所有しているものの、著
作人格権は現在稼働中のシステムを単独で設計・開
発業務を行った当該業者が保有している。従って、
システムの変更及び追加には著作権の制約を受け、
著作権法上の同一性保持権を確保する必要から競争
が存在しない。また、本業務の執行に当たっては、
システムの仕様・設計技術・知識のほか、会計関係
法規及び当地方整備局の電子計算機やネットワーク
の機構・性能に精通していることが必要とされ、
（株）エスエスイーは、平成９年度から九州地方整
備局の当該システムの開発を手がけて以降、平成１
１年度からは中部地方整備局における当該システム
の導入及び改良を行う等の実績を有し、開発の内容
を熟知するとともにシステム運用に関する高い能力
を有している。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量
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びにその所属する部局
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（円）
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（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

6103 （株）エスエスイー
平成１７年度　河川別決算システ
ム改良業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年6月21日 4,515,000

本業務は、現在運用中の「河川別決算システム」に
ついて、仕様変更及び機能追加等を行い、業務の効
率化及び省力化を図るものである。本業務の実施に
あたり、その請負業者の推薦においては以下の制約
がある。【著作権法上の同一性保持権を確保する必
要から競争が存在しない】①本システムのプログラ
ム、データベース及びドキュメントにおいて発生す
る著作権（財産権及び著作者人格権）について、財
産権は国が所有しているが、著作者人格権は本シス
テムを単独で設計開発した当該業者が保有してお
り、システムの変更及び追加等には著作権の制約を
受ける。【技術的な理由により競争が存在しない】
①本システムの対象業務（河川別決算業務）及び開
発経緯等に係る理解及びシステム開発の一貫性が求
められる。②本システムの瑕疵対応等責任の所在の
明確化が必要である。③本システムの安定的運用を
確保するためにはシステム運用に精通している必要
がある。本「河川別決算システム」は、中国地整が
代表地整として開発を行い、その後他地整において
導入、運用してきた経緯があるが、当該業者は、そ
の開発業者として中国地整をはじめ各地整に同シス
テムを納入し、システムに精通しているとともに、
開発後のシステムメンテナンスを継続して行ってお
り、システム改良及び運用について細部にわたって
の知識、技術の蓄積があり、上記条件をすべて満た
すものであり、かつ他には存在しない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6104 （株）エスエスイー
平成１７年度補助金交付申請デー
タ管理システム・改良データ移植
業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年10月12日 1,446,900

当該補助金システムを使用する場合には、所有権は
国にあるもののプログラムの著作者人格権について
は当該業者に帰属することになっており、また、当
該補助金システムは、各地方公共団体からのアクセ
スを可能とするインターネットプログラム（JAVA・
JSP）とインターネット情報の暗号化（SSL）技術を
採用しWeb上で補助金の交付申請・決定データの送
受信等を行うことを可能にした当該業者独自プログ
ラムで構築されていることから、本業務を行うに
は、当該プログラムの暗号化の知識を熟知し、か
つ、補助金制度、会計制度並びに補助金交付決定に
関する業務の内容にも精通していることが必要であ
る。よって、本業務の実施にあたって求められる能
力をすべて満たしている者は、当該補助金システム
の開発を行った当該業者以外には存在しない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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契約の相手方の商
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住所

公共工事の名称、場所、期
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点検の結果 講ずる措置 備考

6105 （株）エスエスイー
平成１７年度　ＰＣＭＳ改良業務
委託（契約業務）

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年10月27日 9,765,000

本業務を遂行するにあたっては、以下の条件を有し
ていることが必要とされる。①既設システム及び当
地方整備局の電子計算機やネットワークの機構・性
能に精通熟知しており、現在稼働中システムの運用
に支障を生じさせないこと。②現在連携している当
整備局内の他システム（ＡＫＡＭＳ、ＡＣＡＭＳ）
の性能・機能等について十分な知識を有しているこ
と。③会計法等の関係法規及び入札・契約制度に関
する知識を有し、当整備局内における運用等を熟知
していること。④既設システムとの連接性が確保で
きること。（株）エスエスイーは、平成９年度に九
州地方整備局において当該システムの開発を手がけ
た後、平成１２年度に当整備局において当該システ
ムの導入及び改良に携わってきた業者であり、上記
の条件を有し本業務を効率的且つ確実に遂行できる
唯一の相手方と判断される。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6106
（株）エスビーエスプロ
モーション

平成１７年度　静岡国道事業広報
業務委託

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年4月28日 27,002,850

本業務では、「簡便型プロポーザル方式」により、
「業者選定委員会」において、適切な業者として、
（株）エスビーエスプロモーションを特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6107
（株）エヌ・ティ・
ティ・データ

電話線専用料

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月1日 3,281,004

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

6108
（株）エヌ・ティ・
ティ・データ

平成１７年度　道路管理システム
装置賃貸借及び保守業務

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年4月1日 2,284,380

１．現在の道路管理システム装置は、電電公社が開
発したＤＩＰＳという機種を用いて（株）エヌ・
ティ・ティ・データにより設計された。ＤＩＰＳは
生産中止となり、また後継機種も発売されないこと
となったため、汎用のＥＷＳを利用したクライアン
トサーバー方式として、新たに道路管理システムの
開発を（株）エヌ・ティ・ティ・データが行った。
２．このため道路管理システムをインストールした
ＥＷＳの賃貸と保守を行えるのは、開発に実績のあ
る（株）エヌ・ティ・ティ・データのみであり、他
に当該業務を行わせることができない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

6109
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ

電話料

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成17年4月1日 2,389,385

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

6110
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ

電話料

若尾　豊信
中部地方整備局飯田国道事務
所
飯田市東栄町3350

平成17年4月1日 2,690,284

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

6111
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ

電話料

野村　正之
中部地方整備局天竜川ダム統
合管理事務所
長野県上伊那郡中川村大草
6884-19

平成17年4月1日 1,284,347

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号） その他

随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

6112
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ東海

電話料

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年4月1日 2,944,331

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約



件数
契約の相手方の商
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住所
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6113
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ東海

電話料

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成17年4月1日 2,589,196

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

6114
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ東海

電話料

金木　誠
中部地方整備局中部技術事務
所
名古屋市東区大幸南1-1-15

平成17年4月1日 1,770,565

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

6115
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ東海

電話料

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成17年4月1日 1,965,666

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

6116
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ東海

電話料

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成17年4月1日 4,519,782

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

6117
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ東海

電話料

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年4月1日 2,977,848

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

6118
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ東海

電話料

松本　良一
中部地方整備局紀勢国道事務
所
松阪市鎌田町144-6

平成17年4月1日 4,594,018

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

6119
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ東海

電話料

森岡　泰裕
中部地方整備局豊橋河川事務
所
豊橋市中野町字平西1-6

平成17年4月1日 1,324,495

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

6120
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ東海

電話料

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年4月1日 4,735,384

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

6121
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ東海

電話料

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年4月1日 2,071,586

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

6122
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ東海

電話料

西井　幸春
中部地方整備局愛知国道事務
所
名古屋市千種区池下町2-62

平成17年4月1日 1,695,944

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

6123
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ東海

電話料

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成17年4月1日 2,134,895

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

6124
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ東海

電話料

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年4月1日 1,956,673

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

6125
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ東海

電話料

村松　千明
中部地方整備局北勢国道事務
所
四日市市南富田町4-6

平成17年4月1日 5,431,189

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

6126
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ東海

電話料

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月1日 9,619,516

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

6127
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ東海

電話料

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年4月1日 3,815,129

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

6128
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ東海

電話料

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年4月1日 9,099,269

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

6129
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ東海

電話料

冨田　陽子
中部地方整備局富士砂防事務
所
富士宮市三園平1100

平成17年4月1日 1,291,708

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

6130
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ東海

電話料

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年4月1日 4,986,373

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

6131
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ東海

電話料

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年4月1日 4,670,051

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

6132
（株）エヌ・ティ・ティ
エムイー長野

平成１７年度　電柱共架料

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成17年4月1日 1,273,860

供給することが可能な業者が一である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6133
（株）エヌエイチケイア
イテック

平成１７年度　東海環状自動車道
東部テレビ受信状況調査業務委託

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年11月21日 29,295,000

本業務の遂行にあっては、テレビジョン電波の受信
に関する専門的知識と経験が要求されるため、「プ
ロポーザル方式」により、「建設コンサルタント選
定委員会」において、 適な建設コンサルタントと
して（株）エヌエイチケイアイテックを選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6134
（株）エヌエイチケイア
イテック

平成１７年度　東海環状自動車道
外１箇所テレビ受信調査業務委託

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成18年1月10日 23,520,000

 本業務は、高度な技術を要求される内容であるた
め、「建設コンサルタント選定委員」において、
適な建設コンサルタントとして(株)エヌエイチケイ
アイテックを選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6135
（株）エヌエイチケイ中
部ブレーンズ

平成１７年度　ＩＴＳ広報運営業
務

山口　一美
中部地方整備局東海幹線道路
調査事務所
豊橋市駅前大通2-33-1 開発ビ
ル6階

平成17年6月3日 81,952,500

株式会社エヌエイチケイ中部ブレーンズは、過年度
実施の「ＩＴＳフェスティバル２００４」等で使用
した映像の知的所有権を有しているとともに、ＩＴ
Ｓ資料としてＩＴＳアメリカ及びエルティコに関す
る映像資料及び「ＩＴＳ世界会議愛知名古屋２００
４」におけるテクニカルツアー映像等をすでに所有
している。また、過去においてＩＴＳフォーラムや
ＩＴＳフェスティバル等の企画・運営を行うなど、
ＩＴＳの基本となるＩＴ技術に関する企画・映像作
成等によりＩＴ技術に関しても深い理解及び知識を
有している。本年度は、過年度に企画・作成した映
像等を使用して企画・運営するものであり、必要と
する映像等の知的所有権を有していること、また過
年度業務の進め方、成果については良好な評価・成
績を収め、本業務内容を熟知しており適切な企画・
運営が行える唯一の者である。したがって、本業務
の履行に必要とされる諸条件を充足する者は、株式
会社エヌエイチケイ中部ブレーンズの他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 企画競争を実施
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契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
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点検の結果 講ずる措置 備考

6136
（株）エヌエイチケイ中
部ブレーンズ

平成１７年度　飛騨地域ＩＴＳ映
像制作業務

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成18年1月31日 8,263,500

本業務の実施にあたっては、ＩＴＳに係る映像資料
を多数所有しているとともに、ＩＴＳに関する企
画・映像制作等の豊富な経験と実績を有し、ＩＴＳ
の基本となるＩＴ技術に関する深い理解と知識を有
している必要がある。（株）エヌエイチケイ中部ブ
レーンズは、中部地方整備局管内において実施した
ＩＴＳフォーラムやＩＴＳフェスティバル等の企
画・運営を行うなど豊富な経験と実績を有し、ＩＴ
Ｓの基本となるＩＴ技術に関する企画・映像制作等
によりＩＴ技術に関しても深い理解と知識を有して
いる。さらに、「ＩＴＳ世界会議」におけるテクニ
カルツアー映像等、過去に撮影・編集したＩＴＳに
関する映像資料も多数所有していることから、本業
務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は、
（株）エヌエイチケイ中部ブレーンズの他にはな
い。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6137 （株）エフエムたじみ
平成１７年度　「国土交通省　多
治見だより」放送業務

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成17年4月1日 1,845,900

この業務は、地域密着型のメディアがふさわしく、
緊急情報の対応等についてもすみやかに対処できる
地理的優位性が求められる。（株）エフエムたじみ
は平成１０年１０月に開局した東濃地域のコミュニ
ティ放送局で午前７時から午後２４時まで毎日放送
を行っている。地域密着型の放送局は（株）エフエ
ムたじみしかなく、また緊急情報の対応についても
多治見市内にあり、地理的に優位性がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6138 （株）エフエム愛知
平成１７年度　ＦＭ　ＡＩＣＨＩ
による通行止広報業務

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年11月17日 3,263,400

本業務は、道路・河川利用者及び地域住民に対して
工事による交通規制を、各種広報媒体の中の一つで
あるＦＭラジオ放送により広報し理解・協力を求め
るものである。業務遂行にあたっては、庄内川堤防
の工事区間を利用する人に対して広く周知できるＦ
Ｍラジオ放送局が 適であり、かつＣＭを流すこと
が出来る必要がある。（株）エフエム愛知は東海地
区を中心に放送エリアを有するＦＭラジオ放送局で
あり、ＣＭを流すことが出来る放送局である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6139
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

平成１７年度　静清環状道路整備
計画検討業務委託

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年5月9日 48,720,000

本業務を実施するにあたっては、高度な知識と豊か
な経験を必要とする業務であり、平成１６年度に２
箇年の「標準プロポーザル方式」により、（株）オ
リエンタルコンサルタンツを特定している。平成１
７年度はこれに従い整備計画を検討するとともに、
都市計画決定のための作業を実施するものであり、
本業務の履行可能ものは過年度に履行した（株）オ
リエンタルコンサルタンツの他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）
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点検の結果 講ずる措置 備考

6140
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

平成１７年度　３０２号道路交通
騒音対策検討業務委託

西井　幸春
中部地方整備局愛知国道事務
所
名古屋市千種区池下町2-62

平成17年5月27日 92,820,000

本業務は、高度な専門知識及び技術が要求されるた
め、平成１４年度に「プロポーザル方式」により、
「建設コンサルタント選定委員会」において、 適
な建設コンサルタントとして、株式会社オリエンタ
ルコンサルタンツを特定した。平成１７年度業務
は、平成１４年度、平成１５年度、平成１６年度業
務の継続業務であり、昨年度までに策定した実施計
画書に基づき実施するものであるため、過年度の業
務内容を熟知していなければならない。以上の理由
より、契約の性質又は目的が競争を許さないと認め
られるため、随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6141
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

平成１７年度　名古屋都市圏南部
交通流動調査

山口　一美
中部地方整備局東海幹線道路
調査事務所
豊橋市駅前大通2-33-1 開発ビ
ル6階

平成17年6月20日 63,000,000

本業務は、昨年度供用した東海環状自動車道、第二
東名・名神高速道路（伊勢湾岸自動車道）及び平行
する一般国道２３号等による名古屋都市圏への流出
入車両の流動状況の変化を経年的に調査し、その変
化と交通特性などを把握・解析する一環の調査であ
る。本業務は、内容が技術的に高度なため、「建設
コンサルタント選定委員会」が、当該業務について
プロポーザルに基づき技術的に 適として株式会社
オリエンタルコンサルタンツを選定した。以上の理
由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認
められるため、会計法第２９条の３第４項及び予決
令第１０２条の４第３号により随意契約するもので
ある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6142
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

平成１７年度　２１号新太田橋拡
幅設計業務委託

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成17年7月27日 35,490,000

  本業務に先立ち実施された「平成１６年度 新太
田橋拡幅設計業務委託」は、内容が技術的に高度か
つ専門的な知識が要求されるため、平成16・17年度
の２ヶ年業務として、「プロポーザル方式」により
「建設コンサルタント選定委員会」が、 適な建設
コンサルタントとして（株）オリエンタルコンサル
タンツを選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6143
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

平成１７年度　２３号蒲郡バイパ
ス自然環境調査業務委託

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年7月27日 31,447,500

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため「プロポーザル方式」
により、「建設コンサルタント選定委員会」におい
て、 適な建設コンサルタントとして、株式会社オ
リエンタルコンサルタンツを特定した。よって、随
意契約しようとするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6144
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

平成１７年度　東駿河湾環状道路
環境影響検討業務委託

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年8月9日 100,800,000

本業務は、内容が技術的に高度かつ専門的な知識が
要求されるため昨年度「建設コンサルタント選定委
員会」が、プロポーザルに基づき、技術的に 適な
コンサルタントとして、株式会社 オリエンタルコ
ンサルタンツを選定した。本業務においては、今年
度も継続して実施するため、昨年度で検討した環境
影響検、事業認定資料修正に係わる理解、検討方法
の一貫性が求められる。以上の理由から、随意契約
しようとするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）
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6145
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

平成１７年度　紀勢国道・道路マ
ネジメント検討業務委託

松本　良一
中部地方整備局紀勢国道事務
所
松阪市鎌田町144-6

平成17年9月6日 22,680,000

本業務は、内容が技術的に高度のため「紀勢国道工
事事務所建設コンサルタント等選定委員会が当該業
務についてプロポーザルに基づき技術的に 適」と
して（株）オリエンタルコンサルタンツを選定し
た。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6146
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

平成１７年度　名岐道路整備検討
業務委託

西井　幸春
中部地方整備局愛知国道事務
所
名古屋市千種区池下町2-62

平成17年9月6日 13,125,000

本業務は、「標準型プロポーザル方式」により技術
提案を受け、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、（株）
オリエンタルコンサルタンツを選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6147
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

平成１７年度津駅前地下道エレ
ベータ詳細設計業務

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年9月12日 15,015,000

本業務は、標準的な業務の実施方法等（標準歩掛
等）が定められていないため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適なコンサルタントとして、（株）オリ
エンタルコンサルタンツを選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6148
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

平成１７年度簡易パーキングエリ
ア整備検討業務

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年9月27日 4,725,000

本業務は、標準的な業務の実施方法等（標準歩掛
等）が定められていないため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適なコンサルタントとして、（株）オリ
エンタルコンサルタンツを選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6149
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

平成１７年度　名古屋都市圏幹線
交通流動調査

山口　一美
中部地方整備局東海幹線道路
調査事務所
豊橋市駅前大通2-33-1 開発ビ
ル6階

平成17年9月28日 94,710,000

本業務は、東海環状自動車道(東部区間)や伊勢湾岸
自動車道等の２００５年ネットワーク供用後の整備
効果基礎資料の取得、及びＨ１７道路交通センサス
の一環として、名古屋都市圏の幹線道路において交
通流動の変化に関するデータを、現地でのナンバー
プレート調査や交通量調査により捉えようとするも
のである。本業務は、内容が技術的に高度なため、
「建設コンサルタント選定委員会」が、当該業務に
ついてプロポーザルに基づき技術的に 適として株
式会社オリエンタルコンサルタンツを選定した。以
上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さな
いと認められるため、会計法第２９条の３第４項及
び予決令第１０２条の４第３号により随意契約する
ものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6150
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

平成１７年度　名四国道管内交通
流動調査

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年9月30日 84,735,000

本業務は、東海環状自動車道、第二東名・名神（伊
勢湾岸自動車道）、一般国道２３号及び中部国際空
港から名古屋都市圏及び西三河地域への流出入車両
の流動状況を調査しその交通特性を把握解析するも
のである。本業務は、内容が技術的に高度なもの又
は専門的な技術が要求されるもののため「プロポー
ザル方式」により、「建設コンサルタント選定委員
会」において、 適な建設コンサルタントとして、
株式会社オリエンタルコンサルタンツを特定した。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号により随意契約しよ
うとするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6151
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

平成１７年度　東駿河湾道路大場
～塚本間高架橋詳細検討業務委託

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年10月3日 156,450,000

本業務は、上記の業務内容において標準的な業務の
実施方法等が定められていないため、「建設コンサ
ルタント選定委員会」が当該業務についてのプロ
ポーザルに基づき、技術的に 適なコンサルタント
として、（株）オリエンタルコンサルタンツを選定
した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6152
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

平成１７年度北勢地域交通流動調
査

村松　千明
中部地方整備局北勢国道事務
所
四日市市南富田町4-6

平成17年10月6日 10,080,000

本業務は、昨年度供用した東海環状自動車道、第二
東名・名神高速道路（伊勢湾岸自動車道）及び並行
する一般国道１号・２３号等による北勢地域～名古
屋都市圏間の車両の流動状況変化を経年的に調査
し、その変化と交通特性などを把握する一環の調査
である。本業務は、専門的な技術が要求されるた
め、「建設コンサルタント選定委員会」が、当該業
務についてプロポーザルに基づき技術的に 適とし
て株式会社オリエンタルコンサルタンツを特定し
た。以上の理由から、契約の性質及び目的が競争を
許さないと認められるため、会計法第２９条の３項
第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号により随意契約しようとするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6153
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

平成１７年度国営公園江南地区花
修景計画検討業務

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年10月17日 11,655,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」を実施し、「建設コンサルタント選定委員会」
により 適な建設コンサルタントとして株式会社オ
リエンタルコンサルタンツを特定した。したがっ
て、本業務は会計法第２９条の３第４項、及び予決
令第１０２条の４第３号の規定に基づき随意契約す
るものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6154
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

平成１７年度　名古屋都市圏交通
流動解析業務

山口　一美
中部地方整備局東海幹線道路
調査事務所
豊橋市駅前大通2-33-1 開発ビ
ル6階

平成17年10月19日 43,890,000

本業務は、東海環状自動車道（東部区間）、伊勢湾
岸自動車道等の２００５ネットワーク供用後の整備
効果基礎資料、および平成１７年度道路交通センサ
スの一環として行われた名古屋都市圏の幹線道路に
おける交通流動の変化に関するナンバープレート調
査・交通量調査結果等を踏まえ、その変化と交通特
性などを把握・解析する業務である本業務は、内容
が技術的に高度なため、「建設コンサルタント選定
委員会」が、当該業務についてプロポーザルに基づ
き技術的に 適として（株）オリエンタルコンサル
タンツを選定した。以上の理由から、契約の性質又
は目的が競争を許さないと認められるため、会計法
第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３
号により随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6155
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

平成１７年度　排水性舗装騒音調
査業務委託

金木　誠
中部地方整備局中部技術事務
所
名古屋市東区大幸南1-1-15

平成17年11月7日 32,812,500

本業務は、排水性舗装の騒音低減効果及び路面性状
の追跡調査を行い、調査結果を解析して低騒音舗装
選定のための資料とする業務であり、内容が技術的
に高度のため、「建設コンサルタント選定委員会」
が、当該業務についてプロポーザルに基づき技術的
に 適として（株）オリエンタルコンサルタンツを
選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6156
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

平成１７年度　飛騨地域ＩＴＳ導
入検討調査

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成17年12月6日 14,857,500

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「簡便型プロポーザ
ル方式」により、「建設コンサルタント選定委員
会」において、 適な建設コンサルタントとして、
㈱オリエンタルコンサルタンツを特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6157
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

平成１７年度国営公園三派川地区
ネットワーク実施業務

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年12月9日 5,775,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして株式会社
オリエンタルコンサルタンツを特定した。よって、
本業務は会計法第２９条の３第４項、及び予決令第
１０２条の４第３号に基づき随意契約するものであ
る。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6158
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

平成１７年度２１号坂祝バイパス
（７工区）道路予備設計業務委託

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成18年1月11日 7,875,000

本業務は、専門的な技術を要求される内容であるた
め、「簡便型プロポーザル方式」により、「建設コ
ンサルタント選定委員会」において、 適な建設コ
ンサルタントとして、（株）オリエンタルコンサル
タンツを選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6159
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

平成１７年度　矢作川野見樋管修
正設計業務委託

森岡　泰裕
中部地方整備局豊橋河川事務
所
豊橋市中野町字平西1-6

平成18年1月13日 4,410,000

本業務を実施するためには、ダグタイル樋管設計に
ついてはもとより、新技術工法全般及び従来工法に
よる樋管詳細設計について、広く専門的な技術を有
していることが必 要である。そのため、「プロ
ポーザル方式」により「建設コンサルタント選定委
員会」において、 適な建設コンサルタントとして
株式会社オリエンタルコンサルタントを特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6160
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

平成１７年度　岐阜県内道路走行
評価業務委託

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成18年1月17日 1,785,000

 本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的
な技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、㈱オリ
エンタルコンサルタンツを特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6161
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

平成１７年度　岐阜都市圏道路整
備計画検討業務委託

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成18年1月18日 13,125,000

本業務は、高度な技術を要求される内容であるた
め、「標準プロポーザル方式」により、「建設コン
サルタント選定委員会」において、 適な建設コン
サルタントとして㈱オリエンタルコンサルタンツを
選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6162
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

平成１７年度三重河川国道事務所
管内道路細部設計業務

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成18年1月27日 62,265,000

本業務は、「プロポーザル方式」により、「建設コ
ンサルタント選定委員会」において、 適な建設コ
ンサルタントとして、（株）オリエンタルコンサル
タンツを選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6163
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

平成１７年度　１９号桟地区２号
３号橋橋梁予備設計業務委託

若尾　豊信
中部地方整備局飯田国道事務
所
飯田市東栄町3350

平成18年2月1日 11,235,000

本業務は、高度な知識及び豊かな経験が要求される
もののため、「プロポーザル方式」により、「建設
コンサルタント選定委員会」において 適な建設コ
ンサルタントとして、（株）オリエンタルコンサル
タンツを特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6164
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

平成１７年度　高山国道管内構造
物詳細設計業務委託

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成18年2月3日 37,800,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「簡便型プロポーザ
ル方式」により、「建設コンサルタント選定委員
会」において、 適な建設コンサルタントとして、
（株）オリエンタルコンサルタンツを特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6165
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

平成１７年度三重県内道路走行評
価業務

村松　千明
中部地方整備局北勢国道事務
所
四日市市南富田町4-6

平成18年2月3日 8,715,000

本業務は、専門的な技術が要求されるため、「建設
コンサルタント選定委員会」が、当該業務について
プロポーザルに基づき技術的に 適として株式会社
オリエンタルコンサルタンツを特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6166
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

平成１７年度　東紀州地域道路景
観検討業務委託

松本　良一
中部地方整備局紀勢国道事務
所
松阪市鎌田町144-6

平成18年2月27日 8,295,000

本業務は、内容が技術的に高度のため、「紀勢国道
事務所建設コンサルタント等選定委員会」が当該業
務についてプロポーザルに基づき技術的に 適とし
て、（株）オリエンタルコンサルタンツを選定し
た。以上の理由から契約の性質又は目的が競争を許
さないと認められるため、随意契約しようとするも
のである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6167
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

平成１７年度　大河原岡谷第１砂
防えん堤詳細設計業務委託

神野　忠広
中部地方整備局越美山系砂防
事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺
137

平成18年3月17日 6,140,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、オリエ
ンタルコンサルタント(株)を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6168
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

平成１７年度　２３号蒲郡ＢＰ坂
本地区橋梁詳細設計業務委託

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成18年3月23日 45,990,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため「プロポーザル方式」
により、「建設コンサルタント選定委員会」におい
て、 適な建設コンサルタントとして、株式会社オ
リエンタルコンサルタンツを特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6169
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

平成１７年度　設楽ダム国道２５
７号４号橋梁予備設計業務委託

山内　博
中部地方整備局設楽ダム工事
事務所
新城市杉山字大東57

平成18年3月29日 19,845,000

本業務は、設楽ダム付替道路国道２５７号４号橋梁
における橋梁予備設計を実施するものである。
本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるため、「プロポーザル方式」によ
り、「建設コンサルタント選定委員会」において、

適な建設コンサルタントとして、（株）オリエン
タルコンサルタンツを特定した。
よって、会計法第２９条の３第４項、予決令第102
条の4第3号に基づき随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6170
（株）カイジョーソニッ
ク

平成１７年度　海象観測施設保守
点検業務

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成17年4月7日 3,622,500

本業務の遂行には、基本的な保守点検行為のみなら
ず、正確かつ継続的に観測データを得るための修
理・点検等を行う必要がある。なおかつ、未然に障
害を防ぎ保守点検を実施することにより観測データ
の欠損を 小限に抑える必要がある。当該海象観測
装置は、（株）カイジョー〔現（株）カイジョーソ
ニック※１〕、（社海洋調査協会、（独）港湾空港
技術研究所により協同開発されたものであるが、
（社）海洋調査協会、（独）港湾空港技術研究所で
は、保守点検を実施する部署又は、専門の技術者を
配置する能力がないことから、今回、保守点検作業
を行うためには、構造を熟知していること及び専門
技術を有している（株）カイジョーソニック以外に
本業務を実施できるものはいない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

6171
（株）カイジョーソニッ
ク

平成１７年度海岸情報システム
（浜田）保守点検業務

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年5月6日 6,300,000

本業務で保守点検を行う海岸情報システムは、
（株）カイジョーが自社開発したセンサー及びソフ
トウェアにより構築したシステムであり、業務の遂
行にあたっては、センサー及びデータ処理ソフト
ウェアに関する仕様及び特性について熟知している
ことが必要である。（株）カイジョーソニックは、
（株）カイジョーの計測部門を分社し継承した会社
で、本業務を実施するために必要となる専門的知識
を有している。本業務の履行に必要とされる諸条件
を充足するものは（株）カイジョーソニックのほか
にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

6172
（株）カイジョーソニッ
ク

平成１７年度　富士海岸海象計応
急復旧工事

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年10月21日 7,140,000

復旧作業においては、断線したケーブルを修繕した
後、波高センサーとデータ送受信装置及びデータ表
示システムを調整する必要がある。(株)カイジョー
ソニックは、本海象観測装置(沼津河川国道事務所
財産権所有)の開発を行っており本システムに十分
精通している。また、気象観測装置機器取り扱いに
おいて実績と優秀な技術者を有している。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6173
（株）カイジョーソニッ
ク

平成１７年度西南海岸海象観測施
設改修工事

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年10月25日 63,525,000

本海象計は、送受波器と変換器から構成されてお
り、海中（伊勢湾西南海岸浜田の沖合３．８ｋｍ）
の送受波器から海面に音波を送出し、その反射音波
の到達時間差（△t）を測定した海面水位時間変動
信号と超音波のドップラー原理を応用した３次元的
な水粒子運動の周波数偏移（△f）を測定した流速
変動信号を浜田観測所に設置した変換器で受信を行
い、波向、潮流、波高データに変換するものであ
る。何れの信号も微少に変化した値を各データに変
換するため、変換部各基板の調整によってはデータ
精度に影響を与えてしまうので、アナログボード、
コントロールボード、Ａ／Ｄボード等の各調整（電
圧・信号レベル・ノイズレベル・信号波形等）を行
う必要がある。この調整を行うにあたり、海象計の
設計・製造過程に係わる技術・特性等に精通・熟知
している技術者でないと信号波形等の測定や調整を
行うことができない。海象計を唯一製作している
（株）カイジョーソニックは、本工事の目的を達す
る唯一の業者である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの
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6174 （株）キクテック
平成１７年度　トラフィックカウ
ンター購入

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年12月26日 4,746,000

本装置は、車両が路上に設置されたセンサー上を通
過する際に発生する周辺地球磁場の変動を車両台数
および車速として計測・記録を行う本体と、本体を
路面上に固定する保護シートおよび本体の管理、制
御およびデータの取り出し・解析を行うコンピュー
タソフトウェアにより構成されるシステムであり、
岐阜国道管内の交通量調査および事故対策事前事後
調査を行うために必要なものである。本装置は、簡
易型交通量モニタリングシステムとして国土交通省
の「新技術情報提供システム」に登録されている。
（登録番号ＣＢ－０３０００１）本装置の本体は、
国内では住友３Ｍが製作した本製品しかなく、販売
の代理店は、株式会社キクテックのみとなってい
る。よって、国内で機器の維持管理を機能的に行う
ことができるのは上記装置しかない。岐阜国道管内
の事故対策事前事後調査時には、対策前と後での速
度変化が一つの評価として必要であり、車種の判
別、平均車速計測が容易に実施でき、唯一km/h計測
できる機能を要している。また、毎年実施している
交通量調査にも適した機能を要している。よって、
容易に速度計測（km/h）とデータ出力を行うことが
でき、交通量調査にも使用できるのは上記装置しか
ない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6175 （株）ぎょうせい 図書１点

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年8月25日 2,067,200

本図書は、財政会計総則、債権及び収入、契約、支
出負担行為・支出及び出納、物品、旅費、補助金等
の関連法規を収録している。また、 近の改正法令
及び関係諸通達を網羅しているなど、中部地方整備
局で会計、契約事務を行うものには必携のものと
なっている。この図書は（株）ぎょうせいが発行し
ており、会計法２９条の３第４項および予決令１０
２条の４第３項により同社と随意契約を行うもので
ある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6176 （株）ぎょうせい 定期刊行物

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

2,034,310

再販売価格が維持されている出版元
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6177 （株）ぎょうせい 定期刊行物

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

1,687,160

再販売価格が維持されている出版元
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6178 （株）ぎょうせい 定期刊行物

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

2,062,170

再販売価格が維持されている出版元
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6179 （株）ぎょうせい 定期刊行物

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

6,599,654

再販売価格が維持されている出版元
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6180 （株）ぎょうせい 定期刊行物

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

2,321,340

再販売価格が維持されている出版元
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6181 （株）ぎょうせい 定期刊行物

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

2,045,960

再販売価格が維持されている出版元
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6182 （株）クボタ
平成１７年度　排水ポンプ車（１
０－４５０４）修繕

森岡　泰裕
中部地方整備局豊橋河川事務
所
豊橋市中野町字平西1-6

平成18年3月2日 1,575,000

本修繕は、水力タービン式排水ポンプ車の加圧ポン
プ部分をオーバーホールするものであり、購入から
７年が経過し、災害現場では濁水等も使用ことから
ポンプ内部の摩耗や老朽化により圧力が低下してお
り、排水能力の低下に繋がっている。オーバーホー
ルの対象機器は排水ポンプ車の中枢をなすもので、
メーカー固有の技術で設計・製造された特注品であ
り、補修に必要な部品は、特注品であるため（株）
クボタの他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6183 （株）クボタ建機西日本 草刈車３台点検整備

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成18年3月9日 1,866,659

本点検整備の対象となる草刈車は、堤防の除草工事
を合理的かつ安全に実施するための特殊機械であ
り、堤防のり面を安全かつ確実に無線操縦により走
行し草を刈り払うためメーカ独自技術による設計製
作がされているもので、本機械の細部にわたる構造
を熟知しているとともに専用部品を保有していなけ
れば本点検整備は実施できない。当該草刈車は㈱ク
ボタが設計製造し納入されているが、その納入製品
の点検等はアフターサービス業務を受け持つ㈱クボ
タ機械西日本が担当することとなっている。以上か
ら、本点検整備を実施できるのは、当事務所の草刈
車の設計製造業者である株式会社クボタのアフター
サービスの代理店である㈱クボタ機械西日本の他に
ない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6184 （株）ケー・シー・エス
平成１７年度東海環状（養老～県
境）環境調査業務委託

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年4月1日 20,002,500

当該地域における猛禽類の調査は､調査内容の機密
性の高さを理由に平成１２年度にプロポーザル業務
にて選定された（株）ケー・シー・エスが随意契約
により継続して実施しているものであり、また、環
境影響準備書（案）についても作成しており、環境
影響評価書作成にあたり も知識を有しているた
め、本業務においても（株）ケー・シーエスと随意
契約を行うものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6185 （株）ケー・シー・エス
平成１７年度　東海環状瀬戸地区
動物環境調査

西井　幸春
中部地方整備局愛知国道事務
所
名古屋市千種区池下町2-62

平成17年4月1日 34,230,000

本調査は、内容が技術的に高度なため、プロポーザ
ルにて技術提案を受け、「建設コンサルタント選定
委員会」において、当該調査についてプロポーザル
に基づき技術的に 適として、「（株）ケー・
シー・エス」を選定した。以上の理由から、契約の
性質又は目的が競争を許さないと認められるため、
随意契約をしようとするものである。なお、本調査
は猛禽類の繁殖に係る行動発現時期が２月から９月
にかけて敏感度を増すため、年度当初から継続的に
生息状況を現地調査により把握する必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6186 （株）ケー・シー・エス
平成１７年度　東海環状（富加～
関間）猛禽類調査業務委託

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年4月26日 26,250,000

当該地域における猛禽類の調査は、調査内容の機密
性の高さを理由に平成１１ 年度にプロポーザル業
務にて選定された（株）ケー・シー・エスが随意契
約によ り継続して実施しているものであり、本業
務においても（株）ケー・シー・エス と随意契約
を行うものである｡
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

6187 （株）ケー・シー・エス
平成１７年度　三遠南信整備効果
検討業務委託

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年8月15日 44,625,000

本業務の業者選定にあたっては、業務内容が技術的
に高度なため、平成１６年度に「プロポーザル方
式」により、２カ年業務として「建設コンサルタン
ト選定委員会」において 適な建設コンサルタント
として、（株）ケー・シー・・エスを特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6188 （株）ケー・テック
平成１７年度　小渋ダム機械設備
信頼性検討業務委託

野村　正之
中部地方整備局天竜川ダム統
合管理事務所
長野県上伊那郡中川村大草
6884-19

平成17年8月3日 5,880,000

機械設備の概略設計についての実績を有する数社に
対し、技術提案書の提出を求め、その結果、㈱
ケー・テックの技術提案書の内容が も優れている
ことに加えて、本業務の遂行体制においては、多分
野にわたる技術者を配置していることから、多岐に
わたる視点からの検討が期待できるとともに、積極
的に取り組む姿勢であることが明瞭に示されてい
る。また、㈱ケー・テックは、過去に「平成１５年
度柳瀬ダムクレストゲート設備改良設計業務委託」
や「鳴子ダム予備ゲート設備詳細設計業務」等、ダ
ム放流設備について、多くの検討を実施している会
社で、本業務の遂行が可能な会社である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6189 （株）ケー・テック
平成１７年度　愛知共同溝台帳整
理業務

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年9月26日 26,040,000

本業務は、平成１５年度に簡便プロポーザルで実施
した「平成１５年度 愛知共同溝台帳整理業務」の
継続業務である。本年度業務は平成１５年度からの
継続業務であり、「愛知共同溝情報管理システム」
は全ての共同溝台帳データ入力及び機能の充足を
行った後、総合動作確認をもって完成するものであ
ることから、これまで実施した業務と本年度業務は
一体の業務である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6190 （株）ケー・テック
平成１７年度　三遠道路トンネル
機械設備詳細設計業務委託

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年12月15日 35,700,000

本業務は、三遠道路に新設される「別所」「久井
田」「名号」の３トンネルにおける機械設備（換気
設備・非常用設備）について詳細設計を、「三遠」
「大島」２トンネルにおける機械設備（換気設備・
非常用設備）について修正設計検討を行うものであ
り、内容が技術的に高度なもの又は専門的な技術が
要求されるもののため、「プロポーザル方式」によ
り、「建設コンサルタント選定委員会」において、

適な建設コンサルタントとして、（株）ケー・
テックを選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6191 （株）ケー・テック
平成１７年度　特殊車両自動計測
設備設計業務委託

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年12月22日 16,800,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、（株）
ケーテックを特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6192 （株）ケー・テック
平成１７年度　清洲地下道管理設
備設計業務委託

西井　幸春
中部地方整備局愛知国道事務
所
名古屋市千種区池下町2-62

平成17年12月26日 13,125,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「簡便型プロポーザ
ル方式」により、「建設コンサルタント選定委員
会」において、 適な建設コンサルタントとして、
（株）ケー・テックを選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
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契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
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契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

6193
（株）コクサイクリエイ
ティブセンター

平成１７年度　砂防広報企画運営
業務

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成17年5月24日 9,597,000

イベント当日はラジオ生放送番組の中で砂防広報及
びイベントＰＲ業務を含んでおり、放送運営業務を
主体としたイベント運営・管理が必要となることか
ら、イベント全てを一体的に行う必要がある。放送
エリアが静岡県内全域をカバーし、番組枠を構成出
来る唯一のメディアである静岡放送（株）とのパブ
リシティ交渉権を保有し、企画運営が出来るのは
（株）コクサイクリエイティブセンター以外には存
在しない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

6194
（株）コクサイクリエイ
ティブセンター

平成１７年度　浜松管内街道広報
誌作成

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年9月20日 4,935,000

本業務は、平成１５年度業務である「浜松街道広報
誌作成」、平成１６年度業務である「浜松管内街道
広報誌作成」にて作成した成果・収集した資料等を
用いる。本業務に活用する「浜松街道広報誌作
成」、「浜松管内街道広報誌作成」にて作成した成
果は、「平成６年度　東海道ルネッサンス文庫作成
業務委託」で作成した図書「東海道小夜の中山」、
「東海道川を渡る道」、「境界を越えた再生の道
三遠南信」の内容に加筆・修正したものである。
（株）コクサイクリエイティブセンターは、上記の
図書の印刷用版下を所有していると共に、著作人格
権を保有している。したがって、上記成果を改編・
加筆し新たな二次製品を作成する場合は、著作者人
格権としての編集権を保有する（株）コクサイクリ
エイティブセンターが本業務を遂行するのに必要な
用件を満たす契約対象機関と特定できる。上記の理
由により、契約の性質又は目的が競争を許さないと
認められるため、（株）コクサイクリエイティブセ
ンターと随意契約するものとする。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6195
（株）コクサイクリエイ
ティブセンター

平成１７年度　東海環状道路事業
広報業務委託

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年12月6日 20,002,500

㈱コクサイクリエイティブセンターは同種の大会運
営の実績を豊富に有し、かつ上記大会における少年
サッカー協会関係者と緊密な関係を有している。本
業務で製作する映像素材については、過去のサッ
カー大会映像及び東海環状自動車道供用に至るまで
の過去の映像が必要である。過去の映像の著作権
は、著作権法(昭和45年法律第48号)第29条第1項に
より映像製作者である㈱コクサイクリエイティブセ
ンターに帰属する。また、著作権法第20条に規定す
る同一性保持権を有しており、著作権法第59条によ
り他者が著作権者の許可なく切除、改変を行うこと
は出来ない。よって、㈱コクサイクリエイティブセ
ンター以外には過去の映像を編集することは出来な
い。㈱コクサイクリエイティブセンターは番組タイ
トルである「MAG-CUP少年サッカー交流会」の名称
を商標登録しており、他の放送局、企画製作会社が
同名・類似タイトルの番組を製作・放映することは
出来ない。また、㈱コクサイクリエイティブセン
ターは中京テレビ放送株式会社と上記タイトルで放
映する権利について覚書を交わしている。以上の理
由から、契約の性質または目的が競争を許さないと
認めるため、随意契約しようとするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

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

6196
（株）コクサイクリエイ
ティブセンター

平成１７年度　安倍川副読本作成

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成18年2月15日 2,383,500

本業務は、過年度に作成した安倍川副読本制作業務
について一部修正を行うものであるが、既存頁の著
作人格権を保有している。著作人格権は著作権の中
の権利の一つであるが、一般的な著作権譲渡は、現
存する著作物（図書）に対して発生している権利の
利用の譲渡であり、将来に起こり得る二次的著作物
の発生あるいはそれら二次的著作物の利用までは含
まれない。（著作権法第２７条、２８条、６１条）
したがって、今回業務の様に改訂を行えるのは、著
作人格権を保有している（株）コクサイクリエイ
ティブセンター以外に存在しない。よって、（株）
コクサイクリエイティブセンターと随意契約を行う
ものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

6197 （株）コボプラン
平成１７年度　ＧＩＳ地図更新
データ購入

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成18年3月27日 7,035,000

道路情報システム用のGISは、多数の職員が同時に
利用することから、ＷｅｂＧＩＳエンジンには、処
理速度が高速であること、サーバへの負荷が小さい
ことが求められる。当該業者のGIS製品「Maplet」
は、クライアントマシンのブラウザ上でプラグイン
ソフトを組み込むことにより、サーバにある地図や
属性情報をクライアントマシンのブラウザから高速
に検索参照するGISを構築することができ、共通地
図データを基盤とした検索系業務に適している。さ
らにサーバへの負荷が非常に小さいことから、平成
１６年度システム整備業務において道路情報システ
ム用のGISとして使用可能なのは同製品であると判
断し、道路情報システムのミドルウェアとして導入
した。このため、現在運用しているシステムにおい
て、本ＧＩＳはミドルウェアとして必須かつ唯一の
ものであり、道路管理上GISデータを更新する必要
があることから、当該業者の同製品を購入するもの
である。本件の履行可能な業者は「Maplet」を提供
可能な同社以外になく、契約の性質または目的が競
争を許さないと認められるため、随意契約するもの
である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6198
（株）ジェーシービー
ソリューション営業一部

ＥＴＣスルーカードの利用

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年4月1日 5,704,470

道路システム高度化推進機構（ＯＲＳＥ）の承認に
基づいた割引システム（ＥＴＣスルーカード）は、
現在１４のクレジット会社で利用が可能であり、前
納割引制度等のＥＴＣに係るサービス内容は全ての
クレジット会社同じである。その中で、①法人の取
り扱いがある。②ＥＴＣスルーカードの他にクレ
ジットカード発行の条件がない。③再発行も含めた
カード発行手数料が無料である。④口座引き落とし
ではなく振込が可能であり、かつ、本省及び他省庁
において実績があるのは、（株）ジェーシービーの
みである。よって、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随
意契約とする。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

6199
（株）ジェーシービー
ソリューション営業一部

ＥＴＣスルーカードの利用

榎村　康史
中部地方整備局三峰川総合開
発工事事務所
長野県伊那市長谷溝口1527

平成17年4月1日 2,082,833

道路システム高度化推進機構（ＯＲＳＥ）の承認に
基づいた割引システム（ＥＴＣスルーカード）は、
現在１４のクレジット会社で利用が可能であり、前
納割引制度等のＥＴＣに係るサービス内容は全ての
クレジット会社同じである。その中で、①法人の取
り扱いがある。②ＥＴＣスルーカードの他にクレ
ジットカード発行の条件がない。③再発行も含めた
カード発行手数料が無料である。④口座引き落とし
ではなく振込が可能であり、かつ、本省及び他省庁
において実績があるのは、（株）ジェーシービーの
みである。よって、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随
意契約とする。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6200
（株）ジェーシービー
ソリューション営業一部

ＥＴＣスルーカードの利用

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成17年4月1日 2,880,120

道路システム高度化推進機構（ＯＲＳＥ）の承認に
基づいた割引システム（ＥＴＣスルーカード）は、
現在１４のクレジット会社で利用が可能であり、前
納割引制度等のＥＴＣに係るサービス内容は全ての
クレジット会社同じである。その中で、①法人の取
り扱いがある。②ＥＴＣスルーカードの他にクレ
ジットカード発行の条件がない。③再発行も含めた
カード発行手数料が無料である。④口座引き落とし
ではなく振込が可能であり、かつ、本省及び他省庁
において実績があるのは、（株）ジェーシービーの
みである。よって、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随
意契約とする。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6201
（株）ジェーシービー
ソリューション営業一部

ＥＴＣスルーカードの利用

金木　誠
中部地方整備局中部技術事務
所
名古屋市東区大幸南1-1-15

平成17年4月1日 1,136,142

道路システム高度化推進機構（ＯＲＳＥ）の承認に
基づいた割引システム（ＥＴＣスルーカード）は、
現在１４のクレジット会社で利用が可能であり、前
納割引制度等のＥＴＣに係るサービス内容は全ての
クレジット会社同じである。その中で、①法人の取
り扱いがある。②ＥＴＣスルーカードの他にクレ
ジットカード発行の条件がない。③再発行も含めた
カード発行手数料が無料である。④口座引き落とし
ではなく振込が可能であり、かつ、本省及び他省庁
において実績があるのは、（株）ジェーシービーの
みである。よって、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随
意契約とする。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6202
（株）ジェーシービー
ソリューション営業一部

ＥＴＣスルーカードの利用

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成17年4月1日 4,090,000

道路システム高度化推進機構（ＯＲＳＥ）の承認に
基づいた割引システム（ＥＴＣスルーカード）は、
現在１４のクレジット会社で利用が可能であり、前
納割引制度等のＥＴＣに係るサービス内容は全ての
クレジット会社同じである。その中で、①法人の取
り扱いがある。②ＥＴＣスルーカードの他にクレ
ジットカード発行の条件がない。③再発行も含めた
カード発行手数料が無料である。④口座引き落とし
ではなく振込が可能であり、かつ、本省及び他省庁
において実績があるのは、（株）ジェーシービーの
みである。よって、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随
意契約とする。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6203
（株）ジェーシービー
ソリューション営業一部

ＥＴＣスルーカードの利用

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成17年4月1日 1,400,000

道路システム高度化推進機構（ＯＲＳＥ）の承認に
基づいた割引システム（ＥＴＣスルーカード）は、
現在１４のクレジット会社で利用が可能であり、前
納割引制度等のＥＴＣに係るサービス内容は全ての
クレジット会社同じである。その中で、①法人の取
り扱いがある。②ＥＴＣスルーカードの他にクレ
ジットカード発行の条件がない。③再発行も含めた
カード発行手数料が無料である。④口座引き落とし
ではなく振込が可能であり、かつ、本省及び他省庁
において実績があるのは、（株）ジェーシービーの
みである。よって、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随
意契約とする。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6204
（株）ジェーシービー
ソリューション営業一部

ＥＴＣスルーカードの利用

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年4月1日 2,500,000

道路システム高度化推進機構（ＯＲＳＥ）の承認に
基づいた割引システム（ＥＴＣスルーカード）は、
現在１４のクレジット会社で利用が可能であり、前
納割引制度等のＥＴＣに係るサービス内容は全ての
クレジット会社同じである。その中で、①法人の取
り扱いがある。②ＥＴＣスルーカードの他にクレ
ジットカード発行の条件がない。③再発行も含めた
カード発行手数料が無料である。④口座引き落とし
ではなく振込が可能であり、かつ、本省及び他省庁
において実績があるのは、（株）ジェーシービーの
みである。よって、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随
意契約とする。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6205
（株）ジェーシービー
ソリューション営業一部

ＥＴＣスルーカードの利用

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成17年4月1日 4,350,000

道路システム高度化推進機構（ＯＲＳＥ）の承認に
基づいた割引システム（ＥＴＣスルーカード）は、
現在１４のクレジット会社で利用が可能であり、前
納割引制度等のＥＴＣに係るサービス内容は全ての
クレジット会社同じである。その中で、①法人の取
り扱いがある。②ＥＴＣスルーカードの他にクレ
ジットカード発行の条件がない。③再発行も含めた
カード発行手数料が無料である。④口座引き落とし
ではなく振込が可能であり、かつ、本省及び他省庁
において実績があるのは、（株）ジェーシービーの
みである。よって、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随
意契約とする。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6206
（株）ジェーシービー
ソリューション営業一部

ＥＴＣスルーカードの利用

山口　一美
中部地方整備局東海幹線道路
調査事務所
豊橋市駅前大通2-33-1 開発ビ
ル6階

平成17年4月1日 1,110,000

道路システム高度化推進機構（ＯＲＳＥ）の承認に
基づいた割引システム（ＥＴＣスルーカード）は、
現在１４のクレジット会社で利用が可能であり、前
納割引制度等のＥＴＣに係るサービス内容は全ての
クレジット会社同じである。その中で、①法人の取
り扱いがある。②ＥＴＣスルーカードの他にクレ
ジットカード発行の条件がない。③再発行も含めた
カード発行手数料が無料である。④口座引き落とし
ではなく振込が可能であり、かつ、本省及び他省庁
において実績があるのは、（株）ジェーシービーの
みである。よって、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随
意契約とする。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6207
（株）ジェーシービー
ソリューション営業一部

ＥＴＣスルーカードの利用

山内　博
中部地方整備局設楽ダム工事
事務所
新城市杉山字大東57

平成17年4月1日 1,200,000

道路システム高度化推進機構（ＯＲＳＥ）の承認に
基づいた割引システム（ＥＴＣスルーカード）は、
現在１４のクレジット会社で利用が可能であり、前
納割引制度等のＥＴＣに係るサービス内容は全ての
クレジット会社同じである。その中で、①法人の取
り扱いがある。②ＥＴＣスルーカードの他にクレ
ジットカード発行の条件がない。③再発行も含めた
カード発行手数料が無料である。④口座引き落とし
ではなく振込が可能であり、かつ、本省及び他省庁
において実績があるのは、（株）ジェーシービーの
みである。よって、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随
意契約とする。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6208
（株）ジェーシービー
ソリューション営業一部

ＥＴＣスルーカードの利用

若尾　豊信
中部地方整備局飯田国道事務
所
飯田市東栄町3350

平成17年4月1日 4,850,000

道路システム高度化推進機構（ＯＲＳＥ）の承認に
基づいた割引システム（ＥＴＣスルーカード）は、
現在１４のクレジット会社で利用が可能であり、前
納割引制度等のＥＴＣに係るサービス内容は全ての
クレジット会社同じである。その中で、①法人の取
り扱いがある。②ＥＴＣスルーカードの他にクレ
ジットカード発行の条件がない。③再発行も含めた
カード発行手数料が無料である。④口座引き落とし
ではなく振込が可能であり、かつ、本省及び他省庁
において実績があるのは、（株）ジェーシービーの
みである。よって、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随
意契約とする。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6209
（株）ジェーシービー
ソリューション営業一部

ＥＴＣスルーカードの利用

松本　良一
中部地方整備局紀勢国道事務
所
松阪市鎌田町144-6

平成17年4月1日 2,800,000

道路システム高度化推進機構（ＯＲＳＥ）の承認に
基づいた割引システム（ＥＴＣスルーカード）は、
現在１４のクレジット会社で利用が可能であり、前
納割引制度等のＥＴＣに係るサービス内容は全ての
クレジット会社同じである。その中で、①法人の取
り扱いがある。②ＥＴＣスルーカードの他にクレ
ジットカード発行の条件がない。③再発行も含めた
カード発行手数料が無料である。④口座引き落とし
ではなく振込が可能であり、かつ、本省及び他省庁
において実績があるのは、（株）ジェーシービーの
みである。よって、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随
意契約とする。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6210
（株）ジェーシービー
ソリューション営業一部

ＥＴＣスルーカードの利用

森岡　泰裕
中部地方整備局豊橋河川事務
所
豊橋市中野町字平西1-6

平成17年4月1日 2,360,168

道路システム高度化推進機構（ＯＲＳＥ）の承認に
基づいた割引システム（ＥＴＣスルーカード）は、
現在１４のクレジット会社で利用が可能であり、前
納割引制度等のＥＴＣに係るサービス内容は全ての
クレジット会社同じである。その中で、①法人の取
り扱いがある。②ＥＴＣスルーカードの他にクレ
ジットカード発行の条件がない。③再発行も含めた
カード発行手数料が無料である。④口座引き落とし
ではなく振込が可能であり、かつ、本省及び他省庁
において実績があるのは、（株）ジェーシービーの
みである。よって、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随
意契約とする。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6211
（株）ジェーシービー
ソリューション営業一部

ＥＴＣスルーカードの利用

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年4月1日 3,700,000

道路システム高度化推進機構（ＯＲＳＥ）の承認に
基づいた割引システム（ＥＴＣスルーカード）は、
現在１４のクレジット会社で利用が可能であり、前
納割引制度等のＥＴＣに係るサービス内容は全ての
クレジット会社同じである。その中で、①法人の取
り扱いがある。②ＥＴＣスルーカードの他にクレ
ジットカード発行の条件がない。③再発行も含めた
カード発行手数料が無料である。④口座引き落とし
ではなく振込が可能であり、かつ、本省及び他省庁
において実績があるのは、（株）ジェーシービーの
みである。よって、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随
意契約とする。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6212
（株）ジェーシービー
ソリューション営業一部

ＥＴＣスルーカードの利用

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年4月1日 7,156,632

道路システム高度化推進機構（ＯＲＳＥ）の承認に
基づいた割引システム（ＥＴＣスルーカード）は、
現在１４のクレジット会社で利用が可能であり、前
納割引制度等のＥＴＣに係るサービス内容は全ての
クレジット会社同じである。その中で、①法人の取
り扱いがある。②ＥＴＣスルーカードの他にクレ
ジットカード発行の条件がない。③再発行も含めた
カード発行手数料が無料である。④口座引き落とし
ではなく振込が可能であり、かつ、本省及び他省庁
において実績があるのは、（株）ジェーシービーの
みである。よって、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随
意契約とする。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6213
（株）ジェーシービー
ソリューション営業一部

ＥＴＣスルーカードの利用

西井　幸春
中部地方整備局愛知国道事務
所
名古屋市千種区池下町2-62

平成17年4月1日 3,406,843

道路システム高度化推進機構（ＯＲＳＥ）の承認に
基づいた割引システム（ＥＴＣスルーカード）は、
現在１４のクレジット会社で利用が可能であり、前
納割引制度等のＥＴＣに係るサービス内容は全ての
クレジット会社同じである。その中で、①法人の取
り扱いがある。②ＥＴＣスルーカードの他にクレ
ジットカード発行の条件がない。③再発行も含めた
カード発行手数料が無料である。④口座引き落とし
ではなく振込が可能であり、かつ、本省及び他省庁
において実績があるのは、（株）ジェーシービーの
みである。よって、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随
意契約とする。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6214
（株）ジェーシービー
ソリューション営業一部

ＥＴＣスルーカードの利用

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年4月1日 1,300,000

道路システム高度化推進機構（ＯＲＳＥ）の承認に
基づいた割引システム（ＥＴＣスルーカード）は、
現在１４のクレジット会社で利用が可能であり、前
納割引制度等のＥＴＣに係るサービス内容は全ての
クレジット会社同じである。その中で、①法人の取
り扱いがある。②ＥＴＣスルーカードの他にクレ
ジットカード発行の条件がない。③再発行も含めた
カード発行手数料が無料である。④口座引き落とし
ではなく振込が可能であり、かつ、本省及び他省庁
において実績があるのは、（株）ジェーシービーの
みである。よって、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随
意契約とする。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6215
（株）ジェーシービー
ソリューション営業一部

ＥＴＣスルーカードの利用

村松　千明
中部地方整備局北勢国道事務
所
四日市市南富田町4-6

平成17年4月1日 3,000,000

道路システム高度化推進機構（ＯＲＳＥ）の承認に
基づいた割引システム（ＥＴＣスルーカード）は、
現在１４のクレジット会社で利用が可能であり、前
納割引制度等のＥＴＣに係るサービス内容は全ての
クレジット会社同じである。その中で、①法人の取
り扱いがある。②ＥＴＣスルーカードの他にクレ
ジットカード発行の条件がない。③再発行も含めた
カード発行手数料が無料である。④口座引き落とし
ではなく振込が可能であり、かつ、本省及び他省庁
において実績があるのは、（株）ジェーシービーの
みである。よって、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随
意契約とする。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6216
（株）ジェーシービー
ソリューション営業一部

ＥＴＣスルーカードの利用

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月1日 3,000,000

道路システム高度化推進機構（ＯＲＳＥ）の承認に
基づいた割引システム（ＥＴＣスルーカード）は、
現在１４のクレジット会社で利用が可能であり、前
納割引制度等のＥＴＣに係るサービス内容は全ての
クレジット会社同じである。その中で、①法人の取
り扱いがある。②ＥＴＣスルーカードの他にクレ
ジットカード発行の条件がない。③再発行も含めた
カード発行手数料が無料である。④口座引き落とし
ではなく振込が可能であり、かつ、本省及び他省庁
において実績があるのは、（株）ジェーシービーの
みである。よって、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随
意契約とする。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6217
（株）ジェーシービー
ソリューション営業一部

ＥＴＣスルーカードの利用

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年4月1日 1,950,000

道路システム高度化推進機構（ＯＲＳＥ）の承認に
基づいた割引システム（ＥＴＣスルーカード）は、
現在１４のクレジット会社で利用が可能であり、前
納割引制度等のＥＴＣに係るサービス内容は全ての
クレジット会社同じである。その中で、①法人の取
り扱いがある。②ＥＴＣスルーカードの他にクレ
ジットカード発行の条件がない。③再発行も含めた
カード発行手数料が無料である。④口座引き落とし
ではなく振込が可能であり、かつ、本省及び他省庁
において実績があるのは、（株）ジェーシービーの
みである。よって、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随
意契約とする。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6218
（株）ジェーシービー
ソリューション営業一部

ＥＴＣスルーカードの利用

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年4月1日 4,250,000

道路システム高度化推進機構（ＯＲＳＥ）の承認に
基づいた割引システム（ＥＴＣスルーカード）は、
現在１４のクレジット会社で利用が可能であり、前
納割引制度等のＥＴＣに係るサービス内容は全ての
クレジット会社同じである。その中で、①法人の取
り扱いがある。②ＥＴＣスルーカードの他にクレ
ジットカード発行の条件がない。③再発行も含めた
カード発行手数料が無料である。④口座引き落とし
ではなく振込が可能であり、かつ、本省及び他省庁
において実績があるのは、（株）ジェーシービーの
みである。よって、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随
意契約とする。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6219
（株）ジェーシービー
ソリューション営業一部

ＥＴＣスルーカードの利用

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年4月1日 5,833,976

道路システム高度化推進機構（ＯＲＳＥ）の承認に
基づいた割引システム（ＥＴＣスルーカード）は、
現在１４のクレジット会社で利用が可能であり、前
納割引制度等のＥＴＣに係るサービス内容は全ての
クレジット会社同じである。その中で、①法人の取
り扱いがある。②ＥＴＣスルーカードの他にクレ
ジットカード発行の条件がない。③再発行も含めた
カード発行手数料が無料である。④口座引き落とし
ではなく振込が可能であり、かつ、本省及び他省庁
において実績があるのは、（株）ジェーシービーの
みである。よって、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随
意契約とする。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6220
（株）ジェーシービー
ソリューション営業一部

ＥＴＣスルーカードの利用

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年4月1日 3,050,000

道路システム高度化推進機構（ＯＲＳＥ）の承認に
基づいた割引システム（ＥＴＣスルーカード）は、
現在１４のクレジット会社で利用が可能であり、前
納割引制度等のＥＴＣに係るサービス内容は全ての
クレジット会社同じである。その中で、①法人の取
り扱いがある。②ＥＴＣスルーカードの他にクレ
ジットカード発行の条件がない。③再発行も含めた
カード発行手数料が無料である。④口座引き落とし
ではなく振込が可能であり、かつ、本省及び他省庁
において実績があるのは、（株）ジェーシービーの
みである。よって、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随
意契約とする。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6221
（株）ジェーシービー
ソリューション営業一部

ＥＴＣスルーカードの利用

野村　正之
中部地方整備局天竜川ダム統
合管理事務所
長野県上伊那郡中川村大草
6884-19

平成17年4月1日 1,740,000

道路システム高度化推進機構（ＯＲＳＥ）の承認に
基づいた割引システム（ＥＴＣスルーカード）は、
現在１４のクレジット会社で利用が可能であり、前
納割引制度等のＥＴＣに係るサービス内容は全ての
クレジット会社同じである。その中で、①法人の取
り扱いがある。②ＥＴＣスルーカードの他にクレ
ジットカード発行の条件がない。③再発行も含めた
カード発行手数料が無料である。④口座引き落とし
ではなく振込が可能であり、かつ、本省及び他省庁
において実績があるのは、（株）ジェーシービーの
みである。よって、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により随
意契約とする。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6222 （株）ジオテック
平成１７年度　長島ダム堤体観測
装置保守点検業務

石橋　年孝
中部地方整備局長島ダム管理
所
静岡県榛原郡本川根町犬間
541-3

平成17年11月16日 1,680,000

本業務は、長島ダム本体及び貯水池に関する詳細な
各種情報を観測する機器の保守点検であるため、機
器の故障や災害時等の緊急を要する際、システムの
復旧等、的確かつ確実な対応を要求される。この条
件を満たし作業を遂行できるものは、当該観測機器
の監視制御ソフトウェアの開発及び観測機器の設
置、据え付けを行った株式会社ジオテック以外には
ない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施
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6223 （株）ゼニライトブイ
平成１７年度　城南波高計観測装
置補修業務

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成18年3月15日 1,606,500

本業務にあたっては、以下の条件が必要となる。
１）波高計測装置を搭載しているブイの構造及び性
能を熟知していること。２）波高計測装置は、特注
により平成１０年度に改造（制作）された計測装置
であり使用部品にメーカー特有なものがあるため、
計測装置に熟知していること。３）周辺海域関係漁
業組合などを熟知していること。４）周辺海域の海
象条件を熟知していること。これらの条件を充足
し、業務を遂行するのに必要な能力及び実績を持つ
のは、本計測装置を制作・納入し、納入後、保守・
修繕工事を履行してきた（株）ゼニライトブイをお
いて他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

6224 （株）ゼンリン 図書１点

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年7月26日 1,783,600

本図書は、全国の「道の駅」の位置を示すととも
に、各「道の駅」がどのような情報発信を行ってい
るのか、どのような施設があるのかをわかりやすく
取りまとめられており、道路利用者への広報資料と
して用い、また、道路管理者の基礎データ資料とし
て活用するものである。本図書は、道路整備促進期
成同盟会全国協議会が発行し、その販売を（株）ゼ
ンリンのみが販売している。以上の理由から、契約
の性質または目的が競争を許さないと認められるた
め、販売元の（株）ゼンリンと随意契約を行うもの
である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6225
（株）ダイム技術サービ
ス

平成１７年度　富士山溶岩流３次
元マップ作成業務

冨田　陽子
中部地方整備局富士砂防事務
所
富士宮市三園平1100

平成17年8月8日 19,950,000

 本業務は三次元地図情報の処理技術、高速立体動
画処理技術および三次元流体挙動解析処理技術に関
わる業務であり、業務の遂行にはＧＩＳ地図情報
データの処理や流体解析および高速立体動画処理技
術に関する高度かつ専門的な知識及び技術力が必要
不可欠である。  株式会社ダイム技術サービスは、
上記技術により任意視点において三次元地形情報上
で流体解析結果を高速立体動画処理できる手法を開
発した唯一の機関である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

6226
（株）ダイワクリーン
サービス

平成１７年度庁舎清掃業務委託

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成17年4月13日 3,307,500

会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令９
９条の２に基づく、不落札随契を行うものである。
(会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令
第９９条の２）

その他 競争入札に移行したもの

6227 （株）ディーリンク
平成１７年度　古川簡易浄化装置
点検清掃作業

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成17年12月2日 1,837,500

本浄化装置は、（株）東洋エコ・リサーチが保有す
る特許（特許第2675261号）を用いて同社が設計・
製作したものであるが、通常の単体で稼働するタイ
プと異なり、５基の浄化装置を連結してこれを１基
の逆洗装置で集中制御する特別仕様品であり、これ
と同じ製品は全国でも他に無い。このため、本浄化
装置の維持管理を適切に行える者は、同社又は同社
の技術指導を十分に受けられる者のみである。
（株）ディーリンクは、（株）東洋エコ・リサーチ
が平成14年３月に事業規模を縮小した後、中部地区
における浄化装置の販売・改良・維持管理事業を受
け継いでおり、中部管内において本件を適切に実施
できる業者は（株）ディーリンク以外には無い。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの
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6228 （株）トップエンジニア
平成１７年度　富士砂防事務所管
内土地関係調査業務

冨田　陽子
中部地方整備局富士砂防事務
所
富士宮市三園平1100

平成18年1月17日 39,900,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるものであるため、３ヶ年での「プ
ロポーザル方式」により、平成１５年度に「建設コ
ンサルタント選定委員会」において、本業務に 適
なコンサルタントとして、当該業者を選定している
ところである。また、本業務にて検討中のシステム
は、２００５年度砂防学会で取り上げられるなど優
れた実績を有しており、当該業者は当該業務を実施
できる唯一の機関である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6229 （株）トップヒラノ 建物使用料

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成17年4月1日 840,000

継続して借用することが経済的である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6230 （株）ニュージェック
平成１７年度　大井川再生計画検
討業務

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成17年4月6日 9,292,500

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、平成１６年度からの
２ヶ年業務として「プロポーザル方式」により「建
設コンサルタント選定委員会」を開催し、 適な建
設コンサルタントとして（株）ニュージェックを特
定した。よって（株）ニュージェックと随意契約を
行うものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6231 （株）ニュージェック
平成１７年度　美和ダム再開発湖
内堆砂対策施設設計業務委託

榎村　康史
中部地方整備局三峰川総合開
発工事事務所
長野県伊那市長谷溝口1527

平成17年8月8日 28,350,000

本業務は当事務所建設コンサルタント選定委員会
が、「標準プロポ－ザル方式」により、技術的に
適な建設コンサルタント業者として（株）ニュー
ジェックを選定した為。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6232 （株）ニュージェック
平成１７年度　横山ダム維持放流
設備概略設計業務

松岡　博
中部地方整備局横山ダム工事
事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山
1330

平成17年8月18日 8,452,500

本業務は、横山ダム不特定放流量を想定し、この放
流を行う設備の概略設計を行い、構造形式の比較検
討（構造の安定性、施工性、経済性等）により 適
形式と構造の基本諸元を決定する事を目的とするも
のである。本業務は、内容が技術的に高度又は専門
的な技術が要求されるもののため、「プロポーザル
方式」により「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、（株）
ニュージェックを特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6233 （株）ニュージェック
平成１７年度　天竜川佐久間ダム
発電検討業務

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年10月5日 19,530,000

本業務は、内容が技術的に高度のため、「建設コン
サルタント選定委員会」が、当該業務についてプロ
ポーザルに基づき技術的に 適として、（株）
ニュージェックを選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6234 （株）ニュージェック
平成１７年度　庄内川氾濫解析検
討業務

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年12月2日 28,770,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「簡便型プロポーザ
ル方式」により、「建設コンサルタント選定委員
会」において、 適な建設コンサルタントとして、
ニュージェック（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6235 （株）ニュージェック
平成１７年度　設楽ダム事業説明
資料作成業務委託

山内　博
中部地方整備局設楽ダム工事
事務所
新城市杉山字大東57

平成17年12月21日 6,615,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるため、「プロポーザル方式」によ
り、「建設コンサルタント選定委員会」において、

適な建設コンサルタントとして、㈱ニュージェッ
クを特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6236 （株）ニュージェック
平成１７年度　天竜川上流景観調
査業務委託

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成17年12月26日 11,865,000

本業務は内容が高度で、専門的な技術は要求される
もののため「プロポーザル方式」により、「建設コ
ンサルタント選定委員会」において、 適な建設コ
ンサルタントとして、（株）ニュージェックを特定
した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6237 （株）ニュージェック
平成１７年度三重河川情報提供装
置設計業務

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成18年1月16日 8,085,000

本業務は、標準的な業務の実施方法等（標準歩掛
等）が定められていないため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適なコンサルタントとして、（株）
ニュージェックを選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6238 （株）ニュージェック
平成１７年度　カルチャービレッ
ジ修正図書作成業務

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成18年1月31日 2,625,000

株式会社ニュージェック中部支店は、「平成１６年
度カルチャービレッジ多目的ドーム実施設計」の受
託者であり、当初業務の実施を通じて設計内容等を
熟知しており、本業務を実施し得る唯一の業者であ
る。以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を
許さないと認められるため、会計法第２９条の３第
４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に
より随意契約しようとするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6239 （株）ニュージェック
平成１７年度　矢作川上里大門詳
細設計業務委託

森岡　泰裕
中部地方整備局豊橋河川事務
所
豊橋市中野町字平西1-6

平成18年3月16日 4,720,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため「プロポーサル方式」
により「建設コンサルタント選定委員会」において

適な建設コンサルタントとして（株）ニュー
ジェックを特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6240 （株）パスコ
平成１７年度　美和ダム再開発関
連測量業務委託

榎村　康史
中部地方整備局三峰川総合開
発工事事務所
長野県伊那市長谷溝口1527

平成17年6月17日 13,335,000

本業務は、当事務所建設コンサルタント選定委員会
が、「簡便型プロポーザル方式」により、技術的に

適な建設コンサルタント業者として（株）パスコ
を選定した為。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6241 （株）パスコ
平成１７年度　木曽川砂防流域土
砂移動実態調査業務委託

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成17年8月26日 43,365,000

本業務に先立ち実施された「平成１６年度木曽川砂
防流域土砂移動実態調査業務委託」は、内容が技術
的に高度なため、「建設コンサルト選定委員会」
が、 適な建設コンサルタントとして、㈱パスコを
選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6242 （株）パスコ
平成１７年度　揖斐川　野代排水
機樋管実施設計業務委託

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成17年9月13日 25,410,000

本業務は、主たる工種が標準歩掛等によって積算が
不可能なため、「簡便型プロポーザル」により「木
曽川下流河川事務所建設コンサルタント選定委員
会」において、 適な建設コンサルタントとして、
㈱パスコを特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6243 （株）パスコ
平成１７年度　富士砂防業務支援
システム構築業務委託

冨田　陽子
中部地方整備局富士砂防事務
所
富士宮市三園平1100

平成17年11月16日 25,200,000

本業務は「平成１５年度富士砂防業務支援システム
構築業務委託」でプルポーザル方式により、建設コ
ンサルタント選定委員会において、 適な建設コン
サルタントとして、特定し実施した業務を継続して
実施するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）
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6244 （株）パスコ
平成１７年度　道路占用物情報整
備業務委託

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年11月30日 55,125,000

１）本業務は、平成１６度に簡便型プロポーザル方
式に基づいて発注した「平成１６年度道路占用物情
報整備検討業務」の継続業務である。２）平成１６
年度は「道路占用情報管理システム」の基本データ
登録システムの、構築と名古屋国道管内の一部
（１・３０２・１５５号）のデータ入力を行った。
３）平成１７年度は、３出張所のデータ入力及び
データ更新、集計、検索機能等の編集機能の構築を
行うものである。４）本業務は、データベース、プ
ログラムの総合的な連携が不可欠で、作成データイ
ンストール後、システム全ての動作確認を以て本業
務が完成するものであるところから、平成１６年度
に実施した業務と本年度実施する業務は、一体の業
務である。したがって、本業務に必要な要件を満た
す者は、平成１６年度の業務を実施した（株）パス
コの他にない。以上の理由から、契約の性質又は目
的が競争を許さないと認めるため、会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により
随意契約しようとするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6245 （株）パスコ
平成１７年度　横山ダム貯水池測
量

松岡　博
中部地方整備局横山ダム工事
事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山
1330

平成17年12月13日 12,705,000

本業務は、内容が技術的に高度又は専門的な技術が
要求されるもののため、「プロポーザル方式」によ
り「建設コンサルタント選定委員会」において、
適な建設コンサルタントとして、（株）パスコを特
定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6246 （株）パスコ
平成１７年度　新豊根ダム堆砂測
量

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年12月14日 7,350,000

本業務は、内容が技術的に高度のため、「建設コン
サルタント選定委員会」が、当該業務についてプロ
ポーザルに基づき技術的に 適として、（株）パス
コ静岡支店を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6247 （株）パスコ
平成１７年度河川管理情報システ
ム改良業務

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成18年2月17日 9,345,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、（株）
パスコを選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6248 （株）プレック研究所
平成１７年度　西前の谷自然環境
モニタリング調査業務委託

神野　忠広
中部地方整備局越美山系砂防
事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺
137

平成17年4月8日 12,600,000

 本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的
な技術が要求されるもののため、平成１３年度の調
査業務として、簡便型プロポーザル方式により建設
コンサルタント委員会において、 適な建設コンサ
ルタントとして株式会社プレック研究所を選定し
た。 株式会社プレック研究所は、下記の業務を手
がけ、十分な知識とノウハウをもっている。 ・
「平成１３年度 西前の谷自然環境モニタリング調
査業務委託」 ・「平成１３年度 西前の谷自然環境
モニタリング春・夏期調査業務委託」 ・「平成１
４年度 西前の谷自然環境モニタリング調査業務委
託」 ・「平成１５年度 西前の谷自然環境モニタリ
ング調査業務委託」 ・「平成１６年度 西前の谷自
然環境モニタリング調査業務委託」
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

問題があるもの
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
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6249 （株）プレック研究所
平成１７年度美しい中部の景観創
生検討業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年12月16日 8,715,000

本業務は、中部地域の個性に基づく地域景観ビジョ
ンを策定及び景観評価システムの今後の方針を検討
するための検討資料を作成するものであり、平成１
６年度から２カ年で作成する予定で「簡便型プロ
ポーザル方式」に基づき、 適な履行能力を有する
建設コンサルタントとして選定した（株）プレック
研究所により実施している。したがって、昨年度に
引き続き、本業務を適切に遂行できる者は、（株）
プレック研究所の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6250 （株）マルエス
平成１７年度　電子複写機賃貸借
及び保守その２

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成17年4月1日 5,384,576

本契約は、電子複写機の３年間（平成１５年４月１
日から平成１８年３月３１日まで９台）の賃貸借及
び保守の契約を前提に、一般競争入札実施の上、契
約の相手方を（株）マルエスに決定してるため。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

6251 （株）マルエス
平成１７年度　電子複写機賃貸借
及び保守その２

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成17年4月1日 5,384,576

本契約は、カラー電子複写機の３年間（平成１７年
４月１日から平成２０年３月３１日まで）の賃貸借
及び保守の契約を前提に、一般競争入札実施の上、
契約の相手方を当該業者に決定しているため。(会
計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6252 （株）マルエス
平成１７年度　電子複写機賃貸借
及保守その２

若尾　豊信
中部地方整備局飯田国道事務
所
飯田市東栄町3350

平成17年4月1日 1,414,426

本件の賃貸借にあたっては、前年度賃貸借した機器
を引き続き使用するものであり、他に競合するもの
はない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

6253
（株）モバイルメディア
ネット

衛星回線使用料

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月1日 2,806,980

供給することが可能な業者が一である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6254
（株）ユーエフジェイ総
合研究所

平成１７年度　２１世紀の中部の
社会資本整備検討業務委託

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年7月7日 27,510,000

本業務は、「まんなか懇談会」各委員の発言の本意
を熟知している必要があり、平成16年度業務との一
貫性をもって実施しなければならない業務である。
このため、「平成16年度21世紀の中部の社会資本整
備検討業務委託」を受託し「まんなか懇談会緊急提
言」のとりまとめ業務を実施した（株）ユーエフ
ジェイ総合研究所の他にはない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6255
（株）ユーエフジェイ総
合研究所

平成１７年度　まんなかビジョン
フォローアップ検討業務委託

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年12月26日 45,171,000

本業務は、2005年日本国際博覧会後の中部の目指す
べき将来像について提言された「まんなか懇談会ポ
スト万博宣言　国土の健康回復を実現する中部のモ
ノづくり」に対するＰＩ活動、「まんなかビジョ
ン」や「中部ブロックの社会資本の重点整備方針」
等の中間評価及びその結果を反映させ次期「まんな
かビジョン」等の立案ならびに、現行及び次期「ま
んなかビジョン」等を確実に遂行するためのフォ
ローアップ方策の立案等を目的として実施するもの
であり、内容が技術的に高度なもの又は専門的な技
術が要求されるもののため、「標準プロポーザル方
式」により「建設コンサルタント選定委員会」にお
いて、 適な建設コンサルタントとして（株）ユー
エフジェイ総合研究所を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6256
（株）ユーエフジェイ総
合研究所

平成１７年度少子高齢化時代の中
部圏の広域的国土利用等調査業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成18年2月9日 8,925,000

本調査においては、中部圏について総合的な知見、
調査実績等を豊富に有しているだけでなく、都市問
題、産業振興等における中部圏を取り巻く現在の動
き、今後の変化等の諸状況を踏まえた広範な分野に
わたるデータの収集能力及び高度な分析力が必要と
なる。 これらの点に関し、本調査を円滑に実施す
ることができる法人は、総合コンサルティング会社
の中で唯一名古屋を拠点に活動を行っており、これ
までも中部圏を対象とした調査業務を行い、併せて
特に密接に関連する調査を並行して行う株式会社
ユーエフジェイ総合研究所をおいて他にはないと認
められることから、会計法第２９条の３第４項及
び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号の規
定に基づき、随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

6257 （株）リオス 電話料

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年4月1日 1,653,870

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

6258 （株）愛知不動産鑑定所 不動産鑑定料

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年5月16日 1,081,500

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識
と不動産の鑑定評価に関する法律に基づく不動産鑑
定士の資格が必要である。今回、依頼した不動産鑑
定士は、公共用地取得における多くの業務受託実績
を有しており、また、当該地域における適正な取引
事例も豊富に収集し、かつ、地価動向等の情報収集
能力にも優れているため、当該地域の不動産鑑定に
おける高い信頼性を有する者と認められるものであ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能
力を有する者としては同人が 適である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6259 （株）愛知不動産鑑定所 不動産鑑定料

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年6月1日 1,025,850

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識
と不動産の鑑定評価に関する法律に基づく不動産鑑
定士の資格が必要である。今回、依頼した不動産鑑
定士は、公共用地取得における多くの業務受託実績
を有しており、また、当該地域における適正な取引
事例も豊富に収集し、かつ、地価動向等の情報収集
能力にも優れているため、当該地域の不動産鑑定に
おける高い信頼性を有する者と認められるものであ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能
力を有する者としては同人が 適である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6260 （株）愛知不動産鑑定所 不動産鑑定料

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年6月9日 1,038,450

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識
と不動産の鑑定評価に関する法律に基づく不動産鑑
定士の資格が必要である。今回、依頼した不動産鑑
定士は、公共用地取得における多くの業務受託実績
を有しており、また、当該地域における適正な取引
事例も豊富に収集し、かつ、地価動向等の情報収集
能力にも優れているため、当該地域の不動産鑑定に
おける高い信頼性を有する者と認められるものであ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能
力を有する者としては同人が 適である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6261 （株）梓設計
Ｈ１７名古屋第２地方合同庁舎耐
震改修工事監理その他業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月28日 9,975,000

 本件工事においては、実施例の少ない特殊技術が
用いられている。当該工事を安全かつ円滑に実施
し、工事契約の目的を達成するためには、当該特殊
技術に関する設計段階の検討経緯や安全上の留意事
項を知る唯一の者である設計者による工事監理が不
可欠であるため、本業務を同社と随意契約するもの
である。(会計法第２９条の３第４項、予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6262 （株）伊勢新聞社 平成１７年度河川防災広報業務

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年6月9日 4,378,500

三重県の歴史・風土は、当該県を流れる河川の有す
る特性が大きな要因となっていることから、河川の
整備を含む地域づくりに当たっては、流域の全体像
を正確かつ多面的に把握することが不可欠である。
さらに、三重県内に広く情報発信・共有するために
は、それぞれの地域の産業、歴史、文化等の知識を
十分有し、それらに関する文献や記録等幅広い情報
を把握とその蓄積があるとともに、地元と幅広く信
頼性の高い人間関係を確立している等、地域に精通
していることが必要である。本業務の実施に当たっ
ては、三重四川と地域との関わりの観点から、流域
全体の相互理解を深めることを目的としており、地
域に密着し、地域特性を反映させた情報収集・企画
能力と広報効果の面々を考慮し、地方紙等を用いた
きめの細かい広報が も適切であると判断し、三重
県内に本社がある唯一の地方紙である株式会社伊勢
新聞社を広報媒体として選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6263 （株）伊勢新聞社 道路防災対策に係わる広報業務

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年6月24日 1,014,300

本業務の実施にあたっては、三重県内に本社を有す
る新聞であるとともに、地域への高い精通度が要求
される。伊勢新聞社は、三重県内に密着し県民に親
しまれる郷土新聞として発行され、県内に本社を有
する唯一の地方紙である。よって本業務を実施でき
る唯一の契約対象である。以上の理由から、契約の
性質又は目的が競争を許さないと認められる。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6264 （株）浦野設計
Ｈ１７動物検疫所中部空港支所検
疫場（仮称）設計その２業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年5月31日 2,677,500

本件建築物の設計は、プロポーザル方式で特定した
同社と随意契約している。本業務は、当該設計につ
いて、設計者以外に知り得ない情報である設計意図
を工事請負者等に伝達するものであるため、同社と
随意契約するものである。(会計法第２９条の３第
４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6265 （株）浦野設計
平成１７年度　横山ダム庁舎ほか
３件設計業務

松岡　博
中部地方整備局横山ダム工事
事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山
1330

平成17年12月6日 21,000,000

本業務は、コスト縮減や新技術・新工法の提案が必
要で技術的に高度でかつ専門的な技術が要求される
業務のため、「簡便型プロポーザル」により「横山
ダム工事事務所建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な業者として、（株）浦野設計を特定
した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6266 （株）浦野設計
Ｈ１７花卉園芸クリスタルフラ
ワー（仮称）設計その２業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成18年2月13日 1,575,000

 本件建築物の設計は、プロポーザル方式で特定し
た同社と随意契約している。本業務は、当該設計に
ついて、設計者以外に知り得ない情報である設計意
図を工事請負者等に伝達するものであるため、同社
と随意契約するものである。(会計法第２９条の３
第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）
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6267 （株）荏原製作所 排水ポンプ車修繕

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成18年2月10日 9,870,000

本修繕の実施にあたっては、排水ポンプ車が受注生
産による極めて特殊な車両であり、本車両を開発設
計しポンプ設備等の構造について十分熟知し、災害
対策車両であることから早急な対応が必要なことか
ら、排水ポンプ車の設計製作納入を手掛けた㈱荏原
製作所の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6268 （株）荏原製作所 排水ポンプ車整備

金木　誠
中部地方整備局中部技術事務
所
名古屋市東区大幸南1-1-15

平成18年2月20日 2,625,000

本整備の実施にあたっては、排水ポンプ車用水中
モーターポンプ固有の構造や機能に熟知精通した専
門技術者を有し、障害発生・復旧の際に迅速かつ的
確に対応できることが必要不可欠である。このた
め、平成１０年度に水中モーターポンプを含む排水
ポンプ車の設計製作納入を手掛けており、ポンプ構
成機器及び運転操作制御に も精通する(株)荏原製
作所の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6269 （株）加藤建設 ４１号大我麻地区防音壁損傷復旧

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成18年1月12日 1,071,000

本修繕作業は、道路利用者の安全・円滑な交通を確
保するため迅速な対応を必要とするものである。
（株）加藤建設は、平成１７年度単価契約第一維持
補修作業を契約しており、日々維持補修作業により
出張所管内を熟知しており、材料の調達、資材の搬
入、作業等が速やかに行えるものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6270
（株）環境アセスメント
センター

平成１７年度　伊豆縦貫自動車道
環境現況調査

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年4月1日 69,825,000

環境現況調査は、動植物等についての専門知識と豊
富な経験が必要であり、そのノウハウは各業者によ
り非定型的である。環境アセスメントの調査資料と
して用いる調査データは、通常１～２年程度の継続
調査によるデータが必要であり、特に今回発注する
猛禽類については２営巣期のデータが必要となる。
平成１７年度は１営巣期目の残りの調査を行う必要
があるが、複数の成果による合作では各社独自のノ
ウハウにより調査されるため、環境アセスメント資
料としては一貫性が確保できない。従って、本業務
は平成１６年度業務と同一手法により継続調査を行
う必要があるため、株式会社環境アセスメントセン
ター以外との契約では、環境アセスメント手続きを
実施することは不可能である。よって、随意契約し
ようとするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6271
（株）環境アセスメント
センター

平成１７年度　美和ダム自然環境
調査業務委託

野村　正之
中部地方整備局天竜川ダム統
合管理事務所
長野県上伊那郡中川村大草
6884-19

平成17年4月7日 5,460,000

本業務は、内容が専門的な技術を要求されるものの
ため「建設コンサルタント選定委員会」が、当該業
務についてプロポーザルに基づき技術的に 適とし
て（株）環境アセスメントセンターを選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6272
（株）環境アセスメント
センター

平成１７年度　天竜川下流部生物
環境調査

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年4月15日 31,500,000

本業務は、昨年度と今年度の２ヶ年を業務期間と
し、内容が技術的に高度なもの又は専門的な技術が
要求されるため、「建設コンサルタント選定委員
会」が当該業務についてプロポーザルに基づき技術
的に 適として、（株）環境アセスメントセンター
を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）
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6273
（株）環境アセスメント
センター

平成１７年度　天竜川上流　堤防
法面植生管理手法検討業務委託

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成17年5月27日 5,250,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、２年間の継続業務と
する「プロポーザル方式」により、 適な建設コン
サルタントとして、（株）環境アセスメントセン
ターを選定したもので、本業務はその２年目の業務
である。　(会計法第２９条の３第４項、予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6274
（株）環境アセスメント
センター

平成１７年度　河津下田道路Ⅰ期
環境影響評価資料作成業務委託

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年6月3日 21,525,000

本業務は、環境影響の予測・評価等の専門知識と豊
富な経験が必要であり、平成１６年度に「建設コン
サルタント選定委員会」が当該業務について、平成
１６年度～平成１７年度の２ヶ年に係るプロポーザ
ルに基づき、技術的に 適なコンサルタントとして
株式会社環境アセスメントセンターを選定した。
よって、随意契約しようとするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6275
（株）環境アセスメント
センター

平成１７年度　美和ダム恒久堆砂
対策施設環境調査業務委託

榎村　康史
中部地方整備局三峰川総合開
発工事事務所
長野県伊那市長谷溝口1527

平成17年6月3日 19,320,000

本業務は、当事務所建設コンサルタント選定委員会
が、「簡便型プロポーザル方式」により、技術的に

適な建設コンサルタント業者として（株）環境ア
セスメントセンターを選定した為。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6276
（株）環境アセスメント
センター

平成１７年度　新豊根ダム水辺環
境調査業務

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年8月25日 12,915,000

本業務は、内容が技術的に高度のため、「建設コン
サルタント選定委員会」が、当該業務についてプロ
ポーザルに基づき技術的に 適として、（株）環境
アセスメントセンターを選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6277
（株）環境アセスメント
センター

平成１７年度　柿田川周辺環境調
査業務

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年9月22日 11,130,000

本業務は、「建設コンサルタント選定委員会」が、
当該業務についてプロポーザルに基づき、技術的に

適として㈱環境アセスメントセンターを選定し
た。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6278
（株）環境アセスメント
センター

平成１７年度　由比地すべり環境
調査業務

冨田　陽子
中部地方整備局富士砂防事務
所
富士宮市三園平1100

平成17年9月26日 4,557,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして（株）環
境アセスメントセンターを特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6279
（株）環境アセスメント
センター

平成１７年度　天竜川下流部河川
環境調査

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年10月18日 14,910,000

本業務は、内容が技術的に高度のため、「建設コン
サルタント選定委員会」が、当該業務についてプロ
ポーザルに基づき技術的に 適として、（株）環境
アセスメントセンターを選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6280
（株）環境アセスメント
センター

平成１７年度　河津下田道路環境
現況調査

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年10月27日 20,737,500

本業務は、上記の業務内容において標準的な業務の
実施方法等が定められていないため、「建設コンサ
ルタント選定委員会」が当該業務についてのプロ
ポーザルに基づき、技術的に 適なコンサルタント
として、（株）環境アセスメントセンターを選定し
た。よって、随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6281
（株）環境アセスメント
センター

平成１７年度　天竜川ダム河川水
辺の国勢調査全体計画作成業務

野村　正之
中部地方整備局天竜川ダム統
合管理事務所
長野県上伊那郡中川村大草
6884-19

平成18年1月18日 3,496,500

本業務は、内容が専門的な技術を要求されるものの
ため「建設、コンサルタント選定委員会」が、当該
業務についてプロポーザルに基づき技術的に 適と
して（株）環境アセスメントセンターを選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6282
（株）環境アセスメント
センター

平成１７年度　高山国道管内自然
環境調査

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成18年2月3日 8,400,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「簡便型プロポーザ
ル方式」により、「建設コンサルタント選定委員
会」において、 適な建設コンサルタントとして、
(株)環境アセスメントセンターを特定した。よっ
て、随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6283
（株）環境アセスメント
センター

平成１７年度　由比地すべり環境
詳細調査業務

冨田　陽子
中部地方整備局富士砂防事務
所
富士宮市三園平1100

平成18年3月22日 32,340,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、（株）
環境アセスメントセンターを特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6284
（株）環境調査技術研究
所

平成１７年度　蓮ダム水辺の国勢
調査及び河川環境調査業務委託

山本　孝之
中部地方整備局蓮ダム管理所
三重県松阪市飯高町森1810-11

平成17年9月9日 27,279,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、（株）
環境調査技術研究所を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6285 （株）岩根研究所
平成１７年度　管内道路画像資料
作成業務

若尾　豊信
中部地方整備局飯田国道事務
所
飯田市東栄町3350

平成17年10月31日 23,835,000

本業務においては、保有する性能として以下の項目
を必要とするものである。①画像情報による任意箇
所のジャストポイントで全範囲道路施設の把握②画
像情報による任意箇所のジャストポイントで距離や
面積の計測③道路利用者等の苦情処理や行政相談
データの共有化④上記①～③を利用した画像情報に
よる事業説明資料の作成前記要求項目を全て満足す
るシステムを保有しているのは（株）岩根研究所が
唯一で、あるほか「360度画像変換処理装置」とし
て特許申請中でもある。、よって、本業務を履行で
きるのは（株）岩根研究所しかなく、他との競争に
付することができないものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6286 （株）岐阜新聞社 木曽三川流域広報企画運営業務

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年6月24日 5,525,415

岐阜県の歴史・風土は、当該県を流れる河川の有す
る特性が大きな要因となっていることから、河川の
整備を含む地域づくりに当たっては、流域の全体像
を正確かつ多面的に把握することが不可欠である。
さらに、岐阜県内に広く情報発信・共有するために
は、それぞれの地域の産業、歴史、文化等の知識を
十分有し、それらに関する文献や記録等幅広い情報
を把握とその蓄積があるとともに、地元と幅広く信
頼性の高い人間関係を確立している等、地域に精通
していることが必要である。本業務の実施に当たっ
ては、木曽三川流域と地域との関わりの観点から、
流域全体の相互理解を深めることを目的としてお
り、地域に密着し、地域特性を反映させた情報収
集・企画能力と広報効果の面々を考慮し、地方紙等
を用いたきめの細かい広報が も適切であると判断
し、岐阜県唯一の地方紙である下記業者を広報媒体
として選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6287 （株）岐阜不動産研究所 不動産鑑定料

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成18年2月14日 1,771,350

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識
と不動産の鑑定評価に関する法律に基づく不動産鑑
定士の資格が必要である。今回、依頼した不動産鑑
定士は、公共用地取得における多くの業務受託実績
を有しており、また、当該地域における適正な取引
事例も豊富に収集し、かつ、地価動向等の情報収集
能力にも優れているため、当該地域の不動産鑑定に
おける高い信頼性を有する者と認められるものであ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能
力を有する者としては同人が 適である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6288 （株）久米設計
Ｈ１７名古屋港湾合同庁舎耐震改
修追加設計業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年5月26日 33,600,000

当初の設計業務は、プロポーザル方式で特定した同
社と随意契約している。本業務は、特定した者の知
的財産である技術提案を具体化するための一連の設
計行為の一部であるため、当初の設計業務を遂行し
た同社と随意契約するものである。(会計法第２９
条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４
第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6289 （株）久米設計
Ｈ１７三重県警察学校生徒寮ほか
設計業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年8月3日 47,250,000

プロポーザル方式を採用し、提出された技術提案書
を総合的に評価した結果、 も優れていると評価さ
れた者を契約の相手方として特定し、随意契約する
ものである。(会計法第２９条の３第４項、予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6290 （株）久保田工務店 横山ダム連絡所シャッター改修

松岡　博
中部地方整備局横山ダム工事
事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山
1330

平成18年3月15日 1,450,050

本件は当所連絡所の１階正面シャッター故障に伴
い、修理及び改修を行本連絡所１階は横山ダム連絡
車の車庫である。シャッターの故障により、開状態
では開放不完全となり、間口高さ不足のためバスの
入庫一方閉状態では閉鎖不完全であり、一階の連絡
車のみならず、二階の情報機器・パソコン両事案と
も緊急の対応が必要であるため
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6291 （株）近代設計
平成１７年度　２３号豊橋ＢＰ前
芝地区橋梁詳細設計業務委託

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年10月17日 114,870,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため「プロポーザル方式」
により、「建設コンサルタント選定委員会」におい
て、 適な建設コンサルタントとして、株式会社近
代設計を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6292 （株）近代設計
平成１７年度　２３号岡崎ＢＰ幸
田休憩施設詳細設計業務委託

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成18年1月12日 7,665,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため「プロポーザル方式」
により、「建設コンサルタント選定委員会」におい
て、 適な建設コンサルタントとして、株式会社近
代設計を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6293 （株）近藤組
平成１７年度　矢作ダム堆積土砂
掘削工事

小出　武文
中部地方整備局矢作ダム管理
所
愛知県豊田市閑羅瀬町東畑67

平成17年11月30日 127,470,000

会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令９
９条の２に基づく、不落札随契を行うものである。
(会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令
第９９条の２）

その他 競争入札に移行したもの

6294
（株）金丸建築設計事務
所

Ｈ１７自動車検査（独）小牧事務
所設計業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年11月1日 24,675,000

プロポーザル方式を採用し、提出された技術提案書
を総合的に評価した結果、 も優れていると評価さ
れた者を契約の相手方として特定し、随意契約する
ものである。(会計法第２９条の３第４項、予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6295 （株）建設環境研究所
平成１７年度　設楽ダム生態系調
査業務委託

山内　博
中部地方整備局設楽ダム工事
事務所
新城市杉山字大東57

平成17年4月8日 39,060,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため「プロポーザル方式」
により、「建設コンサルタント選定委員会」におい
て、 適な建設コンサルタントとして（株）建設環
境研究所を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6296 （株）建設環境研究所
平成１７年度　土岐川庄内川流域
委員会運営業務

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年4月21日 11,130,000

本業務は、内容が専門的な技術が要求されるものの
ため、平成１４年度に「プロポーザル方式」によ
り、「建設コンサルタント選定委員会」において、

適な建設コンサルタントとして（株）建設環境研
究所を特定している。 当初、平成１４、１５年度
の２ヶ年で開催する予定であったが、平成１５年度
の流域委員会で課題の掘り下げた討議により予定よ
りスケジュールが遅れ平成１６年度も継続する必要
が生じ、更に平成１６年に全国各地で災害が相継
ぎ、その緊急的な対応に時間を要し、その影響で土
岐川庄内川における河川整備基本方針及び整備計画
策定のための審議が遅れたため、平成１６年度の流
域委員会が予定通り開催できなかった。そのため引
き続き当初の特定時の流域委員会の運営と同様に、
平成１７年度も流域委員会を行う必要が生じた。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6297 （株）建設環境研究所
平成１７年度庄内川環境整備計画
業務委託

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年4月21日 16,905,000

本業務は、環境整備計画検討にあたって、庄内川に
おける河川環境特性に関する専門的な知見と経験が
必要であることから、平成１３年度に、「プロポー
ザル方式」により、「建設コンサルタント選定委員
会」において、 適な建設コンサルタンツとして株
式会社建設環境研究所を特定し、平成１３年度から
平成１６年度に渡り業務を実施している。平成１７
年度内の整備計画の策定に向け、引き続き検討を行
う。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6298 （株）建設環境研究所
平成１７年度　狩野川河川整備計
画策定業務

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年5月6日 9,450,000

狩野川河川整備計画は、平成１６年度中に策定の予
定であったが、平成１６年１０月出水に伴う狩野川
下流部右岸堤防整備方針の検討が追加されたこと等
により、住民意見交換会及び葉書、電子メール等に
よって得られた河川整備計画（原案）に対する住民
意見を集約し、河川整備計画（案）への反映状況を
とりまとめる作業、並びに 終回となる「狩野川流
域委員会」へ河川整備計画策定の報告を平成１７年
度に行うものである。平成１５年度「建設コンサル
タント選定委員会」が、内容、が専門的なため、プ
ロポーザルに基づく技術的に 適なコンサルタント
として（株）建設環境研究所を選定している。本業
務は提出された技術提案書に基づくもので昨年度ま
での業務と一体不可分であり、同一業者により実施
する必要がある。よって、会計法第２９条の３第４
項および予決令第１０２条の４第３号により随意契
約しようとするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6299 （株）建設環境研究所
平成１７年度　新丸山ダム生物環
境調査業務委託

平光　文男
中部地方整備局新丸山ダム工
事事務所
岐阜県加茂郡八百津町八百津
3351

平成17年6月7日 38,010,000

本業務における主たる工種が標準歩掛等によって積
算が不可能なため、「簡便型プロポーザル」により
「新丸山ダム工事事務所建設コンサルタント選定委
員会」において、適切な業者として（株）建設環境
研究所を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6300 （株）建設環境研究所
平成１７年度雲出川河川環境管理
基本計画検討業務

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年6月24日 34,860,000

本業務は、標準的な業務の実施手法が定められてい
ない業務であること及び技術的に高度かつ専門的な
ものであることから、平成１６年度に２箇年を前提
とした簡便型プロポーザル方式に基づき建設コンサ
ルタント選定委員会において技術的に 適として株
式会社建設環境研究所を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6301 （株）建設環境研究所
平成１７年度　小里川ダム環境調
査パネル作成業務

中島　一好
中部地方整備局小里川ダム管
理所
恵那市山岡町田代1565-21

平成17年9月30日 4,525,500

本業務を遂行するに当たり、過年度に実施した環境
調査で撮影した動植物等の写真を使用する必要があ
り、この著作権は小里川ダム管理所と（株）建設環
境研究所の双方で所有している。よって、過年度の
動植物等の写真を使用できるものは、（株）建設環
境研究所の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6302 （株）建設環境研究所
平成１７年度　矢作川自然再生計
画調査・検討業務委託

森岡　泰裕
中部地方整備局豊橋河川事務
所
豊橋市中野町字平西1-6

平成17年10月5日 34,251,000

本業務は、内容が技術的に高度で、専門的な技術が
要求されるもののため「プロポーザル方式」により
「建設コンサルタント選定委員会」において、 適
な建設コンサルタントとして（株）建設環境研究所
を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6303 （株）建設環境研究所
平成１７年度木曽川上流管内河川
維持管理計画検討業務

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年10月17日 34,860,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして（株）建
設環境研究所を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6304 （株）建設環境研究所
平成１７年度　上矢作ダム環境調
査業務

森岡　泰裕
中部地方整備局豊橋河川事務
所
豊橋市中野町字平西1-6

平成17年10月19日 20,895,000

本業務は、内容が技術的に高度で、専門的な技術が
要求されるため「プロポーザル方式」により「建設
コンサルタント選定委員会」において、 適な建設
コンサルタントとして（株）建設環境研究所を選定
した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6305 （株）建設環境研究所
平成１７年度矢作ダム事前放流設
備基本計画検討業務

小出　武文
中部地方整備局矢作ダム管理
所
愛知県豊田市閑羅瀬町東畑67

平成17年11月1日 18,690,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「標準型プロポーザ
ル方式」により、「矢作ダム建設コンサルタント選
定委員会」において、 適な建設コンサルタントと
して（株）建設環境研究所を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6306 （株）建設環境研究所
平成１７年度　横山ダム濁水対策
設備概略設計業務

松岡　博
中部地方整備局横山ダム工事
事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山
1330

平成17年12月12日 13,440,000

横山ダムの新たな貯水池運用による水質変動（濁水
等）を二次元モデルにより予測し、水質状況に応じ
た対策設備（選択取水設備、濁水フェンス等）の概
略設計により 適設計と構造の基本諸元の決定する
とともに、対策設備により得られる効果を、治水、
利水、環境から検証することを目的とするものであ
る。本業務は、内容が技術的に高度又は専門的な技
術が要求されるもののため、「プロポーザル方式」
により「建設コンサルタント選定委員会」におい
て、 適な建設コンサルタントとして、（株）建設
環境研究所を特定した。よって、会計法第２９条の
３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき
随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

6307 （株）建設環境研究所
平成１７年度木曽川中流部環境対
策検討業務

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成18年1月26日 19,740,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため「簡便型プロポーザル
方式」により「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設、コンサルタントとして、
（株）建設環境研究所を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6308 （株）建設環境研究所
平成１７年度　木曽川下流管内維
持管理計画検討業務委託

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成18年2月2日 12,915,000

本業務は、木曽三川の上流域及び下流域において共
通した一貫性のある内容が求められるため、既に木
曽川上流建設コンサルタント選定委員会において選
定され、業務を履行している㈱建設環境研究所を選
定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

問題があるもの
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6309 （株）建設技術センター
平成１７年度　４１号高山国府ト
ンネル詳細設計業務委託

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成18年2月3日 51,450,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「簡便型プロポーザ
ル方式」により、「建設コンサルタント選定委員
会」において、 適な建設コンサルタントとして、
(株)建設技術センターを特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6310 （株）建設技術研究所
平成１７年度　高山清見道路環境
調査

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成17年4月19日 5,869,500

①本調査については、「平成１６年度高山国道管内
環境調査」により平成１７年３月２５日までの工期
で㈱建設技術研究所により調査を行っている。しか
し、平成１７年３月末時点までの調査では猛禽類の
繁殖行動を示す行為が確認され産卵・抱卵に入る可
能性が高いと推測されたが、営巣地の特定までには
至らなかった。営巣地があると推測される地点は昨
年度工事発注された下林トンネル坑口付近であり、
トンネル工事による繁殖行動への影響があると思わ
れるため、４月、５月の調査を継続して行い営巣地
の特定を行う必要がある。本業務はこれまで観察を
行ってきた猛禽類のペアの観察を継続して行うもの
であり、昨年度に実施した業務と深く関係する業務
である。当該業者は現地状況や猛禽類の特性をよく
把握している。②移植を行う貴重植物については、
「平成１６年度高山国道管内環境調査」により㈱建
設技術研究所が工事現場より仮移植を行い仮移植先
で養生管理および生育状況のモニタリングを行って
いる。貴重植物を移植先で順調に生育させるために
は、生育状況を確認し適切な時期に適切な移植を行
うことが必要である。当該業者はこれまで貴重植物
を養生管理および生育状況のモニタリングを行って
おり、現地状況をよく把握している。本業務は、豊
富な知識や経験を必要とし、特定の知識、経験、若
しくは資格を有する者で現地の状況等に精通した者
に契約の相手方が特定される。したがって、これら
の条件を充足するものは（株）建設技術研究所の他
にない。以上の理由から、契約の性質又は目的が競
争を許さないと認められるため、随意契約しようと
するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

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

6311 （株）建設技術研究所
平成１７年度　矢作川利水関連計
画策定業務

森岡　泰裕
中部地方整備局豊橋河川事務
所
豊橋市中野町字平西1-6

平成17年4月22日 23,677,500

本業務は、平成１６～１７年度にかけて実施するも
のであり、内容が技術的な検討手法や評価方法を確
立しながら実施するため、高度で専門的な技術が要
求されることから、平成１６年度に「建設コンサル
タント選定委員会」において「プロポーザル方式」
により、 適な建設コンサルタントとして、（株）
建設技術研究所を選定しており、今年度も継続実施
するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6312 （株）建設技術研究所
平成１７年度　無電柱化推進プロ
グラム検討業務委託

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年5月16日 16,170,000

本業務は、「平成１６年度 無電柱化推進プログラ
ム検討業務委託」でプロポーザル方式を実施し、こ
れを継続して実施するものである。過年度で検討し
た全体計画検討の実施となることから、検討経緯に
係わる理解、設計の一貫性が求められる。従って、
本業務の実施に必要な条件を満たす業者は㈱建設技
術研究所の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6313 （株）建設技術研究所
平成１７年度　天竜川河川整備基
本方針検討業務

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年5月18日 58,275,000

本業務は、内容が技術的に高度のため、「建設コン
サルタント選定委員会」が、当該業務についてプロ
ポーザルに基づき技術的に 適として、（株）建設
技術研究所を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6314 （株）建設技術研究所
平成１７年度木曽三川河道計画検
討業務

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成17年5月24日 42,210,000

本業務は、平成１６，１７年の２カ年計画の業務と
して、昨年度「簡便型プロポーザル」により「木曽
川下流河川事務所建設コンサルタント選定委員会」
において、 適な建設コンサルタントとして㈱建設
技術研究所を選定し、平成１６年度木曽三川河道計
画検討業務を行った。引き続き、昨年度得た検討結
果を踏まえ、流量規模別の 適河道計画（案）の検
討を行うものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6315 （株）建設技術研究所
平成１７年度　大井川水系河川整
備基本方針検討業務

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成17年5月25日 22,785,000

本業務は、平成１３年度から「河川整備方針
（案）・河川整備計画（案）」の策定に向けて検討
を進めており平成１３年度にプロポーザル方式によ
り「建設コンサルタント選定委員会」において、
適な建設コンサルタントとして（株）建設技術研究
所を選定した。平成１３年度から河川整備方針
（案）の策定にあたり資料収集や各種検討を実施し
てきており、平成１６年度中に河川整備基本方針
（案）の策定を実施してきた。しかし、全国で整備
計画が順次策定されていく中、河川管理者の説明す
べき項目が多岐にわたり、かつ、その内容もグレー
ドアップしてゆく状況にあり、大井川においても業
務着手当時の検討内容を主体に再確認が必要となっ
ている。この様に平成１６年度で概成した大井川河
川整備基本方針について、説明資料の補足部分を拡
充させる必要があるが、これはプロポーザル方式に
より選定した本業務の残業務に当たるので、「建設
コンサルタント選定委員会」が平成１３年度に「プ
ロポーザル方式」によって選定した（株）建設技術
研究所と随意契約を行い、業務完了しようとするも
のである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
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公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

6316 （株）建設技術研究所
平成１７年度　静岡河川広報検討
業務

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成17年5月25日 17,535,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、平成１６年度からの
２ヶ年業務として「プロポーザル方式により、「建
設コンサルタント選定委員会」において、 適な建
設コンサルタントとして（株）建設技術研究所を特
定、した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6317 （株）建設技術研究所
平成１７年度　柿沢川堂川樋門詳
細設計業務委託

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年6月1日 29,085,000

本業務は、内容が技術的に高度でかつ専門的な技術
が要求される業務であるため、当該業務について
「プロポーザル方式」に基づき、「建設コンサルタ
ント選定委員会」において 適な建設コンサルタン
トとして、(株)建設技術研究所を特定した.法第２
９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号に基づき随意契約を行うものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6318 （株）建設技術研究所
平成１７年度　堆砂対策施設モニ
タリング調査データ検討業務委託

榎村　康史
中部地方整備局三峰川総合開
発工事事務所
長野県伊那市長谷溝口1527

平成17年6月6日 15,120,000

本業務は当事務所建設コンサルタント選定委員会
が、「簡便型プロポーザル方式」により、技術的に

適な建設コンサルタント業者として（株）建設技
術研究所を選定した為。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6319 （株）建設技術研究所
平成１７年度　設楽ダム水環境影
響評価検討業務委託

山内　博
中部地方整備局設楽ダム工事
事務所
新城市杉山字大東57

平成17年6月21日 18,060,000

本業務は、環境影響評価法に従って実施する設楽ダ
ム建設事業環境影響評価の検討に際し、水環境に係
わる環境影響評価の各項目について、工事中及び存
在・共用の環境影響を予測し、これにより設楽ダム
建設事業の実施による環境影響を評価するための基
礎資料を作成することを目的とする。本業務は、内
容が技術的に高度なもの又は専門的な技術が要求さ
れるもののため「プロポーザル方式」により、「建
設コンサルタント選定委員会」において、 適な建
設コンサルタントとして（株）建設技術研究所を特
定した業務である。以上
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6320 （株）建設技術研究所
平成１７年度　天城北道路水文調
査及び利水影響検討業務委託

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年6月22日 29,190,000

本業務は平成１５年度より２箇年の業務とし、技術
的に高度かつ専門的な知識が要求されるため「建設
コンサルタント選定委員会」が、プロポーザルに基
づき、技術的に 適なコンサルタントとして、株式
会社建設技術研究所を選定した。２箇年目である平
成１６年度の水文観測データは複数到来した台風等
の影響もあり分析基礎データとしての妥当性を検証
するが生じた。よって、観測手法の連続性、過年度
観測値との総合的な解析の観点より過年度に特定さ
れた受託者が継続して履行する必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

6321 （株）建設技術研究所
平成１７年度木曽三川洪水処理能
力検討業務

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年6月24日 63,000,000

 本業務は、大きな出水のあった平成１６年の雨量
データを用い、これまで構築してきた基準地点・主
要地点上流の流出解析モデルの更なる精度向上を行
う。 平成１３年度業務は、プロポーザル方式によ
り株式会社建設技術研究所と契約を行ったものであ
る。同社は、その成果を踏まえて実施する必要が
あった平成１４年度業務、平成１５年度業務、平成
１６年度業務においても、随意契約により実施して
おり、業務内容に対して非常に精通しており、独自
の提案に基づき、木曽三川の特性を的確に踏まえた
流出解析モデルを構築しており、本業務において必
要不可欠であり、唯一の会社である。 したがっ
て、これまでの一連の業務を行っている株式会社建
設技術研究所は、本業務の遂行に対して必要な能力
を有している唯一の者である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

問題があるもの
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6322 （株）建設技術研究所
平成１７年度雲出川基本方針資料
作成業務

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年6月29日 41,475,000

本業務は、標準的な業務の実施手法が定められてい
ない業務であること及び技術的に高度かつ専門的な
ものであることから、平成１６年度に２箇年を前提
とした簡便型プロポーザル方式に基づき建設コンサ
ルタント選定委員会において技術的に 適として株
式会社建設技術研究所を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6323 （株）建設技術研究所
平成１７年度　豊川霞小堤計画検
討業務委託

森岡　泰裕
中部地方整備局豊橋河川事務
所
豊橋市中野町字平西1-6

平成17年7月7日 23,100,000

本業務は、平成１６年度に２年間計画の豊川霞小堤
計画検討業務委託として、内容が技術的に高度なも
の又は専門的な技術が要求されるもののため、「プ
ロポーザル方式」により、「建設コンサルタント選
定委員会」において、 適な建設コンサルタントと
して、（株）建設技術研究所を特定しており、今年
度は２年目である。本業務は、当初の業務目的であ
る霞小堤計画の立案に際して、これまでの検討結果
を的確に業務に反映させていく必要があり、昨年度
の業務と一体不可分である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6324 （株）建設技術研究所
平成１７年度　天竜川上流高水・
河道計画検討業務委託

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成17年7月14日 30,030,000

本業務は、３年間の継続業務とする「プロポーザル
方式」により、「建設コンサルタント選定委員会」
において、 適な建設コンサルタントとして（株）
建設技術研究所を特定したもので、本業務はその２
年目の業務である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6325 （株）建設技術研究所
平成１７年度勢田川浄化事業実施
業務

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年7月19日 21,525,000

本業務の実施にあたっては、内容が専門的な技術が
要求されるため、平成１６年度と平成１７年度の
２ヶ年で検討を行う業務として「プロポーザル方
式」により「建設コンサルタント選定委員会」にお
いて、 適なコンサルタントとして、（株）建設技
術研究所を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6326 （株）建設技術研究所
平成１７年度　木曽川水系連絡導
水路概略検討業務

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年7月20日 48,037,500

 本業務は、内容が技術的に高度なもの、または専
門的な技術が要求されるもののため、｢プロポーザ
ル方式｣により、｢建設コンサルタント選定委員会｣
において、 適な建設コンサルタントとして、株式
会社建設技術研究所を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6327 （株）建設技術研究所
平成１７年度　新丸山ダム基本計
画検討業務委託

平光　文男
中部地方整備局新丸山ダム工
事事務所
岐阜県加茂郡八百津町八百津
3351

平成17年8月3日 23,415,000

本業務は、新丸山ダム建設事業における治水計画の
見直し検討を行うものである。本業務における、主
たる工種が標準歩掛等によって積算が不可能なた
め、「簡便型プロポーザル」により、「新丸山ダム
工事事務所建設コンサルタント選定委員会」におい
て、適切な業者として、（株）建設技術研究所を選
定した。以上の理由から、契約の性質又は目的が競
争を許さないと認められるため、会計法第２９条の
３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号により、随意契約をしようとするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6328 （株）建設技術研究所
平成１７年度　新豊根ダム水源地
域ビジョン策定業務

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年8月5日 9,765,000

本業務は、昨年度と今年度の２カ年を業務期間と
し、内容が専門的な技術を必要とすること、また標
準歩掛による積算が不可能であることから、「簡便
型プロポーザル方式」により、「浜松河川国道事務
所建設コンサルタント選定委員会」において、 適
な建設コンサルタントとして、「（株）建設技術研
究所」を選定した。以上の理由から、契約の性質又
は目的が競争を許さないと認められる。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6329 （株）建設技術研究所
平成１７年度　横山ダム貯水池運
用計画検討業務

松岡　博
中部地方整備局横山ダム工事
事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山
1330

平成17年8月15日 22,050,000

本業務は、新たな横山ダムの操作方式を踏まえた貯
水池運用計画の検討及び流出予測プログラムの改
訂、放流警報範囲等の検討を行い、新たなダム運
用、操作規則及び細則作成の基礎資料とすることを
目的とするもので、２ケ年（Ｈ１６、Ｈ１７）で検
討業務を実施するものである。本業務は、内容が技
術的に高度又は専門的な技術が要求されるもののた
め、平成１６年度に「プロポーザル方式」により実
施し、「建設コンサルタント選定委員会」におい
て、 適な建設コンサルタントとして、（株）建設
技術研究所を特定したもので、平成１６年度に実施
した業務に引き続き継続するものである。よって、
会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４
第３号に基づき随意契約するるものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6330 （株）建設技術研究所
平成１７年度　横山ダム発電量検
討業務

松岡　博
中部地方整備局横山ダム工事
事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山
1330

平成17年8月18日 9,030,000

本業務は、内容が技術的に高度又は専門的な技術が
要求されるもののため、「プロポーザル方式」によ
り「建設コンサルタント選定委員会」において、
適な建設コンサルタントとして、（株）建設技術研
究所を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6331 （株）建設技術研究所
平成１７年度　木曽三川河床変動
検討業務

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成17年9月2日 18,270,000

 本業務は、主たる工種が標準歩掛等によって積算
が不可能なため、「簡便型プロポーザル」により
「木曽川下流河川事務所 建設コンサルタント選定
委員」において 適な業者として㈱建設技術研究所
を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6332 （株）建設技術研究所
平成１７年度　美和ダム・小渋ダ
ム事前放流等検討業務委託

野村　正之
中部地方整備局天竜川ダム統
合管理事務所
長野県上伊那郡中川村大草
6884-19

平成17年9月2日 18,900,000

事前放流等の検討についての実績を有する数社に対
し、技術提案書の提出を求め、その結果、（株）建
設技術研究所の技術提案の内容が も優れているこ
とに加え、本業務の遂行体制においては、多分野に
渡る技術者を配置していることから、多岐に渡る視
点から検討が期待できるとともに、積極的に取り組
む姿勢であることが明瞭に示されている。また、
（株）建設技術研究所は、「平成１３年度天竜川ダ
ム「新しい時代のダム管理のあり方」検討業務委
託」など、ダム放流検討業務などについて数多くの
業務実績を有している会社で、本業務の遂行が可能
な会社である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6333 （株）建設技術研究所
平成１７年度　静岡中部地区交通
対策検討業務委託

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年9月7日 32,760,000

本業務は、内容が技術的に高度なものまたは専門的
な技術が要求されるため、「簡便型プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、（株）
建設技術研究所を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6334 （株）建設技術研究所
平成１７年度　揖斐川　深谷水門
実施設計業務委託

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成17年9月13日 29,085,000

本業務は、主たる工種が標準歩掛等によって積算が
不可能なため、「簡便型プロポーザル」により「木
曽川下流河川事務所建設コンサルタント選定委員
会」において、 適な建設コンサルタントとして、
㈱建設技術研究所を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6335 （株）建設技術研究所
平成１７年度　多治見管内事故対
策検討業務委託

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成17年9月28日 22,732,500

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により「建設コンサルタント選定委員会」にお
いて、 適な建設コンサルタントとして、株式会社
建設技術研究所を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6336 （株）建設技術研究所
平成１７年度　東海環状中曽根南
高架橋詳細設計業務委託

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年9月29日 41,947,500

本業務は、専門的な技術を要求される内容であるた
め、「プロポーザル方式」により、「建設コンサル
タント選定委員会」において、 適な建設コンサル
タントとして、（株）建設技術研究所を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6337 （株）建設技術研究所
平成１７年度　矢作川河川整備計
画検討業務委託

森岡　泰裕
中部地方整備局豊橋河川事務
所
豊橋市中野町字平西1-6

平成17年9月29日 23,992,500

本業務は、内容が技術的に高度で、専門的な技術が
要求されるもののため「プロポーザル方式」により
「建設コンサルタント選定委員会」において、 適
な建設コンサルタントとして（株）建設技術研究所
を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6338 （株）建設技術研究所
平成１７年度　２３号蒲郡ＢＰ坂
野トンネル詳細設計業務委託

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年10月3日 28,770,000

本業務は、コスト縮減、新技術・新工法の適用を積
極的に図ることとしており、内容が技術的に高度な
もの又は専門的な技術が要求されるもののため「プ
ロポーザル方式」により、「建設コンサルタント選
定委員会」において、 適な建設コンサルタントと
して、株式会社建設技術研究所を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6339 （株）建設技術研究所
平成１７年度　狩野川景観整備方
針検討業務

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年10月5日 13,860,000

本業務は、「建設コンサルタント選定委員会」が、
当該業務についてプロポーザルに基づき、技術的に

適として㈱建設技術研究所を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6340 （株）建設技術研究所
平成１７年度　多治見管内渓流環
境整備計画検討業務委託

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成17年10月20日 21,945,000

本業務は内容が技術的に高度かつ専門的な知識が要
求されるため「建設コンサルタント選定委員会」が
当該業務についてプロポーザル方式に基づき技術的
に 適として㈱建設技術研究所を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6341 （株）建設技術研究所
平成１７年度　矢作川減水区間環
境改善計画検討業務

森岡　泰裕
中部地方整備局豊橋河川事務
所
豊橋市中野町字平西1-6

平成17年10月20日 13,755,000

本業務は、内容が技術的に高度で、専門的な技術が
要求されるもののため「簡便型プロポーザル方式」
により「建設コンサルタント選定委員会」におい
て、 適な建設コンサルタントとして（株）建設技
術研究所を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6342 （株）建設技術研究所
平成１７年度　飯田国道管内将来
交通量推計業務委託

若尾　豊信
中部地方整備局飯田国道事務
所
飯田市東栄町3350

平成17年10月24日 23,310,000

本業務は、飯田国道事務所管内における現在の交通
量を把握し、それを踏まえ将来道路網における将来
交通量を予測し、一般国道１９号、１５３号、４７
４号（三遠南信自動車道）及び飯田都市圏環状道路
の整備検討等の基礎資料を作成するものである。本
業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な技
術が要求されるもののため、「プロポーザル方式」
により、「建設コンサルタント選定委員会」におい
て、 適な建設コンサルタントとして（株）建設技
術研究所を特定した。よって、会計法第２９条の３
項第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号に基づき、随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6343 （株）建設技術研究所
平成１７年度　長島ダム広報誌等
作製業務

石橋　年孝
中部地方整備局長島ダム管理
所
静岡県榛原郡本川根町犬間
541-3

平成17年10月26日 6,405,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして（株）建
設技術研究所を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6344 （株）建設技術研究所
平成１７年度　三峰川総合開発事
業計画検討業務委託

榎村　康史
中部地方整備局三峰川総合開
発工事事務所
長野県伊那市長谷溝口1527

平成17年10月27日 27,300,000

本業務は当事務所建設コンサルタント選定委員会
が、「簡便型プロポ－ザル方式」により、技術的に

適な建設コンサルタント業者として（株）建設技
術研究所を選定した為。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6345 （株）建設技術研究所
平成１７年度　由比地区交通検討
業務委託

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年11月1日 19,425,000

本業務では、内容が技術的に高度なもの又は専門的
な技術されるもののため、「プロポーザル方式」に
より「建設コンサルタント選定委員会」において、

適な建設コンサルタントとして、（株）建設技術
研究所を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6346 （株）建設技術研究所
平成１７年度　庄内川高水流量検
討業務

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年11月11日 5,355,000

本業務は、基本高水流量及び計画高水流量の検討
や、整備計画目標流量の設定は、河川整備の方針、
計画づくりに関する高度かつ専門的な技術力、知識
力が必要不可欠であることから、平成12年度に「プ
ロポーザル方式」により「建設コンサルタント選定
委員会」において、 適な建設コンサルタントとし
て㈱建設技術研究所を特定し、平成13年度～16年度
においても、引き続き業務を実施しており、庄内川
水系の流出計算モデルに精通している。 平成１７
年度の整備計画の策定に向け、現モデルを熟知して
いることに加え、過去の検討経過を十分に把握して
いることが必要不可欠である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6347 （株）建設技術研究所
平成１７年度矢作ダム堆砂対策検
討業務

小出　武文
中部地方整備局矢作ダム管理
所
愛知県豊田市閑羅瀬町東畑67

平成17年11月11日 27,300,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「標準型プロポーザ
ル方式」により「矢作ダム建設コンサルタント選定
委員会」において 適な建設コンサルタントとして
（株）建設技術研究所を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6348 （株）建設技術研究所
平成１７年度　豊川河川整備計画
検討業務委託

森岡　泰裕
中部地方整備局豊橋河川事務
所
豊橋市中野町字平西1-6

平成17年11月21日 35,070,000

本業務は、内容が技術的に高度で、専門的な技術が
要求されるもののため、「プロポーザル方式」によ
り「建設コンサルタント選定委員会」において、
適な建設コンサルタントとして（株）建設技術研究
所を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6349 （株）建設技術研究所
平成１７年度　庄内川洪水予測シ
ステム再構築業務

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年11月21日 13,125,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「簡便型プロポーザ
ル方式」により、「建設コンサルタント選定委員
会」において、 適な建設コンサルタントとして、
（株）建設技術研究所を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6350 （株）建設技術研究所
平成１７年度　新豊根ダム放流情
報提供検討業務

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年11月30日 9,345,000

本業務は、内容が専門的な技術を要すること、また
標準歩掛による積算が不可能であることから、「簡
便型プロポーザル方式」により「浜松河川国道事務
所建設コンサルタント選定委員会」において、 適
な建設コンサルタントとして、「（株）建設技術研
究所」を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6351 （株）建設技術研究所
平成１７年度　天竜川ダム再編事
業計画検討業務

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年11月30日 30,555,000

本業務は、内容が技術的に高度のため、「建設コン
サルタント選定委員会」が、当該業務についてプロ
ポーザルに基づき技術的に 適として、（株）建設
技術研究所を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6352 （株）建設技術研究所
平成１７年度　狩野川洪水予測シ
ステム検討業務

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年12月2日 24,255,000

本業務は、「建設コンサルタント選定委員会」が、
当該業務についてプロポーザルに基づき、技術的に

適として（株）建設技術研究所を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6353 （株）建設技術研究所
平成１７年度　長島ダム堆砂対策
検討業務

石橋　年孝
中部地方整備局長島ダム管理
所
静岡県榛原郡本川根町犬間
541-3

平成17年12月8日 13,440,000

基礎資料を得る本業務は、平成１６，１７，１８年
の３カ年計画の業務として、昨年度「簡便型プロ
ポーザル」により「長島ダム管理所建設コンサルタ
ント選定委員会」において、 適な建設コンサルタ
ントとして㈱建設技術研究所を選定し、平成１６年
度長島ダム堆砂対策検討業務を行った。引き続き、
昨年度得た検討結果を踏まえ、堆砂対策を検討する
ものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6354 （株）建設技術研究所
平成１７年度　横山ダム河川水辺
の国勢調査全体計画業務委託

松岡　博
中部地方整備局横山ダム工事
事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山
1330

平成17年12月13日 2,835,000

本業務は、主たる業務が標準歩掛等によって積算が
不可能なため、「簡便型プロポーザル方式」により
「横山ダム工事事務所建設コンサルタント選定委員
会」において、適切な業者として、（株）建設技術
研究所を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6355 （株）建設技術研究所
平成１７年度　天竜川環境整備事
業調査業務委託

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成18年1月30日 17,220,000

本業務は、内容が技術的に高度なものおよび専門的
な技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により「建設コンサルタント選定委員会」にお
いて、 適な建設コンサルタントとして建設技術研
究所（株）が特定された。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6356 （株）建設技術研究所
平成１７年度　中部縦貫道外１件
電気通信設備詳細設計業務委託

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成18年2月6日 14,175,000

本業務は、中部縦貫道の高山IC～高山西ICで必要と
される電気通信施設の設計を行うものであり、内容
が技術的に高度なもの又は専門的な技術が要求され
るもののため、「簡便型プロポーザル方式」によ
り、「建設コンサルタント選定委員会」において、

適な建設コンサルタントとして、㈱建設技術研究
所を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6357 （株）建設技術研究所
平成１７年度木曽三川河道技術資
料作成業務

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成18年2月27日 12,600,000

 本業務は、木曽三川流域の社会特性と木曽三川の
河道特性及び河川環境を熟知していると共に河道計
画の立案に至った根拠等に関する知識を有すること
が必要不可欠である。  ㈱建設技術研究所は、河川
整備基本方針及び河川整備計画を策定する上で必要
な河道計画に関する業務を簡便型プロポーザルの
適業者として平成１６年度に木曽三川河道計画検討
業務を実施し、平成１７年度は木曽三川河道計画検
討業務と木曽三川河床変動検討業務を実施してお
り、本業務を履行する上で必要な木曽三川流域の社
会特性や河道特性及び河川環境と河川計画の立案に
至った根拠を熟知していると共に河道計画立案の技
術的な経緯についても知識を有している。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

問題があるもの
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6358 （株）建設技術研究所
平成１７年度雲出川基本方針高水
計算業務

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成18年3月6日 14,490,000

本業務は、雲出川の流出計算モデル、及び氾濫モデ
ルが必要であり、各モデルを所有しているのは、株
式会社建設技術研究所のみである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

問題があるもの
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6359 （株）建設技術研究所
平成１７年度　天竜川上流防災基
地施設設計業務委託

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成18年3月8日 10,605,000

本業務は、天竜川上流河川事務所の防災基地施設に
関する設計を行うことを目的とする。 本業務は、
内容が技術的に高度なものおよび専門的な技術が要
求されるもののため、「プロポーザル方式」により
「建設コンサルタント選定委員会」において、 適
な建設コンサルタントとしてパシフィックコンサル
タンツ（株）が特定された。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6360 （株）建設技術研究所
平成１７年度木曽川上流管内調査
検討業務

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成18年3月29日 39,900,000

本業務は、内容が技術的に高度なもので、専門的な
技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、（株）
建設技術研究所を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6361 （株）建通新聞社
平成１７年度　木曽三川事業広報
業務

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成18年2月22日 3,080,700

本業務は、建設行政に関する知識を十分有し、それ
らに関する文献や記録等幅広い情報の把握と蓄積が
あるとともに、自治体及び建設業界等に広く購読さ
れる新聞であることが要求される。（株）建通新聞
社は、創立以来ローカルな建設専門紙を目指し、地
域に密着した取材を展開している当地域唯一の新聞
社であり、自治体及び建設業界関係者に広く購読さ
れている新聞である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6362
（株）桜木不動産コンサ
ルタント

不動産鑑定料

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年6月20日 1,584,660

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識
と不動産の鑑定評価に関する法律に基づく不動産鑑
定士の資格が必要である。今回、依頼した不動産鑑
定士は、公共用地取得における多くの業務受託実績
を有しており、また、当該地域における適正な取引
事例も豊富に収集し、かつ、地価動向等の情報収集
能力にも優れているため、当該地域の不動産鑑定に
おける高い信頼性を有する者と認められるものであ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能
力を有する者としては同人が 適である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6363 （株）三交不動産鑑定所 不動産鑑定料

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年8月15日 1,665,300

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識
と不動産の鑑定評価に関する法律に基づく不動産鑑
定士の資格が必要である。今回、依頼した不動産鑑
定士は、公共用地取得における多くの業務受託実績
を有しており、また、当該地域における適正な取引
事例も豊富に収集し、かつ、地価動向等の情報収集
能力にも優れているため、当該地域の不動産鑑定に
おける高い信頼性を有する者と認められるものであ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能
力を有する者としては同人が 適である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6364 （株）三交不動産鑑定所 不動産鑑定料

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年12月2日 1,306,200

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識
と不動産の鑑定評価に関する法律に基づく不動産鑑
定士の資格が必要である。今回、依頼した不動産鑑
定士は、公共用地取得における多くの業務受託実績
を有しており、また、当該地域における適正な取引
事例も豊富に収集し、かつ、地価動向等の情報収集
能力にも優れているため、当該地域の不動産鑑定に
おける高い信頼性を有する者と認められるものであ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能
力を有する者としては同人が 適である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6365 （株）三菱総合研究所
平成１７年度　中部地方道路業績
計画書等作成業務

山口　一美
中部地方整備局東海幹線道路
調査事務所
豊橋市駅前大通2-33-1 開発ビ
ル6階

平成17年10月7日 24,045,000

本業務は、内容が技術的に高度なため、「建設コン
サルタント選定委員会」が、当該業務についてプロ
ポーザルに基づき技術的に 適として株式会社三菱
総合研究所を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6366 （株）山下設計
Ｈ１７浜松地方合同庁舎追加設計
業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年5月26日 12,600,000

当初の設計業務は、プロポーザル方式で特定した同
社と随意契約している。本業務は、特定した者の知
的財産である技術提案を具体化するための一連の設
計行為の一部であるため、当初の設計業務を遂行し
た同社と随意契約するものである。(会計法第２９
条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４
第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6367 （株）山下設計
Ｈ１７日本国際博覧会瀬戸日本館
資源循環等検証業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年9月8日 4,305,000

当初の業務は、プロポーザル方式で特定した同社と
随意契約している。本業務は当初からの業務と一連
のものであり、当初からの業務を遂行した際の知見
が本業務を遂行する上でも必要不可欠となるため、
引き続き同社と随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6368
（株）市川三千男建築設
計事務所

Ｈ１７中部経済産業総合庁舎工事
監理業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年5月30日 1,522,500

当初の業務は、指名競争入札で落札した同社と契約
している。本業務は当初からの業務と一連のもので
あり、当初から業務を遂行した際の知見が本業務を
遂行する上でも必要不可欠となるため、引き続き同
社と随意契約するものである。（会計法第２９条３
第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6369 （株）施設技術研究所
平成１７年度　静岡河川管内水門
設備保守点検業務

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成17年4月13日 3,675,000

会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令９
９条の２に基づく、不落札随契を行うものである。
(会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令
第９９条の２）

その他 競争入札に移行したもの

6370 （株）施設技術研究所
平成１７年度　狩野川水系水門及
び排水機場機械設備保守点検業務

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年4月13日 45,654,000

会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令９
９条の２に基づく、不落札随契を行うものである。
(会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令
第９９条の２）

その他 競争入札に移行したもの

6371 （株）施設技術研究所
平成１７年度　長島ダム機械設備
保守業務

石橋　年孝
中部地方整備局長島ダム管理
所
静岡県榛原郡本川根町犬間
541-3

平成17年4月13日 27,877,500

会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令９
９条の２に基づく、不落札随契を行うものである。
(会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令
第９９条の２）

その他 競争入札に移行したもの

6372
（株）社会システム研究
所

平成１７年度　道路交通センサス
集計業務

山口　一美
中部地方整備局東海幹線道路
調査事務所
豊橋市駅前大通2-33-1 開発ビ
ル6階

平成17年10月21日 35,280,000

本業務は、平成１７年度に実施される全国道路交通
情勢調査（道路交通センサス）のうち、中部地方整
備局管内各実査機関の実査データの集計・処理を行
い、各種マスターファイル・交通量図・各種集計表
等の作成及びこれらのデータ活用方策の検討を複数
年かけて行い、道路交通関係全般の基礎資料とする
ものである。本業務は、内容が技術的に高度なた
め、「建設コンサルタント選定委員会」が、当該業
務についてプロポーザルに基づき技術的に 適とし
て（株）社会システム研究所を選定した。以上の理
由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認
められるため、会計法第２９条の３第４項及び予決
令第１０２条の４第３号により随意契約するもので
ある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6373 （株）社会安全研究所
平成１７年度　富士山土砂災害地
域復興手法調査

冨田　陽子
中部地方整備局富士砂防事務
所
富士宮市三園平1100

平成17年11月7日 19,320,000

 本業務の実施に当たっては、砂防事業と併せて防
災業務に関する専門的な知識と豊富な情報収集能力
と現場での実践経験が必要不可欠である。  （株）
社会安全研究所は、富士山や岩手山など国内の火山
において防災対策マニュアル整備に関する業務を実
施する一方、長年にわたって雲仙や有珠山、三宅島
雄山の噴火被災地の復興業務に従事した経験を持
ち、また内閣府から委託を受けて復興事例を整理す
るなどの実績を持つなど、火山噴火や土砂災害等に
おける防災に関する豊富な知識と情報収集能力、専
門的な技術力、資料の蓄積を有している。さらに当
業務に不可欠な復興に関する各種法制度に精通して
いるばかりでなく、特に災害復興を社会学的な見地
から分析する能力的に優れており、当該業務を実施
できる唯一の団体である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

6374
（株）修成建設コンサル
タント

平成１７年度　名古屋国道管内事
故危険箇所対策検討業務委託

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年10月13日 22,890,000

本業務は、内容が専門的な技術が要求されるものの
ため、「プロポーザル方式」により、「建設コンサ
ルタント選定委員会」において、 適な建設コンサ
ルタントとして、株式会社修成建設コンサルタント
を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6375 （株）小笠原計器製作所 矢作ダム貯水位計装置購入一式

小出　武文
中部地方整備局矢作ダム管理
所
愛知県豊田市閑羅瀬町東畑67

平成18年2月8日 1,942,500

本装置はダム湖の貯水位計として配備されているも
のであるが、受注製作物であるため故障時の即時復
旧は困難となっている。㈱小笠原計器製作所は、本
装置の製作元であり、現用に対する部品交換や取替
時の互換性が支障無く運用できる製品を製作できる
唯一の企業である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6376 （株）小椋
平成１７年度　電子複写機賃貸借
及び保守その２

榎村　康史
中部地方整備局三峰川総合開
発工事事務所
長野県伊那市長谷溝口1527

平成17年4月1日 2,232,532

本賃貸借及び保守契約する当該機種は平成１５年４
月１日より導入されたものである。当該分野におけ
る市場取引慣習として、その価格設定において複数
年の使用を前提としたものとなっている。本機種を
導入するについての当該契約の相手方との協議にお
いても３ヶ年の使用を想定した積算によって契約締
結を実施しており、平成１８年３月３１日まで特段
の不測の事態がない限り使用することとしている。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

6377
（株）松下鑑定補償コン
サルタント

不動産鑑定料

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年6月1日 1,012,200

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識
と不動産の鑑定評価に関する法律に基づく不動産鑑
定士の資格が必要である。今回、依頼した不動産鑑
定士は、公共用地取得における多くの業務受託実績
を有しており、また、当該地域における適正な取引
事例も豊富に収集し、かつ、地価動向等の情報収集
能力にも優れているため、当該地域の不動産鑑定に
おける高い信頼性を有する者と認められるものであ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能
力を有する者としては同人が 適である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6378 （株）信州不動産鑑定 不動産鑑定料

若尾　豊信
中部地方整備局飯田国道事務
所
飯田市東栄町3350

平成17年6月22日 1,545,600

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識
と不動産の鑑定評価に関する法律に基づく不動産鑑
定士の資格が必要である。今回、依頼した不動産鑑
定士は、公共用地取得における多くの業務受託実績
を有しており、また、当該地域における適正な取引
事例も豊富に収集し、かつ、地価動向等の情報収集
能力にも優れているため、当該地域の不動産鑑定に
おける高い信頼性を有する者と認められるものであ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能
力を有する者としては同人が 適である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6379 （株）信州不動産鑑定 不動産鑑定料

若尾　豊信
中部地方整備局飯田国道事務
所
飯田市東栄町3350

平成17年10月11日 1,139,250

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識
と不動産の鑑定評価に関する法律に基づく不動産鑑
定士の資格が必要である。今回、依頼した不動産鑑
定士は、公共用地取得における多くの業務受託実績
を有しており、また、当該地域における適正な取引
事例も豊富に収集し、かつ、地価動向等の情報収集
能力にも優れているため、当該地域の不動産鑑定に
おける高い信頼性を有する者と認められるものであ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能
力を有する者としては同人が 適である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6380 （株）信州不動産鑑定 不動産鑑定料

若尾　豊信
中部地方整備局飯田国道事務
所
飯田市東栄町3350

平成18年1月30日 1,037,400

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識
と不動産の鑑定評価に関する法律に基づく不動産鑑
定士の資格が必要である。今回、依頼した不動産鑑
定士は、公共用地取得における多くの業務受託実績
を有しており、また、当該地域における適正な取引
事例も豊富に収集し、かつ、地価動向等の情報収集
能力にも優れているため、当該地域の不動産鑑定に
おける高い信頼性を有する者と認められるものであ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能
力を有する者としては同人が 適である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6381 （株）新日 不動産鑑定料

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年5月16日 1,081,500

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識
と不動産の鑑定評価に関する法律に基づく不動産鑑
定士の資格が必要である。今回、依頼した不動産鑑
定士は、公共用地取得における多くの業務受託実績
を有しており、また、当該地域における適正な取引
事例も豊富に収集し、かつ、地価動向等の情報収集
能力にも優れているため、当該地域の不動産鑑定に
おける高い信頼性を有する者と認められるものであ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能
力を有する者としては同人が 適である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6382 （株）水野組
平成１７年度　単価契約　美和ダ
ム維持作業

野村　正之
中部地方整備局天竜川ダム統
合管理事務所
長野県上伊那郡中川村大草
6884-19

平成17年4月1日 16,691,251

会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令９
９条の２に基づく、不落札随契を行うものである。
(会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令
第９９条の２）

その他 競争入札に移行したもの
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6383 （株）誠文社
平成１７年度　カラー電子複合機
の保守及び消耗品供給

松本　良一
中部地方整備局紀勢国道事務
所
松阪市鎌田町144-6

平成17年4月1日 3,588,493

本業務の履行にあたっては、業務執行に停滞が生じ
ないよう迅速かつ適切な対応・処置が不可欠である
ため、当該購入機器の内容に精通し、また機器設置
場所から１時間以内のエリアに営業所等を有し、か
つ当該営業所には有能な保守専門技術者が常駐する
業者でなければならない。以上の条件を考慮して選
定すると、当該機器の購入契約の受注者であり、上
記の履行条件を満たす業者は（株）誠文社以外に他
にはない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

6384 （株）青島設計
Ｈ１７静岡県警察学校武道場設計
業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年7月11日 19,425,000

プロポーザル方式を採用し、提出された技術提案書
を総合的に評価した結果、 も優れていると評価さ
れた者を契約の相手方として特定し、随意契約する
ものである。(会計法第２９条の３第４項、予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6385 （株）静岡新聞社
平成１７年度　天竜川流域住民広
報業務

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年4月26日 10,500,000

本業務は、河川への意識向上を効果的に行うため
に、出版、各種イベントなどの実績が豊富で、地域
に密着した広報媒体を必要としている。㈱静岡新聞
社は、静岡県内の 大の地方紙で、県西部では日刊
購読紙の49.8％、発行部数20万6千余部を誇ってお
り、出版物、各種イベントの実績も豊富である。ま
た、平成１６年度においては、同社が主催するキャ
ンペーン「エコプロジェクトFeeltheEarth！水と緑
の詩・しずおか」の西部地区展開版「２００５天竜
川流域住民意識啓発プロジェクト」を実施する予定
であり、本プロジェクトと連携することが も効果
的･効率的な広報が可能である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6386 （株）静岡新聞社
平成１７年度　通行規制に関する
広報業務委託

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年4月28日 1,879,500

本業務を実施するに当たっては、当該地域において
購読者数が も多く、効果的な広報が可能であると
ともに、地域情報に精通し適切な時期での掲載が必
要となる。（株）静岡新聞社は、静岡県の５９％の
シェアを有し、発行部数７０万部以上を発行してお
り、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する
ものは、（株）静岡新聞社の他にはない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6387 （株）静岡新聞社
平成１７年度　防災・減災フォー
ラム２００５企画運営業務

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成17年6月15日 7,192,500

静岡県の歴史・風土は、当該県を流れる河川や海岸
の有する特性が大きな要因となっていることから、
河川や海岸の整備を含む地域づくりに当たっては、
流域の全体像を正確かつ多面的に把握することが不
可欠である。さらに、静岡県内に広く情報発信・共
有するためには、それぞれの地域の産業、歴史、文
化等の知識を十分有し、それらに関する文献や記録
等幅広い情報を把握とその蓄積があるとともに、地
元と幅広く信頼性の高い人間関係を確立している
等、地域に精通していることが必要である。本業務
の実施に当たっては、安倍・大井川流域又は駿河湾
と地域との関わりの観点から、流域全体の相互理解
を深めることを目的としており、地域に密着し、地
域特性を反映させた情報収集・企画能力と広報効果
の面々を考慮し、地方紙等を用いたきめの細かい広
報が も適切であると判断し、静岡県唯一の地方紙
である（株）静岡新聞社を広報媒体として選定し
た。る。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6388 （株）静岡新聞社 平成１７年度新聞広告掲載業務

石橋　年孝
中部地方整備局長島ダム管理
所
静岡県榛原郡本川根町犬間
541-3

平成17年8月19日 1,837,500

（株）静岡新聞社は、地域の社会・経済・文化等に
精通しており、同社発行の静岡新聞は、一般紙とし
て静岡県内で約６０％の高いシェアをほこり、根強
い人気と信頼を得ているとともに、静岡県内に本社
をもつ唯一の新聞社である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6389
（株）千代田コンサルタ
ント

平成１７年度　狩野川周辺地域交
通計画検討業務委託

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年6月24日 39,375,000

本業務は、昨年度２ヶ年の業務とし、内容が専門的
なため、「建設コンサルタント選定委員会」がプロ
ポーザルに基づき、技術的に 適な建設コンサルタ
ントとして（株）千代田コンサルタントを選定し実
施したものであり、今年度は２ヶ年目である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6390 （株）前田製作所
平成１７年度　凍結防止剤散布装
置修繕

若尾　豊信
中部地方整備局飯田国道事務
所
飯田市東栄町3350

平成18年3月22日 3,568,950

本業務は凍結防止剤散布装置の修繕を行うものであ
り、（株）前田製作所が独自の技術（特許3105771)
により設計開発したもので、機器全体のシステム構
成を把握しているもの以外修繕することは困難であ
る。また、修繕後の機器全体の品質も保証できない
ため、（株）前田製作所の他にない
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6391 （株）創建
平成１７年度　飯田国道管内広報
検討業務委託

若尾　豊信
中部地方整備局飯田国道事務
所
飯田市東栄町3350

平成17年4月1日 62,055,000

本業務は、「簡便型プロポーザル方式」により、
「建設コンサルタント選定委員会」において、 適
な建設コンサルタントとして（株）創建を特定し
た。よって、随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6392 （株）創建
平成１７年度　管内道路空間検討
業務委託

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年4月28日 32,655,000

本業務は、地域住民の意見を反映しながら歩道空間
整備手法の検討を行い歩道部分の基本設計を行う。
また、道路空間の景観向上施策の検討およびその取
りまとめについて継続的に行う必要がある。当該業
務は、「平成１６年度 管内道路空間検討業務委
託」でプロポーザル方式を実施し、これを継続して
実施するものである。過年度で検討した全体計画検
討の実施となることから、検討経緯に係わる理解、
設計の一貫性が求められる。従って、本業務の実施
に必要な条件を満たす業者は㈱創建の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6393 （株）創建
平成１７年度　庄内川激特事業広
報・記録資料作成業務

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年5月20日 3,790,500

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるため、「プロポーザル方式」によ
り平成１３年度に「建設コンサルタント選定委員
会」において、平成１３年度から平成１７年度まで

適な建設コンサルタントとして（株）創建を特定
しており、平成１７年度においても平成１６年度に
引き続き継続して履行する必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）
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6394 （株）創建 平成１７年度　地域情報収集業務

山口　一美
中部地方整備局東海幹線道路
調査事務所
豊橋市駅前大通2-33-1 開発ビ
ル6階

平成17年6月21日 38,115,000

本業務は道路を中心とする社会資本に関して求めら
れているニーズまちづくりや活性化への新たな活用
策等を把握し、今後の道路行政に必要となる情報を
収集し、整理・分析することを目的とする。また、
あわせて収集・整理・分析された情報を活用して、
社会資本整備の円滑な展開、新たな地域交流連携形
成等の地域づくりやまちづくりの支援を行っていく
ための参考となる情報の発信も行うものである。本
業務は、内容が技術的に高度なため、「建設コンサ
ルタント選定委員会」が、当該業務についてプロ
ポーザルに基づき技術的に 適として株式会社創建
を選定した。以上の理由から、契約の性質又は目的
が競争を許さないと認められるため、会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号によ
り随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6395 （株）創建
平成１７年度　蓮ダム広報支援業
務委託

山本　孝之
中部地方整備局蓮ダム管理所
三重県松阪市飯高町森1810-11

平成17年7月29日 18,375,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、㈱創建
を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6396 （株）創建
平成１７年度三重河川国道事務所
管内事故対策検討業務

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年12月27日 24,885,000

本業務は、標準的な業務の実施方法等（標準歩掛
等）が定められていないため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適なコンサルタントとして、（株）創建
を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6397 （株）創建
平成１７年度　２１号各務原地区
歩道整備検討業務委託

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成18年1月11日 6,247,500

本業務は、専門的な技術を要求される内容であるた
め、「標準型プロポーザル方式」  により、「建設
コンサルタント選定委員会」において、 適な建設
コンサルタントとして、（株）創建を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6398 （株）創建
平成１７年度交通安全対策評価検
討業務委託

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成18年1月23日 9,450,000

本業務は、検討項目に対する総合判断が必要であ
り、専門的な知識・  技術を要求される内容である
ため、「プロポーザル方式」により、「建設コンサ
ルタント選定委員会」において、 適な 建設コン
サルタントとして（株）創建を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6399 （株）創建 施工計画説明資料修正業務

平光　文男
中部地方整備局新丸山ダム工
事事務所
岐阜県加茂郡八百津町八百津
3351

平成18年3月16日 1,470,000

本業務は、平成１３年度新丸山ダム事業計画資料作
成業務委託でＣＧ作成を行ったものであり、本業務
では、このＣＧを利用し修正する作業であり、著作
権に係わる技術を必要とすることから、本業務の履
行に必要とされる諸条件を充足するのは、（株）創
建の他にない。(会計法第２９条の３第４項、予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6400 （株）総合開発機構 電気料

山口　一美
中部地方整備局東海幹線道路
調査事務所
豊橋市駅前大通2-33-1 開発ビ
ル6階

平成17年4月1日 1,391,989

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号） その他

随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約
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6401 （株）総合開発機構 建物賃貸借及び共益費

山口　一美
中部地方整備局東海幹線道路
調査事務所
豊橋市駅前大通2-33-1 開発ビ
ル6階

平成17年4月1日 12,804,120

継続して借用することが経済的である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号） その他

随意契約によらざるを得
ないもの

6402
（株）総合防災システム
研究所

平成１７年度　富士山高標高雨量
観測業務

冨田　陽子
中部地方整備局富士砂防事務
所
富士宮市三園平1100

平成17年10月11日 9,975,000

 本業務を遂行するためには、強風下など高標高部
特有の気象条件に精通した雨量観測の専門的な技術
と高度な知識が必要となる。（株）総合防災システ
ム研究所は強風下における雨量観測が出来る高標高
用雨量観測機器を開発し、特許及び実績を有してい
る唯一のコンサルタントである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

6403
（株）村田不動産鑑定事
務所

不動産鑑定料

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年6月1日 1,163,400

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識
と不動産の鑑定評価に関する法律に基づく不動産鑑
定士の資格が必要である。今回、依頼した不動産鑑
定士は、公共用地取得における多くの業務受託実績
を有しており、また、当該地域における適正な取引
事例も豊富に収集し、かつ、地価動向等の情報収集
能力にも優れているため、当該地域の不動産鑑定に
おける高い信頼性を有する者と認められるものであ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能
力を有する者としては同人が 適である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6404 （株）大広
平成１７年度　「愛・地球博」出
展企画運営業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年6月10日 103,571,500

本業務は、平成１６年度に「プロポーザル方式」に
より、 適な契約の相手方として特定され、業務を
実施している。本業務は、技術提案にあたり、２ヶ
年業務として提出要請しており、今年度は、昨年度
業務を継続して実施することが必要である。従っ
て、本業務を適切に遂行できる者は、(株)大広の他
ない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6405 （株）大広
平成１７年度　道路事業広報出展
企画運営業務

山口　一美
中部地方整備局東海幹線道路
調査事務所
豊橋市駅前大通2-33-1 開発ビ
ル6階

平成17年6月29日 29,925,000

株式会社大広は、平成１６年度に中部地方整備局の
担当するミュージカルスペースの出展企画運営に係
る「平成１６年度「愛・地球博」出展企画運営業
務」（以下「全体業務」という）及び道路部スペ
シャライズドピリオドにおける道路事業広報策定に
係る業務を実施しており、過年度の進め方、成果に
ついては良好な評価・成績を収めている。また、
「全体業務」は専門的な技術が要求されるため、平
成１６年度の「中部地方整備局企画部建設コンサル
タント選定委員会」が「プロポーザル方式」に基づ
き 適な契約の相手方として株式会社大広を特定し
ている。本年度は、昨年度に策定した出展企画運営
に係る実施設計に基づき実施するもので、「全体業
務」並びに万博協会等の関係機関との綿密な調整を
取りつつ円滑に進めることが必要不可欠であり、株
式会社大広は本業務内容を熟知しており適切な出展
企画運営を行える唯一の者である。したがって、本
業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は、
株式会社大広の他にない。以上の理由から、契約の
性質又は目的が競争を許さないと認められるため、
随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの
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6406 （株）大広 パンフレット１点

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年8月12日 1,645,875

愛・地球博モリゾー・キッコロメッセ出展「協働と
技術でつくる美しい国と地球」のうち、国土交通省
中部地方整備局は、「みんなのくにづくり催事ゾー
ン」の出展企画運営を担当している。出展にあた
り、（株）大広は、出展内容を紹介した公式パンフ
レットの作成をしており、当該業者から公式パンフ
レットを購入するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6407 （株）大広
平成１７年度　社会資本整備広報
映像制作業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成18年3月7日 12,915,000

本業務は、2005年日本国際博覧会で上演されたス
テージショー「忍たま乱太郎"みんなのまちづく
り！の段"」を改めて映像として制作するものであ
る。忍たま乱太郎のキャラクターの著作権は（株）
総合ビジョンが管理し、そのキャラクターを使用し
た「忍たま乱太郎"みんなのまちづくり！の段"」の
企画・構成・脚本・制作についての著作権は（株）
大広が有している。このため本業務を遂行できる者
は（株）大広の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6408 （株）大成出版社 図書１点

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年9月1日 1,750,000

本図書は、公共事業を取り巻く諸情勢をもとに平成
１７年度予算の概要を豊富な資料やデータをもとに
分かりやすく解説している。また、予算制度の概要
や公共事業予算の執行の流れも詳細に説明してお
り、中部地方整備局で会計、契約実務を行う者に
とって必携のものとなっている。この図書は（株）
大成出版社が発行しており、会計法２９条の３第４
項および予決令１０２条の４第３号により同社と随
意契約を行うものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6409 （株）拓和
平成１７年度　設楽ダム水位観測
所点検作業

山内　博
中部地方整備局設楽ダム工事
事務所
新城市杉山字大東57

平成17年4月5日 3,150,000

本業務で保守点検を行う水位観測所の機器は、
（株）拓和製であり、本作業を適切に実施するには
機器の機構を十分熟知した技術者でなければならな
い。よって、本業務を遂行するにあたり相当の技術
を有しているものは「（株）拓和」以外にはない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

6410 （株）拓和
平成１７年度　豊川矢作川デジタ
ル水位観測所保守点検

森岡　泰裕
中部地方整備局豊橋河川事務
所
豊橋市中野町字平西1-6

平成17年4月21日 2,100,000

本業務は、デジタルフロート式水位観測装置の保守
点検を行うもので、デジタル水位計に関する特許を
取得して、製作及び保守点検を行えるものは（株）
拓和の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

6411 （株）拓和
平成１７年度　デジタル水位計保
守点検業務

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成17年4月25日 1,060,500

本業務で保守点検の行うデジタル水位計は、安倍
川・大井川の河状特性を配慮し、国土交通省土木研
究所の指導の下に（株）拓和が独自の技術により開
発・改良設計し、同社によって製作・設置・システ
ム化されたものである。
当該水位計の保守点検は、独自技術によって製作さ
れた機器の動作点検等が伴うことから製作元である
同社以外に実施できるものが存在しない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
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6412 （株）拓和 南濃大橋デジタル水位計修繕

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年5月20日 1,365,000

本業務において修繕する南濃大橋水位観測所のデジ
タル水位計は、（株）拓和製で機器設置も同社が施
工したものであり、特許製品となっている。（株）
拓和は当水位計を開発し精通しており、また当社以
外に代理店契約をしておらず存の機器の調整等にお
いて技術力を有している唯一の者である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6413 （株）拓和
平成１７年度　デジタル水位計購
入設置

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成18年2月16日 2,730,000

本業務において購入設置する牛妻観測所のデジタル
水位計は、建設省土木研究所の指導の下に（株）拓
和が独自の技術により開発・改良設計し、同社に
よって製作・設置・システム化されたものである。
したがって、独自技術によって製作された機器の動
作確認等ができるのは、製作元である（株）拓和以
外に存在しないことから、（株）拓和と随意契約す
るものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6414 （株）拓和
平成１７年度　下平水位観測装置
システム修繕

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成18年3月6日 5,880,000

本業務の修繕にあたっては、観測装置のシステム全
体の中で、破損してない装置と修繕を要する装置の
調整が必要であり、水位観測装置のシステム全体に
関する知識とそのシステム修繕のための技術力を有
している必要がある。下平水位観測所における観測
装置のシステムは、（株）拓和により製造据付調整
されたものであり、当該システム修繕できる技術力
をもつ唯一の業者である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6415 （株）拓和 長良橋水位計（水晶式）購入

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成18年3月9日 4,095,000

本購入は、事務所にて保有している水晶式コー
ダー、水位切替装置、受信アンテナ、同軸避雷器を
使用するため、水晶式コーダーとの信号及び制御に
おいて㈱拓和の水晶式水位計でなければ接続不可能
となっている。また、㈱拓和は既存機器の調整等に
おいて技術力を有している唯一の者である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6416
（株）地域開発コンサル
タンツ

平成１７年度　３０２号自然環境
対策検討業務委託

西井　幸春
中部地方整備局愛知国道事務
所
名古屋市千種区池下町2-62

平成17年4月18日 30,030,000

本業務を検討するにあたり、技術的に高度で専門的
技術が要求されるため、「プロポーザル方式」によ
り「建設コンサルタント選定委員会」において、
適建設コンサルタントとして、株式会社地域開発コ
ンサルタンツを選定した。以上の理由より契約の性
質または目的が競争を許さないと認められるため、
随意契約をしようとするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6417
（株）中央防犯（ＣＡＭ
Ｓ上セコム）

平成１７年度　狩野川水系排水機
場等警備業務

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年4月1日 1,033,200

本業務は、防犯に関する専門知識と豊富な経験が必
要であると共に、各種警備機器類が既に設置されて
おり、その機器類の所有者である㈱中央防犯（CAMS
上セコム）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 企画競争を実施
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6418 （株）中国サンネット
平成１７年度　人事管理システム
改良業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年7月25日 11,445,000

「人事管理システム」は、職員の個人総合情報を総
合的に管理し、人事事務の迅速・適切な処理を行う
ことを目的とした人事総合システムであり、当該業
者が平成９年度より開発し、平成１０年度から運用
を開始している。本システムは、運用開始以来、給
与法の改正やその他の人事諸制度の改正等に対応す
るべく改良を行ってきており、今年度においても制
度改正への対応や人事事務の迅速化を目的とした改
良を行う予定である。今年度の主な改良は、①シス
テム環境をWindows-NTからWindows-XPへの切替とそ
れに伴うシステム改良、②既存システムによる人事
事務処理方法の見直しによる事務処理の迅速化対
応、③人事制度、給与制度改正への対応、である。
上記のシステム改良に対応するためには、既存シス
テムに精通していることだけでなく、給与法を始め
とする人事諸制度や当整備局の人事方針等への高い
理解度が必要である。当該業者は平成９年度のシス
テム開発当時から本システムの開発・改良に従事し
てきており、人事制度や人事方針もに十分に精通し
ており、専門のサポート体制をとっていることか
ら、今年度の改良業務に十分に対応できる者であ
る。また、システム改良に伴い取り扱う情報につい
ては、職員の個人情報を始めとする機密事項でもあ
る。従って、本業務の実施を、当該業者以外の者が
従事することは、既存システムの把握のみでなく、
人事制度等の習熟に莫大な時間を要することから事
実上不可能であるばかりでなく、機密情報の漏洩防
止の観点からも、非常に好ましくないことである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6419 （株）中日映画社
平成１７年度　三遠南信自動車道
事業撮影作業

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年5月26日 1,365,000

平成１３年度三遠南信自動車道地質関連記録映画撮
影作業、平成１６年度三遠南信自動車道事業撮影作
業を、受注者株式会社中日映画社で実施している。
このようななかにあって、本作業は、引き続き平成
１７年度の三遠南信自動車道建設に係わる一連の施
工状況等を撮影し、映像記録の編集制作に必要な映
像資料とするものである。撮影された映像の変更、
切除、改変には、著作権法第５９条により著作者の
許諾が必要であり、編集制作するにおいては、撮影
された映像の切除は当然生じ、このとき著作者から
許諾を得られない場合には、編集制作ができなくな
り所期の目的の達成が危ぶまれる。このようなこと
を考慮すれば、出来るだけ危険性を排除する必要が
ある。また、平成１３年度、平成１６年度の作業の
実施結果から業務遂行能力になんら支障は無いと思
料される。㈱中日映画社はすでに、平成１３年度、
平成１６年度の作業の著作権法第５９条に係わる権
利を有しており、本業務を履行できるものは、株式
会社中日映画社の他にない。従って、随意契約しよ
うとするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6420 （株）中日新聞社
平成１７年度庄内川流域防災広報
企画運営

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年6月20日 13,440,000

愛知県の歴史・風土は、当該県を流れる河川の有す
る特性が大きな要因となっていることから、河川の
整備を含む地域づくりに当たっては、流域の全体像
を正確かつ多面的に把握することが不可欠である。
さらに、愛知県内に広く情報発信・共有するために
は、それぞれの地域の産業、歴史、文化等の知識を
十分有し、それらに関する文献や記録等幅広い情報
を把握とその蓄積があるとともに、地元と幅広く信
頼性の高い人間関係を確立している等、地域に精通
していることが必要である。本業務の実施に当たっ
ては、庄内川流域と地域との関わりの観点から流域
全体の相互理解を深めることを目的としており、地
域に密着し地域特性を反映させた情報収集・企画能
力と広報効果の面々を考慮し、地方紙等を用いたき
めの細かい広報が も適切であると判断し、愛知県
で 大の発刊部数を持つ地方紙である（株）中日新
聞社をフォーラム開催主体及び広報媒体として選定
した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6421 （株）中日新聞社
平成１７年度　通行止広告掲載業
務

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年12月9日 6,325,200

本業務は、道路・河川利用者及び地域住民に対して
工事による交通規制情報を新聞に広告掲載すること
により通行規制を伴う工事を円滑に推進するもので
ある。これらの業務遂行にあたっては、地域と密着
し流域住民に広く配布される新聞であることが要求
される。（株）中日新聞社は東海地区を代表する新
聞社で、愛知県内の世帯到達率が８割であることか
ら、本業務に必要とされる地域と密着した地方新聞
である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6422 （株）長大
平成１７年度　東海環状自然環境
調査業務委託

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成17年4月1日 6,405,000

①本業務は、前年度に引き続き継続・実施する調査
業務である。②本業務に先立ち実施された業務委託
は、内容が技術的に高度かつ専門的な知識が要求さ
れるため「建設コンサルタント選定委員会」が、該
当業務についてプロポーザル方式に基づき技術的に

適として、「（株）長大」を選定した。③本業務
は、上記業務の継続調査であり、過年度に特定され
た受託者が継続して履行する必要がある。④以上の
理由から、競争に付することが不利と認められるた
め、随意契約しようとするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6423 （株）長大
平成１７年度　４７５号北勢北部
環境調査

村松　千明
中部地方整備局北勢国道事務
所
四日市市南富田町4-6

平成17年4月1日 35,595,000

本業務の内容は、高度且つ専門的な技術が要求され
ることから、平成１２年度に当該路線の環境影響評
価に基づく調査の 適業者として『プロポーザル方
式』により選定されている。また、当該業者は平成
６年度より本業務に関する調査を実施しており、平
成１５年度には『環境影響評価準備書事業者案』を
とりまとめていることから、現地状況、事業特性お
よび地域特性に精通している。平成１７年度は、平
成１６年１２月に公告・縦覧された『環境影響評価
準備書』についての知事意見等を踏まえた『環境影
響評価書事業者案』を作成する必要があり、効率的
且つ迅速な対応が必要となる。以上のことから、慎
重、効率的、経済的に業務の遂行が可能なのは当該
業者をおいて他にない。よって契約の性質および目
的が競争を許さないと認められるため、随意契約す
るものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）
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6424 （株）長大
平成１７年度　特殊車両取締り運
用検討業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年6月13日 25,200,000

本業務は、昨年度実施した「平成１６年度特殊車両
取締り運用検討業務」（特殊車両管理全体における
システム構成、具体的な運用方法について検討・整
理を実施し、その結果を基に、ネットワークの検
討・違反判定システムの仕様設計を作成）を基に、
違反判定の試行及び試行結果の反映、関連システム
との接続に関する調整等、プログラム開発のマネー
ジメントを実施するものである。（株）長大は、平
成１６年度において、「プロポーザル方式」によ
り、 適な建設コンサルタントとして特定され、業
務を実施している。本業務は、技術提案にあたり、
２ヶ年業務として提出要請しており、今年度は、昨
年度業務を継続して実施することが必要である。
従って、本業務を適切に遂行できる者は、（株）長
大の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6425 （株）長大
平成１７年度　沼津河川国道事務
所管内道路整備方針検討業務委託

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年6月20日 31,815,000

本業務は、内容が専門的であるため、「平成１６年
度沼津河川国道事務所管内道路整備方針検討業務委
託」はプロポーザル方式で実施した。今年度も継続
して実施するため、過年度で検討した整備方針に係
わる理解、策定方法の一貫性が求められる。以上の
ことから、当該業務に必要な条件を満たす業者は株
式会社長大の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6426 （株）長大
平成１７年度北勢地域幹線道路網
検討業務

村松　千明
中部地方整備局北勢国道事務
所
四日市市南富田町4-6

平成17年6月28日 36,540,000

本業務は、管内の将来交通量推計を行うとともに、
各路線の特性や整備効果を検証し、道路整備計画に
おける基礎資料とするものである。本業務は、専門
的な技術が要求されるもののため、「プロポーザル
方式」により、「建設コンサルタント選定委員会」
において、 適な建設コンサルタントとして、
（株）長大を特定した。よって、会計法第２９条の
３第４項、予算決算及び会計令１０２条の４第３号
に基づき、随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6427 （株）長大
平成１７年度　瀬戸地域交通網計
画調査

西井　幸春
中部地方整備局愛知国道事務
所
名古屋市千種区池下町2-62

平成17年6月29日 15,666,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの、又は専門的
な技術が要求されるため、平成１７年度末までを履
行期間として、平成１６年度にプロポーザルにて技
術提案を受け、「建設コンサルタント選定委員会」
において、 適な建設コンサルタントとして、
（株）長大を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6428 （株）長大
平成１７年度　名四国道管内交通
量推計業務委託

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年7月28日 19,740,000

本業務は、名四国道事務所の実施する事業の交通量
推計及び費用便益算定、新規事業採択評価資料の作
成を行うものである。本業務は、内容が技術的に高
度なもの又は専門的な技術が要求されるもののため
「プロポーザル方式」により、「建設コンサルタン
ト選定委員会」において、 適な建設コンサルタン
トとして、株式会社長大を特定した。よって、会計
法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により随意契約しようとするもの
である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6429 （株）長大
平成１７年度　多治見管内将来交
通量推計業務委託

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成17年8月3日 16,695,000

本業務は、多治見砂防国道事務所管内の主要な路線
における将来交通量の推計を行い、道路整備計画等
の基本条件の整理等を実施するものである。  本業
務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な技術
が要求されるもののため、「プロポーザル方式」に
より、「建設コンサルタント選定委員会」におい
て、 適な建設コンサルタントとして、㈱長大を特
定した。  よって、会計法第２９条の３項第４項、
予算決算及び会計令１０２条の４第３号に基づき、
随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6430 （株）長大
平成１７年度　都市部道路空間有
効利用調査業務委託

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年9月8日 17,325,000

本業務は、過年度の検討結果を踏まえ、社会実験の
実施及び実験結果のとりまとめを行うものであり、
具体的にはＩＴオープンカフェ社会実験を通して、
道路空間有効利用方策の有効性を検証し、道路空間
有効利用方策の導入に向けた手順や課題の整理、効
果把握、評価を行うものである。本業務を履行でき
る者は、平成１５年度にプロポーザル方式により
「建設コンサルタント選定委員会」において 適な
建設コンサルタントとして特定した（株）長大の他
にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6431 （株）長大
平成１７年度　１号岡崎八帖交差
点検討業務委託

西井　幸春
中部地方整備局愛知国道事務
所
名古屋市千種区池下町2-62

平成17年9月15日 42,945,000

本業務は、「標準型プロポーザル方式」により技術
提案を受け、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、（株）
長大を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6432 （株）長大
平成１７年度　交通事故分析シス
テム改良業務

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年12月27日 3,622,500

「交通事故分析システム」は名古屋国道事務所が全
国に先駆け開発したシステムであり、他に同種のシ
ステムは存在していない。地図基盤として適用され
ている道路台帳附図の更新にあたっては、GISの根
幹からデータベース登録が必要とされており、マ
ニュアル等に従い作業を行う環境は整備されていな
い状況にある。このため、任意の業者で道路台帳附
図更新を行う場合は、GISプログラムの開発から検
討や作業を進める必要が生じ、多大な時間・労力
（＝費用）を伴うものとされる。また、業務の履行
にあたってはシステムの内容を熟知している必要が
ある。推薦業者は「交通事故分析システム」のプロ
グラム著作権を有し、道路台帳附図の更新を遂行す
るに唯一の者であり推薦業者をおいて他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6433 （株）長大
平成１７年度　将来交通量推計検
討業務

山口　一美
中部地方整備局東海幹線道路
調査事務所
豊橋市駅前大通2-33-1 開発ビ
ル6階

平成17年12月27日 24,675,000

本業務は、将来道路網整備による整備効果等の把
握・交通解析を行うための基礎資料の作成として、
平成１７年度に実施された全国道路交通情勢調査
（道路交通センサス）で得られたデータに基づき、
中部地方整備局管内における将来交通需要予測を行
うための基礎データの作成、交通量配分手法の検討
などを複数年かけて行うものである。本業務は、内
容が技術的に高度なため、「建設コンサルタント選
定委員会」が、当該業務についてプロポーザルに基
づき技術的に 適として（株）長大を選定した。以
上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さな
いと認められるため、会計法第２９条の３第４項及
び予決令第１０２条の４第３号により随意契約する
ものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6434 （株）長大
平成１７年度　２５８号大桑道路
整備計画検討業務委託

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成18年1月17日 9,870,000

本業務は、専門的な技術を要求される内容であるた
め、「標準型プロポーザル方式」 により、「建設
コンサルタント選定委員会」において、 適な建設
コンサルタントと して、(株)長大を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6435 （株）長大
平成１７年度　東海環状岐阜武芸
川関地区予備設計業務委託

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成18年1月17日 21,630,000

本業務は、専門的な技術を要求される内容であるた
め、「プロポーザル方式」により、「建設コンサル
タント選定委員会」において、 適な建設コンサル
タントとして、（株）長大を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6436 （株）長大
平成１７年度　４１号阿多粕改良
牛牧谷橋設計業務委託

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成18年1月26日 6,930,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「簡便型（通常型）
プロポーザル方式」により、「建設コンサルタント
選定委員会」において、 適な建設コンサルタント
として、株式会社長大を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6437 （株）鶴見精機
平成１７年度　波浪観測システム
保守点検業務

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成17年4月5日 5,460,000

同観測システム、観測機器は（株）鶴見精機の独自
の技術によって製作設置されたものであり、観測の
内容の性格上、欠測を 小限に抑え、機器の稼働率
を高めるためにも、製作業者以外に実施できるもの
はない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6438 （株）鶴見精機
平成１７年度　水質観測所塩分計
購入

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成18年1月20日 7,633,500

本件において購入する高濃度塩分計は常時河川水中
にあり、観測データを周波数として観測局舎内の信
号変換器に送り、ここで直流電圧に変換された後、
水質自動監視装置（Ｋ－８２型Ｓ）の指示処理部で
他項目（ｐＨ、濁度、ＣＯＤ、総窒素、総リン等）
の信号と共に処理されてテレメータに出力される。
この信号変換器は（株）鶴見精機の製品であり、塩
分の他に水温、ＤＯ、導電率の観測データも同様に
変換している。これらの観測データを周波数として
伝送する方式は同社独自のものであり、他社製の塩
分計では現在のデータ伝送システムに適合すること
はできない。また、塩分計等のセンサーと信号変換
器及び指示処理部との接続調整を適切に行うことが
できるのは、これらに関する技術力と実績がある同
社だけである。以上の理由から、契約の性質又は業
務の目的が競争を許さないと認められるため随意契
約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの
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6439 （株）鶴見精機
平成１７年度　水質観測所ＤＯ・
水温計購入

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成18年3月8日 3,202,500

本件において購入する、ＤＯ・水温計は常時河川水
中にあり、観測データを周波数として観測局舎内の
信号変換器に送り、ここで直流電圧に変換された
後、水質自動監視装置（Ｋ－８２型Ｓ）の指示処理
部で他項目（ｐＨ、濁度、ＣＯＤ、総窒素、総リン
等）の信号と共に処理されてテレメータに出力され
る。この信号変換器は（株）鶴見精機の製品であ
り、ＤＯ・水温の他に塩分、導電率の観測データも
同様に変換している。これらの観測データを周波数
として伝送する方式は同社独自のものであり、他社
製のＤＯ・水温計では現在のデータ伝送システムに
適合することはできない。また、ＤＯ・水温計等の
センサーと信号変換器及び指示処理部との接続調整
を適切に行うことができるのは、これらに関する技
術力と実績がある同社だけである。以上の理由か
ら、契約の性質又は業務の目的が競争を許さないと
認められるため随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6440
（株）帝国建設コンサル
タント

平成１７年度　美濃加茂管内防災
測量設計業務委託

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成18年1月17日 17,640,000

本業務は､内容が技術的に高度なものの上､専門的な
技術及び経験と知識が要求されるため､簡便型(通常
型)プロポーザル方式によ り、「建設コンサルタン
ト選定委員会｣において､ 適なコンサルタントとし
て､㈱帝国建設コンサルタントを選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6441 （株）電業社機械製作所
平成１７年度２５号関トンネル非
常用施設修繕工事

村松　千明
中部地方整備局北勢国道事務
所
四日市市南富田町4-6

平成17年8月17日 133,665,000

会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令９
９条の２に基づく、不落札随契を行うものである。
(会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令
第９９条の２）

その他 競争入札に移行したもの

6442
（株）東京ソイルリサー
チ

平成１７年度　東海環状西関地区
水利用状況調査

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成18年2月15日 5,124,000

本業務は、専門的な技術を要求される内容であるた
め、「プロポーザル方式」により、「建設コンサル
タント選定委員会」において、 適な建設コンサル
タントとして、（株）東京ソイルリサーチを選定し
た。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6443
（株）東京建設コンサル
タント

平成１７年度　国道１号道路整備
効果検討業務委託

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年4月18日 61,530,000

本業務の業者選定にあたっては、業務内容が技術的
に高度なため、昨年度、平成１６年度に「プロポー
ザル方式」により、２カ年業務として「建設コンサ
ルタント選定委員会」において、 適な建設コンサ
ルタントとして、株式会社東京建設コンサルタント
を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6444
（株）東京建設コンサル
タント

平成１７年度　１号静清ＢＰ遮音
壁詳細設計業務委託

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年5月19日 30,555,000

本業務は、内容が技術的に高度なもののため、「プ
ロポーザル方式」により、「建設コンサルタント選
定委員会」において、 適な建設コンサルタントと
して、（株）東京建設コンサルタントを特定した。
よって、随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6445
（株）東京建設コンサル
タント

平成１７年度　２３号要町環境施
設帯検討業務委託

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年6月9日 23,310,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるため、「プロポーザル方式」によ
り「建設コンサルタント選定委員会」において、
適な建設コンサルタントとして、東京建設コンサル
タント㈱を特定した。以上の理由から、契約の性質
又は目的が競争を許さないと認めるため、随意契約
するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6446
（株）東京建設コンサル
タント

平成１７年度　１号静清ＢＰ昭府
地区橋梁詳細設計業務委託

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年8月5日 78,435,000

本業務は、内容が技術的に高度なもののため、「プ
ロポーザル方式」により、「建設コンサルタント選
定委員会」において、 適な建設コンサルタントと
して、（株）東京建設コンサルタントを特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6447
（株）東京建設コンサル
タント

平成１７年度２３号中勢道路三行
地区橋梁詳細設計業務

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年8月31日 28,455,000

本業務は、標準的な業務の実施方法等（標準歩掛
等）が定められていないため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適なコンサルタントとして、（株）東京
建設コンサルタントを選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6448
（株）東京建設コンサル
タント

平成１７年度　矢作川水系河川整
備計画高水・河道検討業務委託

森岡　泰裕
中部地方整備局豊橋河川事務
所
豊橋市中野町字平西1-6

平成17年9月14日 19,110,000

本業務は、平成１６～１７年度の２年間において実
施するものであり、内容が技術的に高度で、専門的
な技術が要求されるもののため、平成１６年度に
「プロポーザル方式」により「建設コンサルタント
選定委員会」において、 適な建設コンサルタント
として（株）東京建設コンサルタントを選定したも
のであり、、プロポーザルの２年目の業務である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6449
（株）東京建設コンサル
タント

平成１７年度　東海環状綾野北高
架橋詳細設計業務委託

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年9月27日 55,230,000

本業務は、専門的な技術を要求される内容であるた
め、「プロポーザル方式」により、「建設コンサル
タント選定委員会」において、 適な建設コンサル
タントとして、（株）東京建設コンサルタントを選
定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6450
（株）東京建設コンサル
タント

平成１７年度　２３号道路概略検
討業務委託

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年9月29日 50,295,000

本業務については、平成１５年度に国道２３号の車
線削減手法及び整備効果を内容とした検討をプロ
ポーザル方式で契約して実施したところであり、所
期の目的を達成するため、本年度も引き続き業務を
実施するものである。本年度業務においては、過年
度において実施した国道２３号の車線削減手法及び
整備効果検討を基礎として、国道２３号以外の道路
の周辺地域における影響を検討する。当該検討は過
年度業務と一体不可分であり、過年度において実施
した情報・知識を熟知していることが必要不可欠で
ある。また、本業務の成果は、国道２３号沿道住民
と継続的に実施している会議の基礎資料となるもの
であり、検討における一貫性が求められる。従っ
て、本業務の実施に必要な条件を満たす業者は
（株）東京建設コンサルタントの他にない。よっ
て、随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）
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公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

6451
（株）東京建設コンサル
タント

平成１７年度　施工合理化調査業
務委託

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年10月7日 6,037,500

本業務は、土木工事標準歩掛改定のための基礎資料
の作成ならびに現行歩掛との比較検討を実施する業
務であり、内容が技術的に高度なため「建設コンサ
ルタント選定委員会」が、当該業務についてプロ
ポーザルに基づき技術的に 適として（株）東京建
設コンサルタントを選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6452
（株）東京建設コンサル
タント

平成１７年度木曽川水系想定氾濫
解析業務

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年11月1日 10,762,500

 本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的
な技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、（株）
東京建設コンサルタントを特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6453
（株）東京建設コンサル
タント

平成１７年度　交通事故データ分
析図作成業務委託

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年11月18日 7,875,000

本業務は、主たる業務の標準歩掛によって積算がで
きないため、「プロポーザル方式」により、「建設
コンサルタント選定委員会」において、 適な建設
コンサルタントとして、（株）東京建設コンサルタ
ントを特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6454
（株）東京建設コンサル
タント

平成１７年度　２３号豊橋東ＢＰ
東細谷地区道路詳細設計業務委託

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年11月30日 55,440,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため「プロポーザル方式」
により、「建設コンサルタント選定委員会」におい
て、 適な建設コンサルタントとして、株式会社東
京建設コンサルタントを特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6455
（株）東京建設コンサル
タント

平成１７年度　揖斐川　大江排水
機場撤去及び護岸実施設計業務

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成17年12月21日 8,872,500

本業務は、主たる工種が標準歩掛等によって積算が
不可能なため、「簡便型プロポーザル」により「木
曽川下流河川事務所建設コンサルタント選定委員
会」において、 適な建設コンサルタントとして、
㈱東京建設コンサルタントを特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6456
（株）東京建設コンサル
タント

平成１７年度　減災型社会の構築
に向けた住まい方検討業務

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年12月27日 9,765,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「簡便型プロポーザ
ル方式」により、「建設コンサルタント選定委員
会」において、 適な建設コンサルタントとして、
ニュージェック（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6457
（株）東京建設コンサル
タント

平成１７年度　４７４号飯喬道路
橋梁詳細修正設計業務委託

若尾　豊信
中部地方整備局飯田国道事務
所
飯田市東栄町3350

平成18年1月26日 28,770,000

本業務は、内容が高度な技術と豊富な経験が要求さ
れるもののため「プロポーザル方、式」により「建
設コンサルタント選定委員会」において、 適な建
設コンサルタントと、して（株）東京建設コンサル
タントを特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6458 （株）東建ジオテック
平成１７年度　青崩峠道路水文環
境調査

若尾　豊信
中部地方整備局飯田国道事務
所
飯田市東栄町3350

平成17年4月1日 45,360,000

本調査は、内容が技術的に高度であるため、「平成
１５年度青崩峠道路水文環境調査（翌債）」発注に
あたり「簡便型プロポーザル方式」に基づき、技術
的に 適な建設コンサルタントとして（株）東建ジ
オテック名古屋支店を選定し、随意契約を締結し調
査を実施した。平成１７年度の業務においても、平
成１６年度と同様の調査を行うものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
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びにその所属する部局
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契約金額
（円）
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（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

6459 （株）東芝
平成１７年度　丸山ダムＣＣＴＶ
監視制御装置改造工事

八田　文夫
中部地方整備局丸山ダム管理
所
岐阜県加茂郡八百津町鵜の巣
1422-5

平成18年1月12日 9,450,000

映像配信の選択機能を付加し、操作画面の改良を行
うためには、既設のCCTV監視制御装置の改造が不可
欠である。既設のCCTV監視制御装置は、製造メー
カー独自の信号および制御に関する電気的条件によ
り製造されたハードとソフトが一体となった装置で
あるため、既設装置を製作した会社でないと改造す
ることが出来ない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

6460 （株）東芝
平成１７年度　小里川ダムＣＣＴ
Ｖ設備改造工事

中島　一好
中部地方整備局小里川ダム管
理所
恵那市山岡町田代1565-21

平成18年1月17日 16,275,000

画面構成の変更に伴うソフトウェア処理変更には、
著作権（財産権及び著作者人格権）が発生し、財産
権は国が所有しているが、著作者人格権は、既設Ｃ
ＣＴＶ監視制御装置を設計・製作した当該業者が所
有しているものであり、他社では実施することがで
きない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

6461 （株）東芝
多重無線通信装置（名古屋局外１
局）改造１式

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成18年1月23日 6,615,000

本件は、多重無線通信装置の伝送容量確保のため、
伝送容量を６Mbps×16から５２Mbps＋６Mbps×8に
変更するものであり、装置は（株）東芝が製造し、
個々のインターフェイスユニットが各社の独自仕様
である。このため、改造に必要な信号処理部ｲﾝﾀｰﾌｪ
ｲｽ盤（５２Ｍ）、信号処理部ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ盤（５２Ｍ
光）が（株）東芝以外では製造出来ない。従って、
本改造を実施出来る者は（株）東芝の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6462 （株）東芝
平成１７年度木曽川上流河川情報
設備改造工事

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成18年2月17日 10,815,000

本装置は、ハードウェア及びソフトウェアを株式会
社東芝が独自の技術により設計製作したものであ
り、作業内容は河川情報設備及びＣＣＴＶ装置の改
造が主であり、ハードウェア及びソフトウェアを熟
知した株式会社東芝でなければ行うことができな
い。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

6463
（株）藤川不動産鑑定事
務所

不動産鑑定料

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市浩広明町297

平成18年3月10日 1,098,510

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識
と不動産の鑑定評価に関する法律に基づく不動産鑑
定士の資格が必要である。今回、依頼した不動産鑑
定士は、公共用地取得における多くの業務受託実績
を有しており、また、当該地域における適正な取引
事例も豊富に収集し、かつ、地価動向等の情報収集
能力にも優れているため、当該地域の不動産鑑定に
おける高い信頼性を有する者と認められるものであ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能
力を有する者としては同人が 適である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6464 （株）読売新聞東京本社
平成１７年度　四日市広報その２
業務

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年11月7日 2,190,300

本業務の遂行にあたっては、三重県の広い地域に広
報を行う必要があるため、三重県内の新聞発行部数
が多い読売新聞に掲載することが本業務の趣旨を達
成するうえで効果的で効率的な方法である。以上の
理由から、随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの
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6465
（株）日刊建設工業新聞
社

図書１点

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年7月14日 4,777,500

本図書は、東海環状自動車道を含めた名古屋都市圏
の幹線道路の役割について、交通工学、地域整備、
道路整備に携わる有識者５名から意見を聞き、今後
の道路整備のあり方や展望、課題について纏められ
た唯一の図書であり、道路行政に携わる者にとって
有意義な図書であるとともに、道路整備の必要性等
について広く一般に説明する資料としても十分に活
用できる図書である。よって、発行元である日刊建
設工業新聞社と随意契約を行うものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6466
（株）日刊建設通信新聞
社　中部支社

定期刊行物

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

1,713,600

再販売価格が維持されている出版元
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6467 （株）日建設計シビル
平成１７年度　長良川渇水時水質
検討業務委託

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成18年3月13日 4,305,000

本業務は、水質予測シミュレーションを的確に行う
ため、使用するモデルの構造・諸係数を決定すると
ともに、与える流量・水質・気象条件・流速等のパ
ターンを十分に検討しなければならない。さらに、
モデルの理論上の検討のみでなく、実測データに基
づいて再現性を検証されていなければ予測結果を信
頼することはできない。（株）日建設計シビルは、
平成１５年度業務において、比較的小規模の流量変
化が長良川河口堰上流水域の水質に与える影響をシ
ミュレーション計算により詳細に検討した実績を有
しており、従来より再現性の高い水質予測シミュ
レーションモデルを確立している。したがって、現
時点において近年の渇水時データにより再現性が検
証されたモデルを有するのは同社のみである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6468 （株）日水コン
平成１７年度伊勢湾流域別下水道
整備総合計画検討業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年7月4日 8,190,000

本業務は、伊勢湾内に流入する各県（長野県、岐阜
県、愛知県、三重県）への許容汚濁負荷量の配分案
を検討するための基礎調査、汚濁解析を行うもので
あり、内容が技術的に高度のため「建設コンサルタ
ント選定委員会」が当該業務についてプロポーザル
に基づき技術的に 適として（株）日水コンを選定
した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6469
（株）日本構造橋梁研究
所

平成１７年度　多治見管内橋梁補
強設計業務委託

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成17年12月14日 10,867,500

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため「プ、ロポーザル方
式」により「建設コンサルタント選定委員会」にお
いて、 適な建設コン、サルタントとして、株式会
社日本構造橋梁研究会を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6470 （株）日本設計
Ｈ１７日本国際博覧会長久手日本
館資源循環等検証業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年9月8日 4,620,000

当初の業務は、プロポーザル方式で特定した同社と
随意契約している。本業務は当初からの業務と一連
のものであり、当初から業務を遂行した際の知見が
本業務を遂行する上でも必要不可欠となるため、引
き続き同社と随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）
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6471
（株）日本能率協会総合
研究所

平成１７年度　建設副産物実態調
査及び集計業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年8月4日 15,277,500

本業務は、経年的な変化等を把握するために過年度
調査と同様の集計プログラムを用いて集計を実施す
るため、過年度調査と同様の集計プログラムシステ
ムを保有し、調査を行った実績を有する必要があ
る。このため独自の集計プログラム及びデータ
チェックプログラムとその著作権を有し、平成２年
度の第１回調査より調査票の設計及び調査結果の集
計業務を実施している㈱日本能率協会総合研究所の
他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6472
（株）日本能率協会総合
研究所

平成１７年度　建設発生土有効利
用促進方策検討業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年10月6日 9,135,000

本業務は、公共建設事業から発生する建設発生土に
ついて、民間と連携した有効利用促進方策を検討す
る業務であり、内容が技術的に高度なため「建設コ
ンサルタント選定委員会」が、当該業務についてプ
ロポーザルに基づき技術的に 適として（株）日本
能率協会総合研究所を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6473
（株）日本能率協会総合
研究所

平成１７年度都市機能の集積誘導
に向けた交通分析調査業務委託

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年12月20日 7,875,000

今回の業務は、内容がパーソントリップ調査に関す
る知識と経験を踏まえた実施手法の提案を求めて行
うことが適切なものであることから「簡便型プロ
ポーザル方式」による業者選定を実施し、「中部地
方整備局建政部建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、株式会
社日本能率協会総合研究所を特定した。よって、会
計法第２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により随意契約しようとする
ものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6474 （株）日立ビルシステム
平成１７年度　エレベータ設備点
検業務

松岡　博
中部地方整備局横山ダム工事
事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山
1330

平成17年4月1日 1,020,600

本件は、エレべータ設備の点検整備を行うものであ
る。当エレベータは日立独自の設計に基づく技術と
機能を有しているため、それらの機能を充分熟知し
ている（株）日立製作所直系のエレベータサービス
部門の（株）日立ビルシステムの他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

6475 （株）日立ビルシステム
平成１７年度　静岡国道事務所昇
降設備保守業務

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年4月1日 1,713,600

本件は、エレベーター設備について保守を行うもの
である。本設備の機能上、人命尊重の立場から特に
安全性、正確性が要求され、構造、性質などを熟知
した技術者が必要であり、また、突発的な故障に対
しては迅速な対応が要求される。以上の要件を満た
すことが出来るのは、本設備の製造及び設置した
（株）日立製作所のエレベーターの保守部門を専属
に担当する（株）日立ビルシステムのみである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

6476 （株）日立ビルシステム
平成１７年度　小里川ダム昇降設
備保守業務

中島　一好
中部地方整備局小里川ダム管
理所
恵那市山岡町田代1565-21

平成17年4月1日 4,200,000

本業務は、堤内昇降用エレベータ設備の保守点検を
おこなうものである。本設備の機能上、人命尊重の
立場から特に安全性、正確性が要求され、当該保守
業務にあたっては、構造、性質などを熟知した技術
者が必要であり、また、緊急時における遠隔監視装
置及び非常電話通報システムによる迅速な対応が要
求される。以上の要件を満たすことができるのは、
本設備の製造及び設置した（株）日立ビルシステム
のみである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
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6477
（株）飛騨高山テレ・エ
フエム

平成１７年度高山国道事業広報放
送業務委託

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成17年4月1日 8,715,000

飛騨地域を放送エリアとしている放送局の中で、高
山市内にあって地域に根ざした番組を制作し放送し
ているのは推薦業者のみであり、当該地域で日常の
広報活動が可能なのは推薦業者しかいない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6478 （株）文化映画新社
平成１７年度　高山国道管内記録
ビデオ撮影業務

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成17年6月14日 2,845,500

映画・ビデオ等の映像著作物の著作権については、
著作権法第２９条第１項で映像製作者に帰属するこ
とが規定されており、広報用映像の作成に際し、企
画者が全作成費を搬出して映像の作成を製作者に依
頼した場合においても、その著作権は、まず著作者
である製作者に発生することになる。本業務は、過
年度に撮影した事業箇所の当年度事業分を撮影する
ものであり、これまでの一連の映像の著作権は
（株）文化映画新社が保有している。したがって、
これらの条件を充足するものは（株）文化映画新社
の他にない。以上の理由から、契約の性質又は目的
が競争を許さないと認められるため、随意契約しよ
うとするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6479 （株）文化映画新社
平成１７年度　飯田国道管内映像
制作業務

若尾　豊信
中部地方整備局飯田国道事務
所
飯田市東栄町3350

平成17年6月28日 9,775,500

本業務の実施にあたっては過年度からの事業経緯・
工事記録を一連の映像として収めることにより目的
を達するため、平成１２年度から継続して映像記録
等を行ってきたこれまでの一連の映像資料を所有
し、かつ、内容を熟知している必要がある。文化映
画新社㈱は事業当初から業務を実施していることか
ら、一連の映像資料（著作物）の著作権を有する唯
一の業者であり、本業務を履行できる者は文化映画
新社㈱の外にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6480 （株）文化映画新社
平成１７年度　高山国道管内広報
ビデオ作成業務

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成18年1月16日 3,360,000

映画・ビデオ等の映像著作物の著作権については、
著作権法第２９条第１項で映像製作者に帰属する。
広報用映像の作成に際し、企画者が全作成費を搬出
して映像の作成を製作者に依頼した場合において
も、その著作権は、製作者に発生することになる。
本業務は、過年度に撮影した事業箇所を編集活用
し、広報ビデオに必要な映像を撮影するものであ
り、これまでの一連の映像の著作権は（株）文化映
画新社が保有しているため著作者に依頼することで
制作費の低減が図られる。以上の理由から、契約の
性質又は目的が競争を許さないと認められる。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6481 （株）北星實業
平成１７年度　大型電子複写機の
賃貸借

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成17年4月1日 2,502,360

当該借り上げようとする機器は、５年間借り上げを
前提とした経済的に有利な年間額により、上記推薦
業者と契約しているものである。また、当該５年間
の満了日（平成１８年３月３１日）を待たずに新た
に競争契約する合理的な理由がない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6482 （株）北星實業
平成１７年度　複合機の保守及び
消耗品供給

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成17年4月1日 2,739,747

当該複合機は富士ゼロックス（株）の製品であり、
販売条件として機器の保守の別途契約を条件として
いるもので、機能維持のための消耗品等を保守契約
以外に調達する方る方法がないものである。当該業
者は本件に係る機器の販売業者であり、当該業者以
外に本件を履行できる者はいない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約
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6483 （株）北星實業
平成１７年度ゼロックス電子複写
機保守

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年4月1日 2,449,758

本機器の保守及び消耗品の供給は、機器を販売した
メーカー代理店である株式会社北星實業との契約に
よるほか調達方法がない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

6484 （株）毎日
平成１７年度　紀勢国道広報誌作
成業務委託

松本　良一
中部地方整備局紀勢国道事務
所
松阪市鎌田町144-6

平成17年5月24日 4,095,000

本業務は、内容が技術的に高度のため、平成１６年
度に「紀勢国道事務所建設コンサルタント等選定委
員会」が当該業務についてプロポーザルに基づき技
術的に 適として、（株）毎日を選定した。プロ
ポーザル依頼時に２ヶ年業務として提出要請書を出
しており、今年度は昨年度業務を継続して実施する
業務である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6485 （株）毎日
平成１７年度　小里川ダム広報誌
作成業務

中島　一好
中部地方整備局小里川ダム管
理所
恵那市山岡町田代1565-21

平成17年7月11日 11,907,000

本業務は、平成１６年度に内容が技術的に高度なも
の又は専門的な技術が要求されるもののため「プロ
ポーザル方式」により、「建設コンサルタント選定
委員会」において、 適な建設コンサルタントとし
て、（株）毎日を特定した。プロポーザル時に提出
された技術提案書に、広報誌の発刊予定が全９回で
計画されており、平成１７年度はその中間年度であ
る。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6486 （株）毎日新聞社
平成１７年度　四日市広報その３
業務

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年11月7日 2,278,500

本業務の遂行にあたっては、三重県の広い地域に広
報を行う必要があるため、三重県内の新聞発行部数
が多い毎日新聞に掲載することが本業務の趣旨を達
成するうえで効果的で効率的な方法である。以上の
理由から、随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6487 （株）毎日新聞社
平成１７年度　道路整備に関する
広報業務

山口　一美
中部地方整備局東海幹線道路
調査事務所
豊橋市駅前大通2-33-1 開発ビ
ル6階

平成18年3月23日 5,250,000

株式会社毎日新聞社は、過年度において「みちづく
りの温故知新シンポジウム（平成１６年３月）」、
「みちを考えるシンポジウム（平成１５年３月）」
等の道路整備に関するシンポジウムや座談会等の広
報企画運営の多数の実績があり、道路整備が果たし
てきた役割や地域状況等について詳細な情報及び知
識を有していると共に、行政や有識者等との調整に
も長けている。本業務は、平成１８年３月１１日の
紀勢自動車道（勢和多気ＪＣＴ～大宮大台ＩＣ間
L=13.4km）の開通を機に、道路整備における関係者
及び有識者等が議論する「みちを考える座談会」を
開催し、その特集新聞掲載を企画している株式会社
毎日新聞社より広告企画案の提案があり、その提案
に基づき新聞掲載により広報を行うものであり、本
業務内容を熟知し、効率的かつ効果的な広報が行え
る唯一の者である。したがって本業務の履行に必要
とされる諸条件を充足する者は株式会社毎日新聞社
の他にない。以上の理由から、契約の性質又は目的
が競争を許さないと認められるため、随意契約する
ものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの
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6488 （株）名邦テクノ
平成１７年度　庄内川底質改善検
討調査

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年11月9日 3,465,000

本業務の底泥を再利用する底質の改善は、極めて先
進的かつ特殊な業務であり、特定の経験、知識が必
要不可欠である。株式会社名邦テクノは、我が国の
底質改善の分野での先進的な研究者であり、信州大
学、豊田工業高等専門学校で底質改善についても講
師を行っていた井上祥一郎を取締役技術本部長とし
て擁するなど、現地の底泥に含まれる砂と砂以外の
再利用を考慮した新しい底質改善法（砂質底質再生
法）の実験にかかる経験、知識を持つ技術者を有し
ている。したがって、本業務の履行に必要とされる
諸条件を充足する者は株式会社名邦テクノの他には
ない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6489 （株）緑星社 大島水制２　標識灯復旧作業

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成17年5月18日 1,617,000

本業務は、緊急時の対応であり現地の状況及び施設
についての十分な知識と技術力が必要であることか
ら、旧施設の設置及び保守点検を実施するなど、現
地の状況に精通している㈱緑星社を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6490
（財）静岡県埋蔵文化財
調査研究所

平成17年度　東駿河湾環状道路埋
蔵文化財発掘調査業務委託

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成17年4月1日 160,270,950

東駿河湾環状道路関連事業に伴う埋蔵文化財発掘調
査に関する協定書に基づき委託するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6491 （財）桜華会館 会議費及び会場借上料

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

1,825,710

近隣で安価のため
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6492
（財）静岡県生活科学検
査センター

平成１７年度　狩野川水質調査

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年4月1日 10,195,500

本業務における水質調査は、生活環境項目、健康項
目、排水基準項目、富栄養化関連項目、地球環境そ
の他の項目及び底質試験と多岐にわたっており、本
分析を行うには環境全般、水質環境、分析器具等に
対する充分な知識と豊富な経験が必要とされる。ま
た、本分析結果は、内部検討ばかりでなく測定結果
として公表されており、その内容は何よりも公正さ
が必要とされ、中立的な組織での作業が必要であ
る。（財）静岡県生活科学検査センターは財団法人
という中立的な立場で、静岡県を始め各種団体の各
種多岐にわたる化学分析を行っている実績があり、
駿河及び伊豆地域においては本業務で必要とする全
ての項目を分析できる能力を有するとともに、公
正・中立な立場の組織は他にはない。従って、本契
約を行うに際し、（財）静岡県生活科学検査セン
ターのみが実施可能な契約相手である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

6493
（財）静岡県生活科学検
査センター

平成１７年度　水質分析作業

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成17年4月7日 8,085,000

当作業における分析は、生活環境項目、健康項目、
排水基準項目、富栄養化関連項目、地球環境その他
の項目及び底質試験と多岐にわたっており、本分析
を行うには、環境全般、水質環境分析器具等に対す
る十分な知識と豊富な経験が必要とされるととも
に、時間変化に伴う水質変化を考慮し速やかな分析
が実施できることが必要不可欠である。また、本分
析結果は、内部検討のみばかりではなく、測定結果
として公表されており、その内容は何よりも公正さ
が必要とされ、中立的な組織での作業が必要であ
る。（財）静岡県生活科学検査センターは、静岡県
を始めとする公的機関等の必要とする全ての分析項
目を分析する能力・実績を有するとともに公正・中
立的な組織であり、静岡市近隣に本作業を実施でき
る機関は（財）静岡県生活科学検査センター以外に
ない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

6494 （財）地域総合研究所
平成１７年度　丸山ダム水源地域
ビジョン検討業務

八田　文夫
中部地方整備局丸山ダム管理
所
岐阜県加茂郡八百津町鵜の巣
1422-5

平成17年6月28日 11,602,500

本業務の遂行にあたっては、岐阜県内の地域にかか
わる諸問題について総合的な調査分析及び計画策定
に精通し、中立的な立場での判断が求められる。財
団法人地域総合研究所は岐阜県内の経済を主軸とす
る地域にかかわる諸問題について総合的な調査分析
及び計画策定を行い、もって岐阜県における地域社
会の振興発展に寄与することを主たる目的で設立さ
れた財団であり、特定地域における地域経済振興策
及び総合社会問題の研究並びに住民意識調査等につ
いての知識を有している。よって、本業務の履行に
必要とされる諸条件を充足するものは、財団法人地
域総合研究所の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

6495 （財）地域総合研究所
平成１７年度美し地域づくり広域
連携検討業務

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年7月6日 21,766,500

本業務の実施にあたっては、広域的な視野に立ち、
それぞれの地域資源を統一的に評価する必要があ
り、各地域の特性を的確に把握することが必要であ
る。（財）地域総合研究所は、岐阜県における地域
社会の振興発展に寄与することを目的に設立された
財団であり、これを達成する為に、周辺地域の諸問
題について、総合的な調査分析及び計画策定を行っ
ている。このため、環伊勢湾地域間交流調査業務、
飯田国道管内地域連携検討業務、「美し国づくり」
資源調査業務等々多数の実績を有しており、これら
の業務に精通したスタッフが整っているとともに、
学識経験者や行政、マスコミをメンバーとした「美
し地域づくり検討委員会」を自ら組織し、同分野の
研究に取り組んでおり、地域資源を広域的視野で統
一的に評価できるのは、（財）地域総合研究所以外
にない。よって、随意契約しようとするものであ
る。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの
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6496 （財）地域総合研究所
平成１７年度　道路整備計画推進
検討業務委託

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成17年7月22日 6,405,000

（財）地域総合研究所は、岐阜県の経済を主軸とす
る地域に関わる諸問題について総合的な調査分析及
び計画策定を行い、もって岐阜県における地域社会
の振興に寄与する事を目的に設立された機関であ
り、自主事業においては、当該地域に密着したＮＰ
Ｏ等とともにまちづくりの支援活動を実施し、地域
づくりの情報交換と啓発活動を活発におこなってお
り、本業務に必要とされる専門的な知識、豊富な経
験、地域ＮＰＯ等の密接な関係を有しているととも
に、直接、間接的にも利害関係に関わりのない中立
な機関である。④したがって、当所管内にはこれら
諸条件を充足する者は、（財）地域総合研究所の他
にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6497 （財）地域総合研究所
平成１７年度　根尾谷の砂防と歴
史、文化に関する検討業務委託

神野　忠広
中部地方整備局越美山系砂防
事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺
137

平成17年8月1日 10,185,000

本業務は、昨年度に引き続き、歴史資産を守る上で
砂防事業、特に近代砂防が果たしてきた役割等の調
査を実施し、解りやすい冊子を刊行し今後の根尾谷
の砂防事業に資するものである。上記法人は、岐阜
県内の地域にかかわる諸問題について総合的な調査
分析及び計画策定を行い、地域社会の振興発展に寄
与することを目的に設立されており、本業務に関わ
る地域の歴史と文化に関して調査・研究並びにこの
分野における高度な知識の蓄積、豊富な経験を有し
ており、更には越美山系砂防事務所管内を含む県内
のこれらの研究においても、大学等と連携した指導
体制を整え、各専門家とのネットワークによる研究
体制を整えている唯一の専門機関である。また、東
海北陸地域における国道事務所や河川事務所から委
託を受け、地域の文化や歴史、人びとのくらしの視
点から、社会資本整備の必要性を論証した調査実績
を有している。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

6498 （財）地域総合研究所
平成１７年度　環伊勢湾地域間交
流調査業務

山口　一美
中部地方整備局東海幹線道路
調査事務所
豊橋市駅前大通2-33-1 開発ビ
ル6階

平成17年8月12日 14,175,000

本業務の実施にあたっては、道路整備という視点か
ら地域の歴史・文化等を調査する豊富な経験を持
ち、効率的に業務を遂行するための地域に関する基
礎資料の蓄積が必要であること。また、地域の情報
を扱うことから、地域への影響を考慮した公平・中
立性の立場から業務を遂行する必要がある。財団法
人地域総合研究所は、地域特有の資源を活用した個
性的な地域づくりにより、地方から中央へ社会のあ
り方を発信することを目的に設立された公益法人で
あり「地域固有の、資源を生かす地域づくりのため
の文化自然誌調査」などを研究テーマとしている。
また、本業務の実施に必要な中部地方整備局管内の
地域の歴史・文化等に関する豊富な調査経験、本調
査の関連地域である愛知県・岐阜県・三重県等関連
するほぼすべての地域に関する基礎資料の蓄積が十
分あり、これまでの研究実績から地域の歴史・文化
等各専門分野における学識者等専門家のアドバイス
を的確に受けながら公平・中立性の立場から本業務
を遂行できる唯一の研究機関である。したがって、
本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は
財団法人地域総合研究所の他にない。以上の理由か
ら、随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの
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6499 （財）地域総合研究所
平成１７年度　住民意識による事
後評価検討業務委託

西井　幸春
中部地方整備局愛知国道事務
所
名古屋市千種区池下町2-62

平成17年9月2日 22,260,000

本業務は、過年度より継続して「東海環状自動車道
の総合的な評価業務」の一部であり、供用前の意識
調査と一連の調査で、総合的に検証する必要があ
る。このことについて、（財）地域総合研究所は、
本業務のマニュアル作成や、供用前の意識調査の実
施、他の関連評価業務の実施事務所、学識経験者等
との連携調整に過年度より携わっており、本業務全
般にわたり精通・熟知している。したがって、当所
管内にこれらの諸条件を充足するものは（財）地域
総合研究所の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6500 （財）地域総合研究所
平成１７年度四日市周辺道路整備
手法検討業務

村松　千明
中部地方整備局北勢国道事務
所
四日市市南富田町4-6

平成17年10月14日 9,796,500

本業務の実施にあたっては、地域の特性を的確に把
握するとともに、広域的な視野に立ち、公平・中立
的な立場から、それぞれの地域資源を統一的に評価
することが必要である。財団法人地域総合研究所
は、地域にかかわる諸問題について総合的な調査分
析及び計画策定を行い、もって地域社会の振興に寄
与することを目的として活動している公益法人で、
中部地域において地域特有の歴史文化性を反映した
美しい地域をつくりあげるために、学識経験者等交
えた「美し地域づくり検討委員会」を自主組織とし
て運営し、同分野の研究に取り組んでいるととも
に、環伊勢湾地域間交流調査業務、美し地域づくり
広域連携検討業務及び「美し地域づくり」資源調査
業務等多数の同様な業務の実績を有している唯一の
シンクタンクである。したがって、本業務の履行可
能な者は、財団法人地域総合研究所の他にない。以
上の理由から、契約の性質及び目的が競争を許さな
いと認められるため、随意契約しようとするもので
ある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 企画競争を実施

6501 （財）地域総合研究所
平成１７年度　東海北陸地域活性
化調査業務委託

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成17年10月17日 10,437,000

本業務の履行にあたっては、平成１６年度東海北陸
地域活性化調査業務委託に引き続き行う業務であ
り、東海・北陸地域の地域行政機関、経済団体、旅
行会社、学識経験者、他省庁（経済産業省）などか
らなる「懇談会」及び「協議会」等を開催し、業務
遂行する必要があり、これまで当該地域における
「懇談会「協議会」等の経験が多く、当該地域の産
業、文」化、歴史、人、地域づくりなど幅広い知識
を必要とする。財団法人地域総合研究所は「岐阜県
内の経済を主軸とする地域にかか、わる諸問題につ
いて総合的な調査分析及び計画策定を行い、もって
地域社会の振興発展に寄与する」ことを目的に設立
した財団法人であり、東海。地域、北陸地域とその
周辺地域の発展のため、長年にわたって調査研究活
動を行っており、経済団体・人、企業人、地域行政
人に強いネットワークを有しているとともに、本業
務に必要なデータ、知識を有し地域の状況等に精通
していることから、この業務を遂行できるのは、財
団法人地域総合研究所の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

6502 （財）地域総合研究所
平成１７年度　東海環状自動車道
整備効果検討業務

山口　一美
中部地方整備局東海幹線道路
調査事務所
豊橋市駅前大通2-33-1 開発ビ
ル6階

平成17年10月27日 21,231,000

本業務は、自治体、地元経済界へのアンケート調
査、ヒアリング調査を行いその施策、意向を把握す
るものであるため、対象となる自治体の行政施策に
充分に通じ、経済界との緊密な関係が構築されてい
ることが必要であり、かつ、地域の未成熟な情報を
扱うことから、公平・中立の立場を必要とする。ま
た、沿線都市連携・沿線地域経済への効果・影響の
解析・今後の施策検討等においては、専門的能力も
必要とする。さらに、本業務は過年度の「環状道路
整備効果検討業務」で実施した、当該路線の沿線自
治体、経済界の意見収集、意見交換及び整備効果検
討を踏まえ、その検証も併せて継続的に実施するも
のであり、過年度業務とは一体不可分である。
（財）地域総合研究所は、地域経済・産業及び地域
振興計画、その他総合社会問題に対する調査研究を
するために設立された研究機関であり、東海環状自
動車道の２／３を占める岐阜県内を中心に、広く
官・民から地域経済や地域振興計画等の数多くの調
査研究や委員会、講演・セミナーを実施しており、
地域経済及び地域振興計画等において豊富な知識・
経験を有している。また、高速道路整備効果を専門
とする学識経験者とも緊密な関係を築きながら、高
速道路整備効果について学会等への論文発表を行う
など、高度で専門的かつ豊富な知識・経験も有して
いる。さらに、過年度業務においては「環状道路整
備効果検討業務」を実施している。よって、本業務
は公共性が高く、多くの者からの情報収集を必要と
する業務であること、公平性・中立性、必要な専門
能力を有し、かつ過年度実施された業務の履行にあ
たり参照した情報、履行の経緯を熟知しているもの
に契約の相手方が特定されることから、これらの諸
条件を充足し、履行可能な者は（財）地域総合研究
所の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6503 （財）地域総合研究所
平成１７年度　砂防事業社会情勢
調査検討業務委託

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成17年11月9日 5,565,000

本業務を行うには、多治見砂防国道事務所管内及び
下流域における市町村・県や各種団体・地域の企業
が保有する各種地域特性資料と情報の収集を行い、
今後地域交流活動を通じて砂防事業の必要性を深め
る活動計画を策定するためには豊富な知識と高度な
解析能力が必要である。（財）地域総合研究所は地
域特有の資源を活用した個性的な地域作りにより、
地方から中央へ社会のあり方を発信することを目的
に設立された公益法人であり、多治見砂防国道事務
所管内における地方行政機関のほか、各種団体が実
施する地域の特性調査等を通じて地域特性に熟知し
豊富な経験を有し、本業務に必要とされる専門的な
情報と知識と高度な解析能力を有している。従っ
て、当所管内にこれらの諸条件を充足するものは
（財）地域総合研究所の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

6504 （財）地域総合研究所
平成１７年度　地域に調和した道
路整備のあり方検討業務委託

西井　幸春
中部地方整備局愛知国道事務
所
名古屋市千種区池下町2-62

平成17年11月10日 13,020,000

本業務の実施にあたっては、広域的な視野に立ち、
それぞれの風景資源を統一的に評価する必要があ
り、地域の特性を適格に把握することが必要であ
る。また、平成１７年度業務は平成１６年度業務の
継続業務であり、過年度業務を熟知していなければ
ならない。（財）地域総合研究所は、「美し地域づ
くり検討委員会」を組織（平成１５年１０月）し、
地域との協働による景観形成・保全の手法について
研究を継続しており、風景資源を広域的視野で、統
一的に評価することが可能であるとともに地域の歴
史文化や風土に精通している。したがって、本業務
の履行に必要とされる諸条件を充足するものは
（財）地域総合研究所の他にない。以上の理由か
ら、契約の性質又は目的が競争を許さないと認めら
れるため、随意契約を行うものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6505 （財）地域総合研究所
平成１７年度　国道１６６号整備
効果調査業務委託

松本　良一
中部地方整備局紀勢国道事務
所
松阪市鎌田町144-6

平成17年12月7日 5,271,000

本業務の実施にあたっては、地域における自然・歴
史・文化を背景とした地域経済・産業の発展におけ
る社会科学的な手法による調査、分析や、地域住民
意識の変化の調査、また県境を越えた地域の交流・
連携に関する調査・分析が不可欠であり、調査・分
析における専門的な知識、豊富な経験を有し、直
接、間接的にも利害関係に関わりのない中立的な機
関であることが必要である。（財）地域総合研究所
は、地域社会の振興発展に寄与する事を目的に設立
された財団であり、地域経済及び産業の振興発展に
関する社会科学的な手法による調査・研究、地域に
おける住民意識調査、地域振興の背景をなす自然歴
史文化の研究、県境を越えた地域交流・調査を行っ
ており、これまでに三重県を含む東海地方の調査・
研究の多数の実績を有すると共に公正な・中立的な
機関である。したがって、本業務を実施できるのは
（財）地域総合研究所以外にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6506 （財）地域総合研究所
平成１７年度　高山国道管内道路
景観検討業務委託

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成17年12月8日 7,560,000

本業務の履行にあたっては、当該地域の歴史、文
化、自然、人、地域の特性に通じ、かつ周辺環境と
調和する道路景観について幅広い見識を必要とす
る。財団法人地域総合研究所は「岐阜県内の経済を
主軸とする地域にかかわる諸問題について総合的な
調査分析及び計画策定を行い、もって地域社会の振
興発展に寄与する」ことを目的に設立した財団法人
である。また、当財団法人は、自主研究事業とし
て、景観、土木史、土木意匠、近世史､地域社会
学、環境倫理学などの専門学識経験者と道路・河川
行政機関からなる「美し地域づくり研究会」を中部
地方整備局管内を対象に進めるなど、当該地域の景
観に幅広い調査実績があることから、この業務を遂
行できるのは、財団法人地域総合研究所の他にな
い。以上の理由から、契約の性質または目的が競争
を許さないと認められるため、随意契約しようとす
るものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 企画競争を実施



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
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（円）
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（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

6507 （財）地域総合研究所
平成１７年度　道路地域連携業務
委託

若尾　豊信
中部地方整備局飯田国道事務
所
飯田市東栄町3350

平成17年12月26日 6,195,000

本業務の実施にあたっては「みち」全般と地域の歴
史・文化等との関連について、整理・、収集及び分
析できる専門的能力を有し、かつ豊富な経験を持ち
合わせていることが必要である。また、効率的に業
務を遂行するために、地域住民・観光産業へのヒア
リング調査を重点、、的に行うため下伊那地域の住
民との豊富な情報交換を円滑に実施できる専門的能
力を有し公平・中立性の立場から業務を遂行する必
要がある。財団法人地域総合研究所は「みち」と地
域特有の資源との関連性に着目した、個性的な地域
のあり方を研究しその成果を全国に発信することを
目的に設立された公益法人であり地域固有の資源を
生かす地域づくりのための文化自然誌調査を研究
テーマの一つとしているまた、本業務の実施に必要
な中部地方整備局管内の地域の歴史・文化等に関す
る豊富な調査経験を有するとともに、本調査の関連
地域である下伊那地域において学識経験者を交えた
独自の研究体制を備えており、これまでの研究実績
から地域の歴史・文化等各専門分野における学識者
等専門家のアドバイスを的確に受けながら公平・中
立性の立場から本業務を遂行できる唯一の法人であ
る。したがって、本業務の履行に必要とされる諸条
件を充足する者は財団法人地域総合研究所の他にな
い。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6508 （財）地域総合研究所
平成１７年度　名豊道路地域間交
流調査

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成18年1月18日 7,507,500

本業務の実施にあたっては、地方自治体の推薦を受
けた地域住民による調査活動が不可欠であり、地域
の歴史・文化の掘り起こしを行うには多くの調査員
による活動が必要となる。それら多くの調査員によ
る調査活動を遂行するには、常に中立・公平的な立
場であることが要求される。（財）地域総合研究所
は「峠調査会」や「文化自然誌調査会」などの住民
調査、会活動を行ってきた実績があるとともに、愛
知県、岐阜県、三重県など中部地方における地域経
済及び地域振興の背景を成す、自然･歴史･文化に関
する調査･研究とその成果の活用方策の研究を目的
に設立された公益法人であり、豊富な情報収集能力
と中立性、公平性を有する。さらに、自主事業にお
いて平成15年10月より学識経験者や行政、マスコミ
をメンバーとした「美し地域づくり検討委員会｣を
組織し、歴史文化的な交通上のつながり・地域間交
流の史実を踏まえた、美しい道づくり、美しい地域
づくりに関する自主研究を継続的に行っており、本
業務に必要とされる専門的な知識、豊富な経験を有
している。以上より、地域の史実等の豊富な情報収
集能力、住民調査会活動等の業務実績、「地域づく
り」に関する専門的な知識、経験を有し、中立性、
公平性を有する者は、（財）地域総合研究所の他に
ない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

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

6509 （財）地域総合研究所
平成１７年度　美濃加茂地域現道
空間有効利用調査業務委託

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成18年1月24日 9,450,000

本業務の実施にあたっては、地元行政施策に十分に
通じ、かつ地元住民と緊密な関係が構築されている
必要があり、地元調整も含まれることから、実施に
は中立かつ公正な  立場による調査が望まれる。ま
た住民の自主的活動を支えていく能力が必要不可欠
であり、また景観整備についての専門的能力が必要
である。（財）地域総合研究所は、岐阜国道事務所
管内の道路状況、交通特性及び社会経済状況に精通
するとともに、住民参加の手法や道路計画等につい
て豊富な専門知識と分析能力を有しており、中立か
つ公正な立場にある。また「美濃加茂市商店街連合
会・商業部会」におけるまちづくりの取り組みにお
いてオブザーバー的立場から助言を行い、「美濃加
茂市商工会議所ビジョン策定（平成13～１４年)」
に関わり、かにNPOセンター主催の「市民公益活動
交流促進活動」や美濃加茂市商  工会議所総会で、
まちづくりに関して助言を行うなど当該地域と緊密
な関係にある。さらに「新しい公に関する研究会」
「美し地域づくり検討委員会」などの自主事業に取
り組むなど、官民パートナーシップや景観行政につ
いての専門性を有している。以上のことから、当所
管内にはこれら諸条件を充足する者は、（財）地域
総合研究所の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

6510
（財）中部公衆医学研究
所

平成１７年度　小渋ダム水質採水
分析業務

野村　正之
中部地方整備局天竜川ダム統
合管理事務所
長野県上伊那郡中川村大草
6884-19

平成17年4月1日 11,127,585

本作業における水質等試験を行うためには、分析に
関する高度又は専門的な技術力・知識力を有しか
つ、水質の劣化を防ぐため採水地点と分析場所が近
傍に位置することが不可欠である。（財）中部公衆
医学研究所は、水質等の分析に関する多くの業務実
績を有するとともに、本作業において必要とされる
水質等の分析に関する高度又は専門的な技術力・知
識力を有している。また分析場所が飯田市に位置す
るため運搬に要する時間も少なく水質が劣化する恐
れもなく、あわせて水質事故等の緊急時においても
可能である。したがって、入札の資格を有し、本作
業の履行に必要とされる諸条件を充足する者は
（財）中部公衆医学研究所の他にはない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

6511 （財）東海技術センター
平成１７年度　単価契約水質試験
業務委託

金木　誠
中部地方整備局中部技術事務
所
名古屋市東区大幸南1-1-15

平成17年4月1日 97,222,986

本業務は、数多くの分析項目・検体数について微量
な分析を行うことから、必要な分析装置と当該項目
の分析についての十分な経験を有する分析技術者を
相当数有するとともに、水質事故時等緊急時に迅速
に対応できる体制を有していることが不可欠であ
る。財団法人東海技術センタ－は、数多くの分析項
目・検体数について、分析可能な体制及び緊急時の
対応が確保されている。したがつて、当所管内にこ
れらの諸条件を充足する者は、財団法人東海技術セ
ンタ－の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

単価契約

6512
（財）統計情報研究開発
センター

ＣＤ－Ｒ２５点

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成18年3月24日 2,216,518

本資料は、来年度から全地整で、実施する「第８回
河川現況調査」において、河川現況調査要綱に基づ
いてとりまとめる項目の基礎資料とするものであ
る。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

6513
（財）日本システム開発
研究所

平成１７年度　国道１９号交通環
境改善検討調査

若尾　豊信
中部地方整備局飯田国道事務
所
飯田市東栄町3350

平成17年7月29日 29,505,000

本業務を実施するには「国道１９号交通環境改善協
議会」での検討を受けて実施された各プログラムの
内容に精通していることが必要とされるとともに、
昨年実施した社会実験に参加した運送事業者との情
報交換が特に必要である。（財）日本システム開発
研究所は、道路運送事業の情報化・効率化など
（社）全日本トラック協会からの調査を数多く実施
しており運送事業者と豊富な情報交換を実施できる
環境が整備されている。また、これまで交通需要マ
ネジメントに関する業務も数多く実施している法人
である。また、同法人は、平成１６年度「国道１９
号交通環境改善検討調査」を実施し、国道１９号の
交通実態における幅広い知識や豊富なデータを有し
ている。また、昨年度実施した大型車を中央道に誘
導する大規模な社会実験にも携わり、実験実施広
報、参加意向確認等運送事業者とのスムーズな情報
交換体勢が確保されており、今年度実施する社会実
験の追跡調査を実施するための環境が整っている唯
一の法人である。以上の理由から、当該業務を的確
に遂行できるのは（財）日本システム開発の他には
ない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

6514 （財）日本生態系協会
平成１７年度　２３号蒲郡ＢＰ幸
田地区自然環境対策検討業務

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年9月15日 48,909,000

本業務を遂行するにあたっては、生物及び生態系に
関する専門知識に加え、調査に基づく効果的な対策
を提示する能力が必要となる。また、特に生態系に
配慮したビオトープの計画立案には、生態系の保
全、種の生育、生息空間の創出に関する情報と技術
の蓄積があること。さらに、市民、環境団体、教育
機関をはじめとした多様な意向を把握するととも
に、市民参加型の環境管理システムを構築するノウ
ハウを有することが求められる。財団法人日本生態
系協会は、①生態系の保全及び復元に関し、調査研
究を行い、政府、関係機関、その他関係方面に提
言、意見等を提出すること、②ビオトープ等の自然
環境の維持管理活動及びこれらの活動に関わる団体
への支援を行うことなどを目的とし、設立された公
益法人であり、河川や道路など社会資本整備に対す
る環境対策の提言を行うなど、これらに関する履行
実績も豊富である。このことから、特にビオトープ
に特化した環境対策を提案し、かつ市民参加型の環
境管理のための地域と行政とのコーディネートがで
きるのは、財団法人日本生態系協会のみである。以
上の理由から、契約の性質・目的が競争を許さない
と認められるため、随意契約しようとするものであ
る。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 企画競争を実施



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
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の名称及び所在地

契約を締結した日
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＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

6515 （財）日本生態系協会
平成１７年度　矢田川における河
川整備の方向性検討

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年11月4日 5,880,000

（財）日本生態系協会は、生態系の保全、復元を図
るため、国内及び国外の関係諸団体との交流を進
め、生態系の保全並びに自然環境と調和した国土利
用に関する調査研究、提言、普及啓発等を行い、
もって持続可能な社会の発展に寄与することを目的
に設立された公益法人である。同協会は、生態系研
究センターを設置し、生態系の保全及び復元に関す
る国内及び国外における情報及び資料の収集を行っ
ており、幅広く情報収集を行うことが可能であると
ともに、多分野の専門研究員と学術顧問グループを
擁していることから、本業務に必要とされている専
門的な知識を有する技術者及び豊富な経験者を多数
有している。さらに、同協会は、市民団体や地域住
民が自然と共存しながら川と関わっていけるように
コーディネート等を行っており、公平な立場でまと
める高い能力を有している。以上のことから、
（財）日本生態系協会は本業務を実施できる唯一の
業者である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6516
（財）日本地下水理化学
研究所

平成１７年度　狩野川下流域水循
環検討業務

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成18年3月9日 4,095,000

本業務においては、河川工学のみならず、地下水の
基礎研究、制御、利用に関する技術、関係資料の収
集、広報普及に関する知見とともに、専門家等との
円滑な協議や協議会の円滑な運営などの十分な経験
が必要である。財団法人日本地下水理化学研究所
は、地下水の動的、静的状態とその地中での地質構
造、地質環境との相互作用の調査研究を行い、水文
地質と地下水の存在状態を明らかにすることによ
り、地下水の制御及び利用技術の発展を図るために
設立された財団法人である。同財団は、本業務に関
連し、関係機関からの地下水に関するモニタリング
調査、挙動解析、流動調査、浸透流モデル解析、水
源の涵養機能などの地下水に関する研究や広報普及
啓発、委員会等運営など、行政行為の補助業務を継
続的に実施してきており、本業務の目的を確実に履
行できるのは財団法人日本地下水理化学研究所の他
にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

6517 （財）林野弘済会
平成１７年度　４２号便ノ山災害
復旧保安林関係資料作成業務委託

松本　良一
中部地方整備局紀勢国道事務
所
松阪市鎌田町144-6

平成17年7月1日 1,785,000

本業務の実施にあたっては、森林法に定める多くの
全国的事例を経験し、短期間で業務を処理できる能
力を有するものでなければならない。なお、当事務
所では、「平成１４年度４２号熊野尾鷲道路保安林
関係資料作成業務委託」・「平成１５年度４２号有
馬地区交安事業資料作成業務委託」等を実施し、豊
富な経験と実績を有する（財）林野弘済会の他にな
い。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

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

6518
（社）愛知県公共嘱託登
記司法書士協会

平成１７年度　登記業務委託その
２

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年6月13日 1,457,799

　本業務の実施にあたっては、不動産登記法及びそ
の関係法規に精通し、不動産全般について相当な知
識と経験を有し、かつ土地所有者の財産等を扱うも
のであり、司法書士法に規定する司法書士の資格を
有したものでなければならない。社団法人愛知県公
共嘱託登記司法書士協会は、司法書士法第６８条に
より官公署による不動産の表示に関する公共嘱託登
記業務を適正かつ迅速に実施することを目的として
設立された機関であり、当事務所管内で発生する本
業務を迅速かつ効率的に実施できる遂行能力を有し
ている。したがって、これらの諸条件を充足するも
のは、社団法人愛知県公共嘱託登記司法書士協会の
他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

6519
（社）愛知県公共嘱託登
記司法書士協会

平成１７年度　単価契約登記業務
委託その１

森岡　泰裕
中部地方整備局豊橋河川事務
所
豊橋市中野町字平西1-6

平成17年6月20日 1,859,675

　　本業務の実施にあたっては、不動産登記法及び
その関係法規に精通し、不動産全般について相当な
知識と経験を有し、かつ土地所有者の財産等を扱う
ものであり、司法書士法に規定する司法書士の資格
を有したものでなければならない。社団法人愛知県
公共嘱託登記司法書士協会は、司法書士法第６８条
により官公署による不動産の表示に関する公共嘱託
登記業務を適正かつ迅速に実施することを目的とし
て設立された機関であり、当事務所管内で発生する
本業務を迅速かつ効率的に実施できる遂行能力を有
している。したがって、これらの諸条件を充足する
ものは、社団法人愛知県公共嘱託登記司法書士協会
の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

6520
（社）愛知県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会

平成１７年度設楽ダム用地境界確
定業務委託

山内　博
中部地方整備局設楽ダム工事
事務所
新城市杉山字大東57

平成17年4月18日 28,644,346

　　不動産登記法及びその関係法規に精通し、不動
産全般について相当の知識と経験を有し、設楽ダム
用地測量の各受注者へ指導する能力をもち、かつ、
地元及び地区外地権者から信頼を受け得る者＝土地
家屋調査士法に規定する土地家屋調査士の資格を有
した者でなければならない。社団法人愛知県公共嘱
託登記土地家屋調査士協会は、土地家屋調査士法第
63条により官公署による不動産の表示に関する公共
嘱託登記業務を適正かつ迅速に実施することを目的
として設立された機関であり、本業務を迅速かつ効
率的に実施する業務遂行能力を有している。した
がって、これらの諸条件を充足するものは社団法人
愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会の他にな
い。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

問題があるもの
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

単価契約

6521
（社）愛知県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会

平成１７年度　単価契約登記業務
委託

西井　幸春
中部地方整備局愛知国道事務
所
名古屋市千種区池下町2-62

平成17年5月31日 1,258,277

　本業務の実施にあたっては、不動産登記法及びそ
の関係法規に精通し、不動産全般について相当な知
識と経験を有し、かつ土地所有者の財産等を扱うも
のであり、土地家屋調査士法に規定する土地家屋調
査士の資格を有したものでなければならない。社団
法人愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、土
地家屋調査士法第６３条により官公署による不動産
の表示に関する公共嘱託登記業務を適正かつ迅速に
実施することを目的として設立された機関であり、
当事務所管内で発生する本業務を迅速かつ効率的に
実施できる業務遂行能力を有している。したがっ
て、これらの諸条件を充足する者は、社団法人愛知
県公共嘱託登記土地家屋調査士協会の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

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

6522
（社）愛知県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会

平成１７年度　単価契約登記業務
委託その１

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年6月9日 3,460,671

　本業務の実施にあたっては、不動産登記法及びそ
の関係法規に精通し、不動産全般について相当な知
識と経験を有し、かつ土地所有者の財産等を扱うも
のであり、土地家屋調査士法に規定する土地家屋調
査士の資格を有したものでなければならない。社団
法人愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、土
地家屋調査士法第６３条により官公署による不動産
の表示に関する公共嘱託登記業務を適正かつ迅速に
実施することを目的として設立された機関であり、
当事務所管内で発生する本業務を迅速かつ効率的に
実施できる業務遂行能力を有している。したがっ
て、これらの諸条件を充足する者は、社団法人愛知
県公共嘱託登記土地家屋調査士協会の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

6523
（社）愛知県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会

平成１７年度　登記業務委託その
１

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年6月21日 3,801,691

　本業務の実施にあたっては、不動産登記法及びそ
の関係法規に精通し、不動産全般について相当な知
識と経験を有し、かつ土地所有者の財産等を扱うも
のであり、土地家屋調査士法に規定する土地家屋調
査士の資格を有したものでなければならない。社団
法人愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、土
地家屋調査士法第６３条により官公署による不動産
の表示に関する公共嘱託登記業務を適正かつ迅速に
実施することを目的として設立された機関であり、
当事務所管内で発生する本業務を迅速かつ効率的に
実施できる業務遂行能力を有している。したがっ
て、これらの諸条件を充足する者は、社団法人愛知
県公共嘱託登記土地家屋調査士協会の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

6524
（社）愛知県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会

平成１７年度　単価契約表示登記
業務委託

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年7月20日 2,827,901

　本業務の実施にあたっては、不動産登記法及びそ
の関係法規に精通し、不動産全般について相当な知
識と経験を有し、かつ土地所有者の財産等を扱うも
のであり、土地家屋調査士法に規定する土地家屋調
査士の資格を有したものでなければならない。社団
法人愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、土
地家屋調査士法第６３条により官公署による不動産
の表示に関する公共嘱託登記業務を適正かつ迅速に
実施することを目的として設立された機関であり、
当事務所管内で発生する本業務を迅速かつ効率的に
実施できる業務遂行能力を有している。したがっ
て、これらの諸条件を充足する者は、社団法人愛知
県公共嘱託登記土地家屋調査士協会の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

6525
（社）愛知県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会

平成１７年度　単価契約登記業務
委託（表示に関する登記）

森岡　泰裕
中部地方整備局豊橋河川事務
所
豊橋市中野町字平西1-6

平成17年12月19日 1,343,002

　本業務の実施にあたっては、不動産登記法及びそ
の関係法規に精通し、不動産全般について相当な知
識と経験を有し、かつ土地所有者の財産等を扱うも
のであり、土地家屋調査士法に規定する土地家屋調
査士の資格を有したものでなければならない。社団
法人愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、土
地家屋調査士法第６３条により官公署による不動産
の表示に関する公共嘱託登記業務を適正かつ迅速に
実施することを目的として設立された機関であり、
当事務所管内で発生する本業務を迅速かつ効率的に
実施できる業務遂行能力を有している。したがっ
て、これらの諸条件を充足する者は、社団法人愛知
県公共嘱託登記土地家屋調査士協会の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

6526
（社）岐阜県公共嘱託登
記　土地家屋調査士協会

平成１７年度　単価契約登記業務
委託その１

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成17年6月16日 5,112,407

　本業務の実施にあたっては、不動産登記法及びそ
の関係法規に精通し、不動産全般について相当な知
識と経験を有し、かつ土地所有者の財産等を扱うも
のであり、土地家屋調査士法に規定する土地家屋調
査士の資格を有したものでなければならない。社団
法人岐阜県公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、土
地家屋調査士法第６３条により官公署による不動産
の表示に関する公共嘱託登記業務を適正かつ迅速に
実施することを目的として設立された機関であり、
当事務所管内で発生する本業務を迅速かつ効率的に
実施できる業務遂行能力を有している。したがっ
て、これらの諸条件を充足する者は、社団法人岐阜
県公共嘱託登記土地家屋調査士協会の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

6527
（社）岐阜県公共嘱託登
記　土地家屋調査士協会

平成１７年度　単価契約登記業務
委託

平光　文男
中部地方整備局新丸山ダム工
事事務所
岐阜県加茂郡八百津町八百津
3351

平成17年8月2日 1,755,736

　本業務の実施にあたっては、不動産登記法及びそ
の関係法規に精通し、不動産全般について相当な知
識と経験を有し、かつ土地所有者の財産等を扱うも
のであり、土地家屋調査士法に規定する土地家屋調
査士の資格を有したものでなければならない。社団
法人岐阜県公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、土
地家屋調査士法第６３条により官公署による不動産
の表示に関する公共嘱託登記業務を適正かつ迅速に
実施することを目的として設立された機関であり、
当事務所管内で発生する本業務を迅速かつ効率的に
実施できる業務遂行能力を有している。したがっ
て、これらの諸条件を充足する者は、社団法人岐阜
県公共嘱託登記土地家屋調査士協会の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

6528
（社）岐阜県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会

平成１７年度　単価契約登記業務
委託

神野　忠広
中部地方整備局越美山系砂防
事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺
137

平成17年6月6日 1,568,510

　本業務の実施にあたっては、不動産登記法及びそ
の関係法規に精通し、不動産全般について相当な知
識と経験を有し、かつ土地所有者の財産等を扱うも
のであり、土地家屋調査士法に規定する土地家屋調
査士の資格を有したものでなければならない。社団
法人岐阜県公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、土
地家屋調査士法第６３条により官公署による不動産
の表示に関する公共嘱託登記業務を適正かつ迅速に
実施することを目的として設立された機関であり、
当事務所管内で発生する本業務を迅速かつ効率的に
実施できる業務遂行能力を有している。したがっ
て、これらの諸条件を充足する者は、社団法人岐阜
県公共嘱託登記土地家屋調査士協会の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

6529
（社）岐阜県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会

平成１７年度　単価契約登記業務
委託（表示）

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成17年6月7日 1,585,731

　本業務の実施にあたっては、不動産登記法及びそ
の関係法規に精通し、不動産全般について相当な知
識と経験を有し、かつ土地所有者の財産等を扱うも
のであり、土地家屋調査士法に規定する土地家屋調
査士の資格を有したものでなければならない。社団
法人岐阜県公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、土
地家屋調査士法第６３条により官公署による不動産
の表示に関する公共嘱託登記業務を適正かつ迅速に
実施することを目的として設立された機関であり、
当事務所管内で発生する本業務を迅速かつ効率的に
実施できる業務遂行能力を有している。したがっ
て、これらの諸条件を充足する者は、社団法人岐阜
県公共嘱託登記土地家屋調査士協会の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

6530
（社）岐阜県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会

平成１７年度　単価契約登記業務
委託

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年6月8日 3,074,577

　本業務の実施にあたっては、不動産登記法及びそ
の関係法規に精通し、不動産全般について相当な知
識と経験を有し、かつ土地所有者の財産等を扱うも
のであり、土地家屋調査士法に規定する土地家屋調
査士の資格を有したものでなければならない。社団
法人岐阜県公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、土
地家屋調査士法第６３条により官公署による不動産
の表示に関する公共嘱託登記業務を適正かつ迅速に
実施することを目的として設立された機関であり、
当事務所管内で発生する本業務を迅速かつ効率的に
実施できる業務遂行能力を有している。したがっ
て、これらの諸条件を充足する者は、社団法人岐阜
県公共嘱託登記土地家屋調査士協会の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

6531
（社）三重県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会

平成１７年度　単価契約登記業務
委託

松本　良一
中部地方整備局紀勢国道事務
所
松阪市鎌田町144-6

平成17年6月3日 1,320,719

　本業務の実施にあたっては、不動産登記法及びそ
の関係法規に精通し、不動産全般について相当な知
識と経験を有し、かつ土地所有者の財産等を扱うも
のであり、土地家屋調査士法に規定する土地家屋調
査士の資格を有したものでなければならない。社団
法人三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、土
地家屋調査士法第６３条により官公署による不動産
の表示に関する公共嘱託登記業務を適正かつ迅速に
実施することを目的として設立された機関であり、
当事務所管内で発生する本業務を迅速かつ効率的に
実施できる業務遂行能力を有している。したがっ
て、これらの諸条件を充足する者は、社団法人三重
県公共嘱託登記土地家屋調査士協会の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

6532
（社）三重県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会

平成１７年度単価契約表示登記業
務

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年9月22日 1,296,476

本業務の遂行にあっては、不動産登記法及びその関
係法規に精通し、不動産全般について相当な知識と
経験を有し、かつ土地所有者の財産等を扱うもので
あり、土地家屋調査士法に規定する土地家屋調査士
の資格を有したものでなければならない。 社団法
人三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会は土地家
屋調査士法第１７条の６により官公署による不動産
の表示に関する公共嘱託登記業務を適正かつ迅速に
実施することを目的として設立された機関であり、
当事務所管内で発生する本業務を迅速かつ効率的に
実施できる業務遂行能力を有している。また、これ
らの諸条件を充足する者は、社団法人三重県公共嘱
託登記土地家屋調査士協会の他にない。 以上の理
由から、契約の性質及び目的が競争を許さないと認
められるため、随意契約をしようとするものであ
る。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6533
（社）静岡県公共嘱託登
記司法書士協会

平成１７年度　単価契約公共嘱託
登記業務委託（権利）

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年6月20日 5,325,535

　本業務の実施にあたっては、不動産登記法及びそ
の関係法規に精通し、不動産全般について相当な知
識と経験を有し、かつ土地所有者の財産等を扱うも
のであり、司法書士法に規定する司法書士の資格を
有したものでなければならない。社団法人静岡県公
共嘱託登記司法書士協会は、司法書士法第６８条に
より官公署による不動産の表示に関する公共嘱託登
記業務を適正かつ迅速に実施することを目的として
設立された機関であり、当事務所管内で発生する本
業務を迅速かつ効率的に実施できる遂行能力を有し
ている。したがって、これらの諸条件を充足するも
のは、社団法人静岡県公共嘱託登記司法書士協会の
他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

6534
（社）静岡県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会

平成１７年度　単価契約公共嘱託
登記業務委託（表示）

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年6月14日 3,834,274

　本業務の実施にあたっては、不動産登記法及びそ
の関係法規に精通し、不動産全般について相当な知
識と経験を有し、かつ土地所有者の財産等を扱うも
のであり、土地家屋調査士法に規定する土地家屋調
査士の資格を有したものでなければならない。社団
法人静岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、土
地家屋調査士法第６３条により官公署による不動産
の表示に関する公共嘱託登記業務を適正かつ迅速に
実施することを目的として設立された機関であり、
当事務所管内で発生する本業務を迅速かつ効率的に
実施できる業務遂行能力を有している。したがっ
て、これらの諸条件を充足する者は、社団法人静岡
県公共嘱託登記土地家屋調査士協会の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

6535
（社）静岡県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会

平成１７年度　単価契約公共嘱託
登記業務委託その１

冨田　陽子
中部地方整備局富士砂防事務
所
富士宮市三園平1100

平成17年6月15日 1,844,734

　本業務の実施にあたっては、不動産登記法及びそ
の関係法規に精通し、不動産全般について相当な知
識と経験を有し、かつ土地所有者の財産等を扱うも
のであり、土地家屋調査士法に規定する土地家屋調
査士の資格を有したものでなければならない。社団
法人静岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、土
地家屋調査士法第６３条により官公署による不動産
の表示に関する公共嘱託登記業務を適正かつ迅速に
実施することを目的として設立された機関であり、
当事務所管内で発生する本業務を迅速かつ効率的に
実施できる業務遂行能力を有している。したがっ
て、これらの諸条件を充足する者は、社団法人静岡
県公共嘱託登記土地家屋調査士協会の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

6536
（社）静岡県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会

平成１７年度　単価契約公共嘱託
登記業務委託（表示）

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年6月15日 2,614,949

　本業務の実施にあたっては、不動産登記法及びそ
の関係法規に精通し、不動産全般について相当な知
識と経験を有し、かつ土地所有者の財産等を扱うも
のであり、土地家屋調査士法に規定する土地家屋調
査士の資格を有したものでなければならない。社団
法人静岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、土
地家屋調査士法第６３条により官公署による不動産
の表示に関する公共嘱託登記業務を適正かつ迅速に
実施することを目的として設立された機関であり、
当事務所管内で発生する本業務を迅速かつ効率的に
実施できる業務遂行能力を有している。したがっ
て、これらの諸条件を充足する者は、社団法人静岡
県公共嘱託登記土地家屋調査士協会の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

6537
（社）静岡県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会

平成１７年度　単価契約公共嘱託
登記業務委託

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年6月16日 1,284,538

　本業務の実施にあたっては、不動産登記法及びそ
の関係法規に精通し、不動産全般について相当な知
識と経験を有し、かつ土地所有者の財産等を扱うも
のであり、土地家屋調査士法に規定する土地家屋調
査士の資格を有したものでなければならない。社団
法人静岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、土
地家屋調査士法第６３条により官公署による不動産
の表示に関する公共嘱託登記業務を適正かつ迅速に
実施することを目的として設立された機関であり、
当事務所管内で発生する本業務を迅速かつ効率的に
実施できる業務遂行能力を有している。したがっ
て、これらの諸条件を充足する者は、社団法人静岡
県公共嘱託登記土地家屋調査士協会の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

6538
（社）静岡県産業環境セ
ンター

平成１７年度　菊川・天竜川・新
豊根ダム採水分析業務

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年4月1日 23,761,500

本業務は、安定的で高い精度による分析が求めら
れ、水質分析に関する専門的な技術的知識と卓越し
た経験を必要とするとともに、多くの検体を早急に
分析する処理能力が要求されるため、河川近傍に分
析施設を設置している必要がある。また、本業務に
より得られた測定結果は、水質汚濁防止や、自然環
境保全対策の基本となるものであることから、業務
の実施は、中立公平な機関であることが要求され
る。（社）静岡県産業環境センターは、「一般環境
の保全向上、改善」を目的に設置された法人で、
「国及び地方公共団体の活動に協力する事業」を実
施しており、本業務に必要とされる専門的な知識及
び豊富な経験を有している。したがって、当管内に
はこれらの諸条件を充足する者は（社）静岡県産業
環境センターの他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

6539 （社）中部経済連合会
平成１７年度　中央日本交流・連
携サミット運営業務

山口　一美
中部地方整備局東海幹線道路
調査事務所
豊橋市駅前大通2-33-1 開発ビ
ル6階

平成17年10月19日 2,541,000

本業務の遂行にあたっては、中部圏における経済界
からの社会資本整備に関する見識及び、地方自治体
との意見交換等をもってとりまとめるため、多様な
分野の有識者の意見集約等の調整を図る必要があ
る。（社）中部経済連合会は、内外の産業経済等に
関する諸問題を調査研究し、中部経済界としての意
見をとりまとめ、地域経済の総合的な振興を通し
て、我が国経済の発展に寄与することを目的として
おり、中部圏における経済界の社会資本に関する各
種整備計画・構想のとりまとめや、地方自治体との
意見交換において多数の実績を有していることか
ら、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する
者は、（社）中部経済連合会の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

6540
（社）長野県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会

平成１７年度　公共嘱託登記（表
示）単価契約

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成17年6月9日 3,150,356

　本業務の実施にあたっては、不動産登記法及びそ
の関係法規に精通し、不動産全般について相当な知
識と経験を有し、かつ土地所有者の財産等を扱うも
のであり、土地家屋調査士法に規定する土地家屋調
査士の資格を有したものでなければならない。社団
法人長野県公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、土
地家屋調査士法第６３条により官公署による不動産
の表示に関する公共嘱託登記業務を適正かつ迅速に
実施することを目的として設立された機関であり、
当事務所管内で発生する本業務を迅速かつ効率的に
実施できる業務遂行能力を有している。したがっ
て、これらの諸条件を充足する者は、社団法人長野
県公共嘱託登記土地家屋調査士協会の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

6541
（社）長野県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会

平成１７年度　公共嘱託登記（表
示）単価契約

若尾　豊信
中部地方整備局飯田国道事務
所
飯田市東栄町3350

平成17年6月13日 4,686,297

　本業務の実施にあたっては、不動産登記法及びそ
の関係法規に精通し、不動産全般について相当な知
識と経験を有し、かつ土地所有者の財産等を扱うも
のであり、土地家屋調査士法に規定する土地家屋調
査士の資格を有したものでなければならない。社団
法人長野県公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、土
地家屋調査士法第６３条により官公署による不動産
の表示に関する公共嘱託登記業務を適正かつ迅速に
実施することを目的として設立された機関であり、
当事務所管内で発生する本業務を迅速かつ効率的に
実施できる業務遂行能力を有している。したがっ
て、これらの諸条件を充足する者は、社団法人長野
県公共嘱託登記土地家屋調査士協会の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

6542
（社）長野県労働基準協
会連合会

平成１７年度　美和ダム水質採水
分析業務

野村　正之
中部地方整備局天竜川ダム統
合管理事務所
長野県上伊那郡中川村大草
6884-19

平成17年4月1日 7,455,000

本作業において実施する水質分析は、高度又は専門
的な技術力・知識力を有しかつ、水質の劣化を防ぐ
ため採水地点と分析場所が近傍に位置することが不
可欠である。（社）長野県労働基準協会連合会は、
水質等の分析に関する多くの業務実績を有するとと
もに、本作業において必要とされる水質等の分析に
関する高度又は専門的な技術力・知識力を有してい
る。また分析場所が諏訪市に位置するため運搬に要
する時間も少なく水質が劣化する恐れもなく、あわ
せて水質事故等の緊急時においても可能である。し
たがって、入札の資格を有し、本作業の履行に必要
とされる諸条件を充足する者は（社）長野県労働基
準協会連合会の他にはない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

6543
（社）長野県労働基準協
会連合会

平成１７年度　天竜川上流水質分
析作業

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成17年4月5日 12,600,000

本作業において実施する水質等の分析に当たって
は、分析結果の公共性の観点から公的機関での分析
が必要であり、また大量の検体の水質分析能力があ
ること及び緊急時においても対応が可能な能力が求
められる。更に、検体の水質維持のためには天竜川
流域に分析室をもっていることが必要である。
（社）長野県労働基準協会連合会は、豊富な同種の
業務の実績、技術力を有しているとともに、天竜川
流域に分析室をもっている。天竜川流域に上記の諸
条件を充足する者は（社）長野県労働基準協会連合
会の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
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点検の結果 講ずる措置 備考

6544
（社）長野県労働基準協
会連合会

平成１７年度　水質分析業務委託

榎村　康史
中部地方整備局三峰川総合開
発工事事務所
長野県伊那市長谷溝口1527

平成17年4月26日 14,332,500

本業務において実施する水質分析は、分析結果の公
共性の観点から公的機関での分析が必要であり、ま
た大量の検体の水質分析能力があること及び緊急時
においても対応が可能な能力が求められる。更に、
検体の水質維持のためには天竜川上流域に分析室を
もっていることが必要である。（社）長野県労働基
準協会連合会は、豊富な同種の業務の実績、技術力
を有しているとともに、天竜川上流域に分析室を
もっている。以上、本業務の履行に必要な諸条件を
満足する者は本業者の他に無い。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

6545 （社）土木学会
平成１７年度　国際技術標準の制
定状況等に係わる調査業務委託

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成18年1月11日 9,996,000

本業務は、土木・建設に関連するＩＳＯ、欧州規格
といった国際規格に関する豊富な情報収集能力、土
木関連分野全般に通じ、公平・中立な立場で技術基
準を提言する経験と豊富な知識が必要である。
（社）土木学会は、公平・中立な立場で技術基準を
提言する豊富な経験と高度な専門的知識を有してい
る。また、当法人は、土木・建設に関連するＩＳＯ
の国内審議団体の関係者等から構成されている「Ｉ
ＳＯ対応特別委員会」を設置し、ＩＳＯ等の国際規
格審議状況を把握するため国際会議へ委員を派遺し
ている。さらに内部委員会によりＩＳＯ規格の検
討・提案を行うなど、ＩＳＯに関する土木分野のと
りまとめに関する豊富な情報収集能力を有する。し
たがって、本業務を適切に遂行することができる者
は、土木関連分野全般に通じ、公平・中立な立場で
各分野の意見をとりまとめて技術基準を提言する経
験・知識を有する唯一の機関である、（社）土木学
会の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

6546
（社）東三河地域研究セ
ンター

平成１７年度　豊川流域圏形成手
法検討業務委託

森岡　泰裕
中部地方整備局豊橋河川事務
所
豊橋市中野町字平西1-6

平成17年7月21日 12,568,500

本業務の実施にあたっては、次に示す要件が必要不
可欠である。①豊川流域圏を形成する東三河地域に
関する地域的な諸制約、諸問題、諸情報に精通して
いること。②地域づくりに関する専門的な技術・知
識を有し、公平且つ中立的な立場で業務を遂行でき
ること。（社）東三河地域研究センターは、豊川流
域圏を主体する東三河地域の持続的な開発と地域全
体の調和と個性ある発展に寄与するために、東三河
地域に関わる総合的な調査研究や地域の地域計画の
立案等を行い、東三河の地域づくりに寄与すること
を目的に設立された法人であり、本業務を執行する
ことができる法人は他に見あたらない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量
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びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

6547
（社）東三河地域研究セ
ンター

平成１７年度　県境地域連携調査

山口　一美
中部地方整備局東海幹線道路
調査事務所
豊橋市駅前大通2-33-1 開発ビ
ル6階

平成17年8月12日 25,200,000

本業務は三遠南信地域を中心に実施するものであ
り、三遠南信の社会・経済、地域づくりに関する豊
富な基礎資料と経験を有し、地域特性及び県境地域
の交流・連携に関する知識が必要不可欠であるとと
もに、三遠南信地域及び全国県境地域の地域特性・
まちづくりに関する活動家との密接な連絡が重要で
ある。社団法人東三河地域研究センターは、三遠南
信地域の産・官・学の広範な人材ネットワークを活
かしながら地域づくりに必要な調査研究、情報発
信・収集など地域活性化等を推進するために設立さ
れた研究機関である。また、平成７年度より愛知・
静岡・長野三県の県境地域である三遠南信地域にお
いて交流連携を促進するための調査研究を行ってお
り、県境地域の交流・連携に関する豊富な基礎資料
を有すとともに、各関連活動家との人脈も太く地域
特性に精通した三遠南信地域内にある唯一のシンク
タンクであるしたがって、本業務の履行に必要とさ
れる諸条件を充足する者は社団法人東三河地域研究
センターの他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

6548
（社）東三河地域研究セ
ンター

平成１７年度　設楽ダム地域振興
計画検討業務委託

山内　博
中部地方整備局設楽ダム工事
事務所
新城市杉山字大東57

平成17年10月21日 9,030,000

（社）東三河研究センターは、東三河地域の地域調
査計画を実施する機関として設立され、産学官の連
携による調査計画立案を特徴としている。研究テー
マには流域圏の上下流連携や地域環境計画などがあ
り、東三河地域のシンクタンクとして「東三河産学
官交流サロン」等に携わっている。本業務において
は、設楽ダム建設による地域経済への影響を考慮す
る観点が重要になるため、東三河地域における豊富
な情報収集能力及び知識、経験等が求められること
から、本業務における目的、業務内容を遂行可能な
のは（社）東三河地域研究センター以外にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6549
（社）日本ＣＡＴＶ技術
協会

平成１７年度　昭府地区テレビ電
波受信障害調査

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成18年1月16日 2,730,000

本業務におけるテレビ電波受信障害の発生区域を特
定する調査を行うためには、テレビ放送技術に関す
る高度又は専門的な技術力・知識力が必要であると
ともに、公平な調査を行うことが不可欠である。社
団法人日本ＣＡＴＶ技術協会は、テレビ放送技術に
関する多くの業務実績を有するとともに、本業務に
おいて必要とされるテレビ放送技術に関する高度又
は専門的な技術力・知識力を有している。従って、
本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は
社団法人日本ＣＡＴＶ技術協会の他にはない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

6550
（社）日本シーエーティ
ブィ技術協会

平成１７年度　東駿河湾環状道路
電波障害調査

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年6月1日 2,866,500

本業務における電波受信障害の地域確定、事前補償
範囲及び補償内容を特定する調査を行うためには、
テレビ放送技術に関する高度又は専門的な技術力・
知識力が必要であるとともに、公平な調査を行うこ
とが不可欠である。社団法人日本ＣＡＴＶ技術協会
は、テレビ放送技術に関する多くの業務実績を有す
るとともに、本業務において必要とされるテレビ放
送技術に関する高度又は専門的な技術力・知識力を
有している。したがって、本業務の履行に必要とさ
れる諸条件を充足する者は社団法人日本ＣＡＴＶ技
術協会の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
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6551
（社）日本シーエーティ
ブィ技術協会

平成１７年度　２３号西尾豊橋地
域受信状況調査

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年8月19日 4,851,000

本調査を遂行するにあたっては、テレビジョン電波
の受信に関する各種資料の取り扱いを熟知し、専門
的かつ優れた分析能力を有する必要がある。（社）
日本シーエーテイブイ技術協会は、テレビジョン電
波の受信に関する調査を行うことにより、テレビ
ジョン電波の良好な受信環境の実現を図り、もって
公共の福祉の増進に資することを目的とし、建造物
によるテレビジョン電波受信障害その他テレビジョ
ン電波の受信に関する調査および技術相談を事業と
する総務省から認可された社団法人である。本業務
の履行に必要な専門的かつ優れた分析能力を有する
のは（社）日本シーエーテイブイ技術協会の他には
ない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

6552 （特）日本水フォーラム パンフレット１点

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成18年3月14日 4,222,995

日本水フォーラムが米国南部水害調査実施時に「伊
勢湾台風の教訓」と題した英語版パンフレットを独
自で作成し調査時に配布している。メキシコで開催
される世界水フォーラムに国土交通省として伊勢湾
台風とハリケーン・カトリーナについて比較説明し
たパネル展示を予定しており、伊勢湾台風について
の説明資料として、英語版パンフレットを新たに作
成するより、上記パンフレットを購入する方が経済
的であるため今回購入してパネル展示と併せて配布
するものである。また中部地方整備局管内の河川・
ダム・砂防事務所や出張所に配布し有効活用をする
ものである。そのため本パンフレットの唯一の発行
元である日本水フォーラムと随意契約を行うもので
ある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6553 （名）飯田商店 建物賃貸料（磐田出張所）

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年4月1日 6,300,000

継続して借用することが経済的である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6554 （有）みやび
平成１７年度　横山ダム流木積
込・運搬作業

松岡　博
中部地方整備局横山ダム工事
事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山
1330

平成17年11月1日 3,655,255

本作業の対象となる流木は廃掃法上「一般廃棄物」
に該当し、積み込み運搬出来る業者は自治体指定の
業者に限られる。当地区で揖斐川町藤橋地区の一般
廃棄物処理業者に指定されている業者は（有）みや
びだけである。従って、契約するに際し当管内にこ
れらの諸条件を満たす者として、（有）みやび以外
にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

6555
（有）ランドリサーチ
代表取締役　佐野　雅彦

不動産鑑定料

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成18年1月12日 1,559,250

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識
と不動産の鑑定評価に関する法律に基づく不動産鑑
定士の資格が必要である。今回、依頼した不動産鑑
定士は、公共用地取得における多くの業務受託実績
を有しており、また、当該地域における適正な取引
事例も豊富に収集し、かつ、地価動向等の情報収集
能力にも優れているため、当該地域の不動産鑑定に
おける高い信頼性を有する者と認められるものであ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能
力を有する者としては同人が 適である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6556
（有）リアルエステート
コンサルティング

不動産鑑定料

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成18年1月24日 1,226,400

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識
と不動産の鑑定評価に関する法律に基づく不動産鑑
定士の資格が必要である。今回、依頼した不動産鑑
定士は、公共用地取得における多くの業務受託実績
を有しており、また、当該地域における適正な取引
事例も豊富に収集し、かつ、地価動向等の情報収集
能力にも優れているため、当該地域の不動産鑑定に
おける高い信頼性を有する者と認められるものであ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能
力を有する者としては同人が 適である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6557 （有）岡井博進堂
平成１７年度リコープリンター保
守

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年4月1日 1,357,329

本機器の消耗品の供給は、機器を販売したメーカー
代理店である有限会社岡井博進堂との契約によるほ
か調達方法がない。よって、契約の性質及び目的が
競争を許さないと認められるため。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

6558
（有）吉城環境管理セン
ター

平成１７年度　し尿浄化槽保守管
理業務委託（古川地区）

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成17年4月18日 1,995,096

本業務は浄化槽法に基づき誠実適正に浄化槽が維持
されなければならない。当飛騨市古川町地内の浄化
槽保守点検は、（有）吉城環境管理センターのみが
担当している。
したがって、これらの諸条件を充足するものは、
（有）吉城環境管理センターの他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6559
（有）西村モータースブ
ラザース商会

平成１７年度自動車修繕単価契約
（津地区）

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年6月2日 5,899,355

本業務は、小型及び大型車の修繕を行うものであ
り、当地区において、該当車輌を修繕できる登録業
者は、（有）西村モータースブラザース商会の他に
ない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

単価契約

6560 （有）静岡中央鑑定所 不動産鑑定料

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成18年2月3日 2,618,700

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識
と不動産の鑑定評価に関する法律に基づく不動産鑑
定士の資格が必要である。今回、依頼した不動産鑑
定士は、公共用地取得における多くの業務受託実績
を有しており、また、当該地域における適正な取引
事例も豊富に収集し、かつ、地価動向等の情報収集
能力にも優れているため、当該地域の不動産鑑定に
おける高い信頼性を有する者と認められるものであ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能
力を有する者としては同人が 適である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6561 （有）石垣新聞舗 定期刊行物

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

4,118,340

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6562 （有）渡辺ビル 監督官詰所賃貸借

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年4月1日 3,201,120

継続して借用することが経済的である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6563 ＫＤＤＩ（株） インターネット接続料

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年4月1日 3,467,035

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

6564 ＫＤＤＩ（株） 電話料

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年4月1日 5,401,396

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約
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6565 ＫＤＤＩ（株） 電話線専用料

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月1日 1,236,214

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

6566 ＫＤＤＩ（株） 電話料

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年4月1日 4,541,377

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

6567
ＮＴＴコミュニケーショ
ンズ

電話料

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成17年4月1日 4,933,082

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

6568
ＮＴＴコミュニケーショ
ンズ（株）

電話線専用料

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年4月1日 1,353,848

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

6569
愛知県代表者愛知県教育
委員会教育長

平成17年度一般国道１５３号足助
バイパス埋蔵文化財発掘調査

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成17年4月1日 1,451,809

本業務は一般国道１５３号足助バイパスにおいて、
埋蔵文化財発掘調査に伴う報告書の刊行を行うもの
である。埋蔵文化財の取扱いについては建設省道第
一発９８号に基づき、愛知県教育委員会に委託し、
業務の円滑な遂行を図るものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6570
愛知県代表者愛知県教育
委員会教育長

平成17年度愛知国道管内埋蔵文化
財発掘調査

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成17年4月1日 91,673,915

当該工事箇所においては埋蔵文化財（遺跡名：朝日
遺跡）が存在しているため、発掘調査を上記細目協
定に基づき平成１６年度から行っているものであ
り、かつ本調査は遺跡の記録保存のために行うもの
であるため、特殊な専門技術を特に必要とすること
から、愛知県教育委員会に委託し実施するものであ
る。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6571
愛知県代表者愛知県教育
委員会教育長

平成17年度矢作川野見地区改修関
連埋蔵文化財発掘調査

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成17年4月1日 28,981,524

 本調査は、遺跡の記録保存のために行うものであ
り、その目的から特殊な専門技術を特に必要とする
ことから、愛知県教育委員会に委託し実施するもの
である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6572
アイドールエンジニヤリ
ング（株）

平成１７年度　設楽ダム地質総合
解析業務委託

山内　博
中部地方整備局設楽ダム工事
事務所
新城市杉山字大東57

平成17年9月21日 55,335,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため「プロポーザル方式」
により、「建設コンサルタント選定委員会」におい
て、 適な建設コンサルタントとして、アイドール
エンジニヤリング（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6573
アイドールエンジニヤリ
ング（株）

平成１７年度　新丸山ダム基礎部
設計検討業務委託

平光　文男
中部地方整備局新丸山ダム工
事事務所
岐阜県加茂郡八百津町八百津
3351

平成17年9月21日 24,045,000

本業務における、主たる工種が標準歩掛等によって
積算が不可能なため、「簡便型プロポーザル」によ
り「新丸山ダム工事事務所建設コンサルタント選
定、委員会」において、適切な業者として、アイ
ドールエンジニアリング（株）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6574
アイドールエンジニヤリ
ング（株）

平成１７年度　矢作ダム堤体調査
業務

小出　武文
中部地方整備局矢作ダム管理
所
愛知県豊田市閑羅瀬町東畑67

平成17年10月6日 19,530,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「標準型プロポーザ
ル方式により矢作ダム建設コンサルタント選定委員
会において 適な建設コンサルタントとしてアイ
ドールエンジニヤリング（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6575
アイドールエンジニヤリ
ング（株）

平成１７年度　上矢作ダム計画検
討業務

森岡　泰裕
中部地方整備局豊橋河川事務
所
豊橋市中野町字平西1-6

平成17年10月24日 20,737,500

本業務は、内容が技術的に高度で、専門的な技術が
要求されるため「プロポーザル方式」により「建設
コンサルタント選定委員、会」において、 適な建
設コンサルタントとして、アイドールエンジニヤリ
ング（株）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6576
アイドールエンジニヤリ
ング（株）

平成１７年度　設楽ダム施工計画
検討業務委託

山内　博
中部地方整備局設楽ダム工事
事務所
新城市杉山字大東57

平成17年11月11日 33,285,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため「プロポーザル方式」
により、「建設コンサルタント選定委員会」におい
て、 適な建設コンサルタントとして、アイドール
エンジニヤリング（株）を特定し、本年度は３年計
画の２年目である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6577 アジア航測（株）
平成１７年度　新丸山ダム猛禽類
調査業務委託

平光　文男
中部地方整備局新丸山ダム工
事事務所
岐阜県加茂郡八百津町八百津
3351

平成17年5月9日 20,265,000

本業務は、平成１６年度業務の３月期調査において
国道４１８号付替道路ルート近辺で、頻繁に鳴き
声・飛翔が確認されたことから営巣している可能性
が高いことが判明した。また、橋梁工事中のモニタ
リングにおいて、頻繁な繁殖行動が確認され、工事
発破騒音の影響が懸念されることから、継続して調
査する必要がある。この調査に当たっては、平成１
６年度調査で知り得た個体に関する特長・行動等を
把握し、現地の地形条件に精通したものでなければ
調査の目的を達成することはできない。これにより
アジア航測（株）は、昨年度業務を行い、観測員は
個体の特長、行動を経験的につかみ、これまで実施
してきた調査結果を熟知し、現地の状況に精通して
いる。また、多くの業務実績を有し、本業務におい
て必要とされる環境調査に関する高度で専門的な技
術力・知識力を有している。したがって、本業務の
履行に必要とされる諸条件を充足するものは、アジ
ア航測（株）の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

6578 アジア航測（株）
平成１７年度狩野川河川水辺環境
調査

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年5月9日 19,057,500

本業務は、昨年度「建設コンサルタント選定委員
会」が、内容が専門的なため、プロポーザルに基づ
き技術的に 適なコンサルタントとしてアジア航測
（株）を選定している。本業務は昨年度提出された
技術提案書に基づくもので昨年度までの業務と一体
不可分であり、同一業者により実施する必要があ
る。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6579 アジア航測（株）
平成１７年度　豊川上流部環境調
査業務

森岡　泰裕
中部地方整備局豊橋河川事務
所
豊橋市中野町字平西1-6

平成17年5月12日 40,110,000

本業務は平成１５～１８年度にかけて実施する３年
目の業務で、内容が技術的に確立された調査手法・
評価方法が得られておらず、高度な知識と豊かな経
験を必要とするため、「建設コンサルタント選定委
員会」が「プロポーザル方式」により、 適な建設
コンサルタントとしてアジア航測（株）を選定した
ものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）
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6580 アジア航測（株）
平成１７年度　大谷山腹工モニタ
リング調査検討業務

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成17年5月13日 11,130,000

本業務は、安倍川大谷山腹工における植生の回復状
況等を調査するとともに、既存山腹工の安定性に関
する検証を行い、今後の土砂生産源対策工法の検討
に資することを目的にすると共に今後の山腹工のモ
ニタリング計画（案）の策定を行うものである。本
業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な技
術が要求されるもののため、平成１６年度からの
２ヶ年業務として「プロポーザル方式により、「建
設コンサルタント選定委員会」において、 適な建
設コンサルタントとして、アジア航測（株）を特定
した。よって、アジア航測（株）と随意契約を行う
ものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6581 アジア航測（株）
平成１７年度　狩野川砂防整備方
針検討業務委託

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年5月13日 9,765,000

本業務は、昨年実施した「平成１６年度狩野川砂防
整備方針検討業務委託」では内容が専門的であるた
め「建設コンサルタント選定委員会」がプロポーザ
ルに基づく技術的に 適なコンサルタントとしてア
ジア航測（株）を選定している。今回の業務は、昨
年度アジア航測（株）が実施し、提出された技術提
案書に基づいて行うものであり、昨年度と同一業者
が実施する必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6582 アジア航測（株）
平成１７年度　浜松管内道路現況
調査

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年5月16日 4,410,000

本業務は、業務内容が高度なもの又防災に対する専
門的な技術が要求されるため、昨年度、本年度にま
たがる２ヶ年の業務で、「プロポーザル方式」によ
り、「建設コンサルタント選定委員会」において
適な建設コンサルタントとして、アジア航測株式会
社を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6583 アジア航測（株）
平成１７年度　与田切川流域流量
観測解析業務委託

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成17年7月5日 12,495,000

本業務は、内容が技術的に高度なものまたは、専門
的な技術が要求されるものであるため、「プロポー
ザル方式」により、「建設コンサルタント選定委員
会」において、 適な建設コンサルタントとして、
アジア航測株式会社を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6584 アジア航測（株）
平成１７年度　安倍川土石流予警
報システム検討業務

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成17年8月3日 19,194,000

本業務は、静岡河川事務所安倍川砂防区域における
総合的な土砂災害対策を推進するため現行の土石流
警戒避難基準雨量について検証・問題点の把握を
行った上で、近年の災害状況や技術動向を踏まえた
新たな警戒避難基準雨量を設定する。また、現在運
用中の土石流予警報システムについて、新たな基準
雨量に対応するための基本設計を行うものである。
本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、平成１７年度からの
２ヶ年業務として「プロポーザル方式」により「建
設コンサルタント選定委員会」において、 適な建
設コンサルタントとして、アジア航測（株）を特定
した。よって、アジア航測（株）と随意契約するも
のである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6585 アジア航測（株）
平成１７年度　北股沢床固工群樹
林帯効果検討業務委託

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成17年9月6日 23,205,000

本業務は滑川４号床固工の右岸袖部の詳細設計を行
うとともに、樹林帯の土砂補足効果を発揮させるた
めの樹林帯整備計画および維持管理計画を策定する
ものである。本業務は内容が技術的に高度かつ専門
的な知識が要求されるため「建設コンサルタント選
定委員会」が当該業務についてプロポーザル方式に
基づき技術的に 適としてアジア航測㈱を選定し
た。本業務は、昨年度業務において技術提案を行っ
ており、上記で特定された受託者が継続して履行す
る必要がある。以上の理由から、契約の性質又は目
的が競争を許さないと認められるため、会計法２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号によ
り随意契約しようとするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6586 アジア航測（株）
平成１７年度　トイグチ沢・ビワ
ミズ沢土石流対策工施設設計業務

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成17年10月21日 9,345,000

本業務は、高度な土石流の計算手法を用いて土石流
対策工の施設配置計画（案）及び概略設計を行うこ
とを目的としている。本業務は、内容が技術的に高
度なものであり専門的な技術が要求される。このた
め、「プロポーザル方式」技術提案書の提出により
「建設コンサルタント選定委員会において 適な建
設コンサルタントとしてアジア航測㈱を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6587 アジア航測（株）
平成１７年度　多治見管内情報設
備検討業務委託

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成17年12月5日 17,115,000

本業務は内容が技術的に高度かつ専門的な知識が要
求されるため「建設コンサルタント選定委員会」が
当該業務についてプロポーザル方式に基づき技術的
に 適としてアジア航測㈱を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6588 アジア航測（株）
平成１７年度　静岡国道管内道路
防災点検業務委託

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成18年1月12日 14,175,000

本業務は、内容が技術的に高度なもののため、「プ
ロポーザル方式」により、「建設コンサルタント選
定委員会」において、 適な建設コンサルタントと
して、アジア航測（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6589 アジア航測（株）
平成１７年度　由比地すべりＧＰ
Ｓ自動観測検討業務

冨田　陽子
中部地方整備局富士砂防事務
所
富士宮市三園平1100

平成18年2月1日 54,495,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、アジア
航測（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6590 アジア航測（株）
平成１７年度　天竜川流域砂防情
報検討業務委託

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成18年2月24日 17,115,000

本業務は、内容が技術的に高度なものであり、専門
的な技術が要求されるもののため、「プロポーサル
方式」により、 適な建設コンサルタントとして、
アジア航測株式会社を選定したものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6591
有松桶狭間観光振興協議
会会長

平成17年度  有松桶狭間地域観光
地域づくり実践プラン「散策コー
ス「戦のみち、絞りのみち、町並
みのみち」策定基礎調査」

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成18年2月24日 1,694,700

本調査は、「平成１７年度観光地域づくり実践プラ
ン」（以下「実践プラン」という。）に選定された
「歴史観光・産業観光・街道観光の三位一体による
観光まちづくり有松・桶狭間地区実践プラン計画
書」（「以下「計画書」という。）に位置づけられ
た「散策コース「戦のみち、絞りのみち、町並みの
みち」策定」事業を進めるために必要不可欠なもの
である。この調査は地域固有の特性を踏まえたオリ
ジナリティと創意工夫を有する観光戦略のもと実施
するものであり、当地域内外の既存資源の確認と潜
在観光資源の発掘を行うと共に双方の観光資源の整
理統合を図り、今後の観光地域づくりに資する有松
地区と桶狭間地区を一体化した観光散策コースを新
たに構築することを目的としており、調査対象地域
は選定地域全域に跨っている。有松桶狭間観光振興
協議会は、散策コース策定事業の実施主体として計
画書に記載されている団体で、調査対象地域を活動
の拠点として、観光事業の企画・実施や情報収集、
観光地に関する宣伝及び紹介などの取り組みを行っ
ている団体である。以上のように、本調査は「実践
プラン」に選定された「計画書」に基づきその実施
主体が行うものであり、地域が自ら考え自ら行動し
観光を軸とした地域づくりを進める「実践プラン」
の主旨に沿って実施することはもとより、調査対象
地域で活動している団体に委託して行うことが必要
不可欠である。そのような要件を満たすのは有松桶
狭間観光振興協議会の他にはない。よって、有松桶
狭間観光振興協議会を委託先とするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6592 安八町
平成17年度中排水ひ管外２施設操
作業務

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年4月1日 1,228,607

河川法第９９条
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

6593 伊豆観光推進協議会会長

平成17年度　伊豆地域観光地域づ
くり実践プラン「伊豆観光モデル
コース整備事業　南伊豆地区基礎
調査」

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成18年1月4日 1,890,000

本調査は、国土交通省が進める「観光地域づくり実
践プラン」（以下「実践プラン」という。）で」平
成１７年１１月１４日選定された「チェンジ伊豆２
０１０計画」（以下「計画書」という。）に位置づ
けられた「伊豆観光モデルコース整備事業」を進め
るため、南伊豆エリア各地の観光資源を再整理する
と共に、モデルコースを設定・検証して、モデルツ
アーに向けての課題を抽出するものであり、伊豆観
光モデルコース整備事業の実施のためには必要不可
欠なものである。実践プランは、地域特性を踏まえ
た観光戦略に基づき、多様な地域資源を活用し、地
域の幅広い関係者が一体となって進める、観光を軸
とした良好な地域づくりの取組に対して、国土交通
省が重点的に支援を行うものであり、本調査は、実
践プランに記載された事業の一役を担うＮＰＯ等の
団体が進める活動に対して支援を行うものである。
伊豆観光推進協議会（以下「推進協議会」とい
う。）は伊豆地域の１４市町、観光協会、旅館組
合、商工会、交通事業者、ＮＰＯ等で構成された団
体で、計画書を策定した「伊豆地域観光活性化協議
会」（以下「活性化協議会」）が発展して平成１７
年４月に設立された団体であり、「伊豆観光モデル
コース整備事業」の実施主体として計画書にも記載
されている。また、昨年度は推進協議会の前身であ
る活性化協議会において西伊豆地域を調査対象地域
とした同様の調査を実施している。前述のとおり、
本調査を実施する団体としては推進協議会の他には
ないことから、伊豆観光推進協議会を委託先とする
ものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6594 伊豆の国市長
平成１７年度　狩野川水系水閘門
操作委託

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年4月1日 6,409,301

河川法第９９条
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6595 伊勢市
平成１７年度宮川水系宮川・勢田
川野川原排水ひ管外２ケ所・勢田
川浄化揚水機場操作業務

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年4月1日 6,369,681

河川法第９９条に基づく委託
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6596 一宮市
平成17年度東加賀野井排水ひ管外
６施設操作業務

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年4月1日 1,320,383

河川法第９９条
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6597 一宮市
平成17年度　道を活用した「夢の
ある空間作り」社会実験業務委託

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年10月4日 6,500,000

本業務は、平成１７年度に「オープンカフェ等地域
主体の道活用に関する社会実験」を実施テーマとし
て実施団体を公募した結果、一宮市が申請した「道
を活用した「夢のある空間づくり」社会実験」が選
ばれたことから、一宮市と委託契約を締結するもの
である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6598 伊那市
平成17年度天竜川伊那地区排水ひ
管操作業務委託

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成17年4月7日 1,113,776

河川法第９９条に基づく委託
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6599 揖斐川町
平成17年度大和排水ひ管外６施設
操作業務

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年4月1日 1,692,236

河川法第９９条
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6600
エヌ・ティ・ティ・イン
フラネット（株）

平成１７年度　道路情報に関する
広報業務

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年4月1日 5,817,000

本業務を実施するには、ｉモビリティーセンターに
設置されている大型プラズマディスプレイに表示で
きるよう、情報を画像に加工し、インターネットを
介してｉモビリティセンターに配信する必要があ
る。この技術は「平成１４年度歩行者向け情報提供
システム開発業務委託」においてプロポーザルによ
り選定されたＮＴＴインフラネット㈱が開発を行っ
た新しい技術であり、この技術を活用して広報業務
を行っているのはＮＴＴインフラネット㈱しかな
い。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6601
エヌ・ティ・ティ・イン
フラネット（株）静岡支
店

平成１７年度一般国道１号半左衛
門新田・七ツ新屋地区電線共同溝
に伴う通信引込管路設備工事の委
託

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年4月25日 20,059,200

本工事を施行するにあたって、平成１１年度から整
備を進めている新電線類地中化計画においては、電
線共同溝本体と需要家を結ぶ引込管路（官地内）を
電線共同溝として施工することとなった。この際、
官地部は道路管理者、民地部は電線管理者の施工と
なる。しかし、引込管路は需要者と電線共同溝を接
続する管路であり、各需要者と需要施設の引込箇所
の調整をする必要があり、その調整は電線管理者が
行うものである。また、構造物が複雑に絡む官民境
界での分割施工については困難である。さらに、３
～４ｍ程度の引込管路に電線管理者と道路管理者の
２者が工事を行うことは需要者にも多大な迷惑をか
けることとなる。以上により、電線管理者に官地部
分の引込管路の施工を委託するものである。なお、
上記主旨による引込管路の委託に関しては、中部地
方整備局と西日本電信電話及びエヌ・ティ・ティ・
インフラネットにおいて「委託に関する覚書」を交
わしており、これに基づき委託契約を実施してい
る。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6602
ｴﾇ・ﾃｨ・ﾃｨ･ｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ
（株）東海支店

一般国道19号勝川電線共同溝勝川
町工事に伴う管路設備工事

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年10月7日 6,798,750

「新電線類地中化方式による引込管路設備工事等に
関する覚書」による。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6603
ｴﾇ・ﾃｨ・ﾃｨ･ｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ
（株）東海支店

一般国道19号勝川電線共同溝勝川
町南工事に伴う管路設備工事

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年12月22日 1,689,450

「新電線類地中化方式による引込管路設備工事等に
関する覚書」による。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6604
ｴﾇ・ﾃｨ・ﾃｨ･ｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ
（株）東海支店

一般国道19号勝川電線共同溝勝川
町東工事に伴う管路設備工事

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年12月22日 5,872,650

「新電線類地中化方式による引込管路設備工事等に
関する覚書」による。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6605
ｴﾇ・ﾃｨ・ﾃｨ･ｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ
（株）東海支店

一般国道1号星崎電線共同溝星崎北
工事に伴う管路設備工事

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成18年1月12日 11,918,550

「新電線類地中化方式による引込管路設備工事等に
関する覚書」による。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6606
エヌ・ティ・ティ・イン
フラネット（株）東海支
店長

平成１７年度一般国道１号安城電
線共同溝工事に伴う引込管路（そ
の３）工事

西井　幸春
中部地方整備局愛知国道事務
所
名古屋市千種区池下町2-62

平成17年9月1日 3,846,150

一般国道１号安城環境整備区間における安城電線共
同溝整備区間内の上記実施箇所について平成１３年
６月１５日付「新電線類地中化方式によ引込管路設
備工事等に関する覚書」第１４条に基づき、引込管
路設備工事の委託契約を締結するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6607
エヌ・ティ・ティ・イン
フラネット（株）東海支
店長

平成１７年度一般国道１号岡崎電
線共同溝工事に伴う引込管路（そ
の１）工事

西井　幸春
中部地方整備局愛知国道事務
所
名古屋市千種区池下町2-62

平成17年11月28日 8,746,500

一般国道１号岡崎環境整備区間における岡崎電線共
同溝整備区間内の上記実施箇所について平成１７年
２月２４日付「電線共同溝方式における設備工事の
受委託に関する覚書」第６条に基づき、引込管、連
系管路、連系施設の委託契約を締結するものであ
る。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6608
エヌ・ティ・ティ・イン
フラネット（株）三重支
店

平成１７年度一般国道１号四日市
橋北地区電線共同溝に伴う通信引
込管路設備工事

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年8月24日 37,044,000

平成１３年６月２０日付締結の新電線類地中化方式
による引込管路設備工事等に関する覚書第１４条に
基づく
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6609
エヌ・ティ・ティ・イン
フラネット（株）三重支
店

平成１７年度一般国道１号四日市
浜田地区電線共同溝に伴う通信引
込管路設備工事

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年9月16日 9,060,450

平成１３年６月２０日付締結の新電線類地中化方式
による引込管路設備工事等に関する覚書第１４条に
基づく
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6610
エヌ・ティ・ティ・イン
フラネット（株）三重支
店

平成１７年度一般国道２３号津南
地区電線共同溝に伴う通信引込管
路設備工事

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年9月20日 10,185,000

平成１３年６月２０日付締結の新電線類地中化方式
による引込管路設備工事等に関する覚書第１４条に
基づく
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6611
エヌ・ティ・ティ・コ
ミュニケーションズ
（株）

建物等賃貸借

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月1日 6,153,420

東海地震震災域の見直しに伴い、国土交通省専用通
信網（無線回線）構築の緊急整備を進めている中
で、沼津河川国道事務所の迂回回線を早急に構築す
る必要がある。このような中、独自に新中継所の候
補地を探し検討を進めたが、環境、電源、工事用道
路等の課題が多く、ＮＴＴ丸岳無線中継所を賃貸借
し、迂回回線として「沼津～ＮＴＴ丸岳～三ッ峠」
ルートを構築するのが、 も短時間かつ効率よく構
築可能であった。よって、ＮＴＴ丸岳無線中継所を
所有しているエヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ
ンズ㈱の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6612
エヌ・ティ・ティ・レン
タル・エンジニアリング
（株）

平成１７年度　ｉモビリティーセ
ンター情報提供システム機器賃貸
借

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年4月1日 5,896,170

1)機器賃貸借は、昨年度、推薦業者と契約し、全体
借入期間を３年とし賃貸借料を決定している。2)ｉ
モビリティセンターのネットワーク構成等について
熟知しており、他社による機器及びシステムの調
整・運用に比べると障害回避の観点で有利である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6613
エヌ・ティ・ティコミュ
ニケーションズ（株）

インターネット接続料

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年4月1日 2,757,873

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

6614 エヌエス環境（株）
平成１７年度　凍結防止剤散布に
伴う沿道環境影響調査業務

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年7月14日 5,985,000

本業務は、高度な技術を要求される内容であるた
め、「簡便型プロポーザル方式」により、「建設コ
ンサルタント選定委員会において 適な建設コンサ
ルタントとしてエヌエス環境（株）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6615
エフエムよっかいち
（株）

エフエムよっかいちによる道路広
報業務

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年4月1日 2,898,000

本業務の遂行にあたっては、工事が集中する四日市
地域に広報を行う必要があるため、四日市市を中心
とする放送エリアを持つと共に、オンデマンド放送
を実施できるエフエムよっかいち株式会社と契約す
ることが、本業務の趣旨を達成するうえで効果的で
効率的な方法である。以上の理由から、契約の性質
及び目的が競争を許さないと認められるため、随意
契約しようとするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6616 大垣市
平成17年度横曽根排水ひ管外８施
設操作業務

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年4月1日 1,146,637

河川法第９９条
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6617 大垣市 平成17年度杭瀬川堤防清掃業務

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年5月23日 2,950,000

河川法第９９条に基づく委託
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6618 大垣輪中水防事務組合
平成17年度水門川排水機場操作業
務

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年4月1日 3,709,400

河川法第９９条
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6619 オムロン（株）
平成１７年度　走行車両重量計測
設備保守業務

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年6月7日 6,258,000

本業務は、走行車両重量計測設備、統合道路管理情
報センターの特車サーバ装置、事務所の検索端末に
ついて機能を維持するために機器の点検調整、機能
確認等の保守点検を行うものであり、本設備を正
確、迅速に保守点検を行うには詳細な構造、制御方
式等を熟知している必要がある。走行車両重量計測
設備は汎用的な設備ではなく、道路管理用に製作さ
れた特殊な設備で各社毎に独自の技術で製作されて
いるため、保守点検を正確、迅速に行えるのは詳細
な構造、制御方式を熟知している本設備製作業者の
オムロン（株）の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

6620 オムロン（株）
平成１７年度　大気常時観測シス
テム改造工事

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年12月26日 7,560,000

本工事は、既に運用しているシステムにおいて、ソ
フト変更を行うものであり、著作権（財産権及び著
作者人格権）が発生し、財産権は国が所有している
が、著作者人格権は、そのシステムを独自での設
計・製作した当該業者が所有しているものである。
これらのシステムは､メーカ独自の設計により製作
された製品であり、ハードとソフト一体で構成され
ている。したがって、他の業者では改造することが
できない。 よって、既設のシステムを製作納入し
た業者であるオムロン（株）と随意契約を行うもの
である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6621 海津市
平成17年度　揖斐川高須輪中排水
機場外１施設操作業務

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成17年4月1日 5,567,920

河川法第９９条に基づく委託
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6622 海津市
平成17年度　揖斐川南部排水機場
外８施設操作業務

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成17年4月1日 13,249,114

河川法第９９条に基づく委託
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6623 各務原市
平成17年度松原ひ管外３施設操作
業務

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年4月1日 1,199,615

河川法第９９条
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6624 掛川市
平成１７年度　菊川大東町管内水
閘門等操作管理業務委託

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年4月1日 5,192,726

河川法第９９条
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6625 春日井市
平成17年度　一般国道19号維持管
理委託(道路除草作業）

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年4月8日 26,548,373

「一般国道19号春日井市域の管理に関する協定」に
よる。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6626 学校法人　愛知大学
平成１７年度　三遠南信地域連携
施策検討業務委託

山口　一美
中部地方整備局東海幹線道路
調査事務所
豊橋市駅前大通2-33-1 開発ビ
ル6階

平成17年11月18日 3,660,000

本業務は、三遠南信地域に対し社会科学・人文科学
面からの学術的かつ地域の多様な人々と連携した調
査を行うことが必要であることから、地域研究等に
関する高度な知識や三遠南信地域各種団体との連携
調査活動の豊富な経験が必要不可欠な要件となる。
学校法人愛知大学は、1960年代から学内研究機関に
おいて、三遠南信地域との連携のもとに社会科学、
人文科学での学術的な地域研究と調査を継続的に行
い、その成果を地域還元すると共に、学会からも高
い評価を得てきた実績を持つ。同大学は、地域に対
する独自の新たな視点（社会・人文面からの評価）
からの研究蓄積と成果を持っており、その中で地域
づくりと密接な関わりを持つ道路網についての調査
研究も実施している。また、社会科学、人文科学の
専門教員が研究スタッフとなって地域調査、地域研
究の手法開発、実施、分析等を担当しており、学内
の教育・研究機関、図書館やメディアセンター等活
用し、地域との一体的な連携体制が取れる三遠南信
地域における唯一の社会科学、人文科学分野の学術
研究機関である。以上の理由により、学校法人愛知
大学と委託契約しようとするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

6627 亀山市
一般国道２５号越川大橋下部補強
工事に伴う配水管移設工事

村松　千明
中部地方整備局北勢国道事務
所
四日市市南富田町4-6

平成17年6月9日 2,650,200

本工事は、現在一般国道２５号の越川大橋の耐震対
策として実施されている支障取替・落橋防止装置設
置・橋脚コンクリ－ト巻立て工事の内橋脚コンクリ
－ト巻立て工事施工の際に亀山市が管理する水道管
が支障となるため工事中の仮移設・本復旧を行うに
あたり、当該水道管を管理する亀山市と委託契約す
るものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6628 函南町長
平成１７年度　狩野川水系水閘門
操作委託

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年4月1日 4,360,149

河川法第９９条
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6629 神戸町
平成17年度平野井川排水機場操作
業務

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年4月1日 2,302,245

河川法第９９条
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6630 菊川市
平成１７年度　菊川菊川市管内水
閘門等操作管理業務委託

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年4月1日 12,316,425

河川法第９９条
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6631 木曽岬町 平成17年度　木曽岬堤防除草業務

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成17年5月27日 4,263,854

当該地区は、以前から水防及び環境に対する住民意
識が強い地域である。堤防の除草、清掃についても
沿川の地域で行いたいという強い意向があり、今
回、兼用工作物管理協定による木曽岬町管理部分の
除草等を木曽岬町においては地域住民と一体となっ
て実施することとなり、当事務所管理部分も木曽岬
町に委託し、より効果的、効率的に堤防除草等をお
こなうものである。また、近年における河川管理
は、地域の意見を集約し、地域特性を生かした住民
一体型の事業執行が求められており、河川愛護、河
川美化等の啓発、治水事業・河川管理施設に対する
理解を深めてもらう意味も含め、木曽岬町に委託を
行うものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6632 木曽岬町
平成17年度　木曽川左岸天端補修
工事

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成18年1月30日 24,000,000

木曽岬町大字近江島・雁ヶ地地先旧高潮堤天端道路
が高潮堤補強工事後、引き込み沈下により路面が逆
勾配になり、良好な雨水排水が維持出来なくなっ
た。また、路面に輪だちがあり降雨時の車の走行に
危険を伴っている。このため、河川管理者と道路管
理者とで協議し費用負担して天端の補修を行うもの
であり、負担割合は、沈下分を河川管理者が、輪だ
ち掘れ及び勾配改良分を道路管理者が負担する事と
なっている。旧高潮堤天端は河川管理用道路と木曽
岬町道と兼用しており、木曽岬町が維持管理を行っ
ているので、よって天端補修工事を道路管理者であ
る木曽岬町に委託するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6633 岐阜県
平成17年度犀川第三排水機場外９
施設操作業務

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年4月1日 17,064,475

河川法第９９条
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6634 岐阜県知事
　一般国道21号可児御嵩バイパス
建設に伴う埋蔵文化財発掘調査

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成17年4月1日 26,961,000

本件は、一般国道２１号可児御嵩バイパスの建設に
おいて存在が確認された埋蔵文化財の発掘調査を行
うものであり、遺跡の記録保存も考えられることか
ら、特殊な専門技術を特に必要とするため、委託し
実施するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6635 岐阜県知事
　中部縦貫自動車道建設事業に伴
う埋蔵文化財発掘調査

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成17年4月1日 311,089,000

本件は、中部縦貫自動車道の建設において存在が確
認された埋蔵文化財の発掘調査を行うものであり、
遺跡の記録保存も考えられることから、特殊な専門
技術を特に必要とするため、委託し実施するもので
ある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6636 岐阜県知事

平成17年度一級河川庄内川水系土
岐川に架かる神明橋、主要地方道
土岐足助線及び一般県道河合多治
見線改築工事

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成17年9月16日 85,000,115

一級河川庄内川水系土岐川に架かる神明橋、主要地
方道土岐足助線及び一般県道河合多治見線改築工事
の施行に関する協定に基づき委託するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6637 岐阜県御嵩町長
  新丸山ダム建設事業（工事用道
路資材運搬線）に伴う物件移転補
償事務委託

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成17年6月30日 8,816,402

工事用道路資材の運搬線の用地取得にあたっては、
道路事業として御嵩町が行い、地上物件の移転補償
については工事用道路の借地に伴う補償として国土
交通省が行うものであるが、両事業とも新丸山ダム
関連事業であることから一括して協議、契約を行う
ことが合理的である。従って、道路事業者であると
共に、新丸山ダム建設事業に伴う地元調整を行って
いる御嵩町に対し物件移転補償事務を委託するもの
である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6638 岐阜市
農地所有者等賃貸住宅建設融資利
子補給金

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成17年4月1日 361,602,228

農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法
による利子補給金。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6639 岐阜市
平成17年度日野揚排水機場外４施
設操作業務

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年4月1日 30,601,499

河川法第９９条
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6640 岐阜市
平成17年度根尾川排水機場操作業
務

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年4月1日 2,400,642

河川法第９９条
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6641
キャノンシステムアンド
サポート（株）

平成１７年度　電子複写機賃貸借
及び保守その２

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年4月1日 1,521,309

本機器の借り上げにあたっては、前年度賃貸借した
機器を引き続き使用するものであるため。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

6642 キャノン販売（株）
キヤノン電子複写機の賃貸借及び
保守その２

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月1日 1,072,673

本賃貸借は平成１５年度及び１６年度の一般競争契
約において、賃貸借期間について３年間の継続賃貸
借を条件として入札公告し、キヤノン販売（株）と
契約を開始したものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

6643 キヤノン販売（株）
キヤノン電子複写機の賃貸借及び
保守その１

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月1日 8,459,271

本賃貸借は平成１５年度及び１６年度の一般競争契
約において、賃貸借期間について３年間の継続賃貸
借を条件として入札公告し、キヤノン販売（株）と
契約を開始したものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

6644 キヤノン販売（株）
平成１７年度キヤノン電子複合機
保守

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年4月1日 1,017,919

本機器の消耗品の供給は、機器を販売したメーカー
であるキヤノン販売株式会社との契約によるほか調
達方法がない。よって、契約の性質及び目的が競争
を許さないと認められるため。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

6645 近畿日本鉄道（株）

平成１７年度近鉄名古屋線海山
道・新正間四日市高架橋情報管添
架および橋脚補強に伴う鉄道施設
防護工事

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年6月24日 1,700,000

近鉄線路近接工事による、列車運行の安全並びに鉄
道施設の保全に必要な鉄道施設防護工事の施工のた
め
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6646
クリエイティヴアダック
（株）

平成１７年度　安倍川映像ビデオ
等購入

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成18年3月16日 6,195,000

今回購入するビデオ及び写真は、過去に中京女子大
学の谷岡郁子学長（芸術工学博士）監修のもとに、
クリエイティヴアダック株式会社が制作したビデオ
の素材となったもので、安部川河口から源流部まで
を、流域や河川の概況、動植物等や川と人々の関わ
りを撮影したものであり、一般市民の視点でインパ
クトがあり、分かり易い映像が数多く含まれてお
り、新規に撮影するよりも汎用性がある。この映像
関係の所有権を含む著作権は、クリエイティヴア
ダック株式会社が保有している。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6647 桑名市
平成17年度　揖斐川右岸三之丸水
門仮設排水工事

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成17年4月1日 6,499,564

高潮堤防の施工に伴って３水門（住吉水門、川口水
門、三之丸水門）の改築が必要となり、平成１４年
度に工事着手し、平成１６年度に完成する予定で
あった。既設の三之丸水門は、許可工作物（桑名市
長）であるが、改築後の三之丸水門は河川管理施設
となる。仮設排水工事の円滑な施工を図るには、施
工場所の水面管理者であり、吉之丸水門管理者及び
地元調整に精通している桑名市役所が、工事施工の
委託として も適しているものであり、協定書第２
条により委託をしている。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6648 桑名市
平成17年度　長良川長島排水機場
操作業務

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成17年4月1日 4,353,879

河川法第９９条に基づく委託
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6649 桑名市
平成17年度　揖斐川沢北排水機場
操作業務

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成17年4月1日 1,037,216

河川法第９９条に基づく委託
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6650 桑名市
平成17年度　揖斐川深谷水門外５
施設操作業務

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成17年4月1日 1,434,493

河川法第９９条に基づく委託
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6651 コクド鑑定・調査（株） 不動産鑑定料

村松　千明
中部地方整備局北勢国道事務
所
四日市市南富田町4-6

平成17年4月18日 1,195,950

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識
と不動産の鑑定評価に関する法律に基づく不動産鑑
定士の資格が必要である。今回、依頼した不動産鑑
定士は、公共用地取得における多くの業務受託実績
を有しており、また、当該地域における適正な取引
事例も豊富に収集し、かつ、地価動向等の情報収集
能力にも優れているため、当該地域の不動産鑑定に
おける高い信頼性を有する者と認められるものであ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能
力を有する者としては同人が 適である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6652
国立大学法人名古屋工業
大学

平成１７年度豊川における淵の生
態環境改善に関わる河川環境調査
について

山内　博
中部地方整備局設楽ダム工事
事務所
新城市杉山字大東57

平成17年12月22日 2,600,000

環境保全対策の一環であるネコギギ生息環境の改善
計画を策定するために必要な淵における流向流速の
測定を超音波流向流速計測システムを用いて行うも
のである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6653 小坂井町
平成１７年度豊川小坂井排水機場
外１箇所操作業務委託

森岡　泰裕
中部地方整備局豊橋河川事務
所
豊橋市中野町字平西1-6

平成17年4月1日 1,267,455

協定書（昭和56年4月1日締結）に基づき小坂井町に
委託するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6654
コニカミノルタビジネス
ソリューションズ（株）

平成１７年度　電子複写機の賃貸
借及び保守（その３）

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年4月1日 1,592,368

本件は名古屋国道事務所において使用する電子複写
機を昨年度に引き続き賃貸借するものであり、当初
賃貸借契約から３６ヶ月を経過していないため。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

6655
コマツエンジニアリング
（株）

橋梁点検車点検整備

金木　誠
中部地方整備局中部技術事務
所
名古屋市東区大幸南1-1-15

平成18年1月18日 4,882,500

本業務は、橋梁点検車が本来の機能を発揮し確実な
運用を図るため、作業装置部の定期自主検査及び定
期整備を行うものであり、橋梁点検車の構造や機能
に熟知精通した専門技術者を有し、万一の故障、障
害復旧の際に迅速かつ的確に対応できることが必要
不可欠であるため、製作、架装を行ったコマツエン
ジニアリング㈱をおいて他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
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6656
（財）静岡県埋蔵文化財
調査研究所

平成１７年度　天城北道路大平Ｉ
Ｃ埋文発掘調査業務委託

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成18年2月1日 3,519,600

本件は、天城北道路の建設において存在が確認され
た埋蔵文化財の発掘調査を行うものであり、遺跡の
記録保存も考えられることから、特殊な専門技術を
特に必要とするため、委託し実施するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6657
（財）瀬戸市埋蔵文化財
センター

平成17年度　愛知国道瀬戸地区埋
蔵文化財発掘調査

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成17年4月1日 2,458,260

本件は、一般国道４７５号（東海環状自動車道）瀬
戸地区の建設において存在が確認された埋蔵文化財
（遺跡名：惣作・鐘場遺跡）の発掘調査を平成１６
年度まで行い、その際に採取された出土品を整理を
するものである。本整理業務は遺跡の記録保存のた
めに行うものであるため、特殊な専門技術を特に必
要とすることから、（財）瀬戸市埋蔵文化センター
に委託し実施するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6658
（財）長野県文化振興事
業団長野県埋蔵文化財セ
ンター

平成17年度　一般国道４７４号飯
喬道路埋蔵文化財発掘調査業務

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成17年4月1日 66,480,916

一般国道４７４号飯喬道路建設工事に伴い、予定地
内の埋蔵文化財包蔵地について、文化財保護法に基
づき発掘調査を行うものである。本年度は、飯田市
竹佐の竹佐中原遺跡の発掘調査と、飯田市川路の川
路大明神原遺跡の発掘調査・整理作業を行う。その
ため、長野県教育委員会の外郭団体である財団法人
長野県文化振興事業団長野県埋蔵文化財センターに
委託するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6659 坂祝町
平成17年度西谷川排水ひ管外１２
施設操作業務

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年4月1日 2,715,922

河川法第９９条
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6660
サンコーコンサルタント
（株）

平成１７年度管内道路防災カルテ
更新業務

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年5月23日 9,292,500

本業務は、標準的な業務の実施手法が定められてい
ない業務であること及び技術的に高度なものである
ことから、平成１６年度に２箇年の継続を前提とし
たプロポーザル方式に基づき「建設コンサルタント
選定委員会」において技術的に 適としてサンコー
コンサルタント株式会社を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6661
サンコーコンサルタント
（株）

平成１７年度　名国管内道路防災
カルテ点検調査業務委託

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年9月2日 25,620,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、サン
コーコンサルタント（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6662
サンコーコンサルタント
（株）

平成１７年度　新丸山ダム湖岸林
道耐水検討業務委託

平光　文男
中部地方整備局新丸山ダム工
事事務所
岐阜県加茂郡八百津町八百津
3351

平成17年11月25日 9,765,000

本業務は、昨年度にプロポーザル方式で実施した
「平成１６年度新丸山ダム湖岸林道耐水検討業務委
託」で検討した成果をもとに実施するものである。
昨年度業務では、現地調査を行い道路の現況及び耐
水性の機能について的確な調査成果が得られたた
め、本業務において引き続き調査検討を行うもので
ある。よって、本業務を実施できるのは、調査検討
経緯に係わる理解と一貫性が求められることから、
昨年度業務を履行したサンコーコンサルタント
（株）の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの
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6663 サンメッセ（株） 平成１７年度　タウン誌掲載業務

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年6月15日 3,675,000

本業務の実施にあたっては、当事務所の事業や国土
交通省の道路行政を十分に把握しているとともに、
タウン誌の販売エリアが岐阜国道事務所管内をカ
バーし、多くの読者を期待できることが求められ
る。上記を遂行するため以下の条件を有する必要が
ある。①国や地方自治体と連携を図りながら「道づ
くり街づくり」に関する計画や施策、具体的な取り
組み等を全国の地域に広報する「道づくり街づくり
タウン誌ネットワーク」に参画している。②発行す
るタウン誌は、販売エリアが岐阜国道事務所管内を
カバーし、多くの読者を獲得している。サンメッセ
株式会社は、これらをすべて満足する唯一の業者で
ある。以上の理由から、契約の性質または目的が競
争を許さないと認めるため、随意契約しようとする
ものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6664
ジェイアール東海コンサ
ルタンツ（株）

平成１７年度　木曽川左岸北方地
区ＪＲ協議資料作成業務

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年5月19日 3,885,000

本業務の実施にあたっては、鉄道事業者との協議に
より実施設計を行う必要があることから、鉄道部門
の技術士を有しているとともに鉄道事業者の内規を
熟知している必要がある。また、過去５年間に、岐
阜県及び愛知県内で鉄道事業者との協議業務の実績
を有しているのは当コンサルタント以外にない。以
上から、本業務を遂行できるのはジェイアール東海
コンサルタンツ（株）しかない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6665 静岡県
平成17年度　地方中核都市圏の公
共交通機関分担率向上に向けた調
査

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成17年6月16日 6,000,000

　本業務は、静岡県が取り組んでいる、富士市をは
じめとする岳南都市圏における新たな都市圏の総合
交通計画策定に向けた総合都市交通体系調査のう
ち、「都市圏構造の推移と交通変化の分析」及び
「都市圏交通シナリオ」に関する部分について国が
調査を行い、地方中核都市圏における公共交通機関
分担率向上に向けた検討の参考資料とするものであ
り、同都市圏の調査主体は静岡県であることから、
調査を一連で実施することにより効率的なとりまと
めが行えること、同都市圏の実情について精通して
おり、より詳細な解析や検討が可能となることよ
り、静岡県に委託して本調査を実施する。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6666 静岡市
平成１７年度一般国道１号しずマ
チ（広場）清掃委託

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年4月1日 2,454,900

本清掃委託は、広場の管理について、平成１５年１
０月１日付けで国土交通省中部地方整備局静岡国道
事務所長　土井弘次と静岡市長　小嶋善吉との間で
締結した「しずマチの管理に関する覚書」に基づき
委託者　分任支出負担行為担当官中部地方整備局静
岡国道事務所長　森本励を甲とし、受託者　静岡市
長　小嶋善吉を乙として委託契約を締結するもので
ある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6667 静岡市長
平成17年度安倍川静岡市内樋管操
作業務委託

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成17年4月1日 2,020,655

河川法第９９条
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6668 設楽町 平成１７年度説明会業務委託

山内　博
中部地方整備局設楽ダム工事
事務所
新城市杉山字大東57

平成17年4月1日 1,053,150

設楽町地内の説明会を行政行為の補完として業務委
託により行うものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6669 設楽町
平成１７年度生活再建相談業務委
託

山内　博
中部地方整備局設楽ダム工事
事務所
新城市杉山字大東57

平成17年4月1日 1,914,150

水没関係者の移転先・代替地・職業転換等生活再建
に関わる相談を行政行為の補完として業務委託によ
り行うものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6670 清水町長
平成１７年度　狩野川水系水閘門
操作委託

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年4月1日 1,712,436

河川法第９９条
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6671
シャープドキュメントシ
ステム（株）

平成１７年度　枇杷島自動水質監
視装置修繕

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年10月28日 4,147,500

本修繕を行う装置はシャープ製であり、他メーカー
での修繕は不可能である。シャープドキュメントシ
ステム㈱中部支店は現在設置されている水質自動監
視装置の系列会社で、中部地方整備局管内で本修繕
が可能な唯一の業者である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6672
シャープドキュメントシ
ステム（株）

平成１７年度　水質観測所補正修
繕作業

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成17年11月11日 5,145,000

本件において修繕する水質自動監視装置の指示処理
部は通常の仕様と異なり、多項目の信号を処理でき
るようにしたシラベール・システム専用の特別仕様
品であり、この製品はシャープしか製造していな
い。伊勢大橋における本機の据え付け調整及び他の
観測所を含む指示処理部と水位計との連動調整、機
器間の応答性能、感知精度の調査・調整は同社以外
には不可能で、観測機器を正常に稼働させることは
できない。従って、本件の履行に必要とされる諸条
件を充足するものはシャープ製品のメンテナンスを
担当しているシャープドキュメントシステム（株）
の他なく契約の性質又は業務の目的が競争を許さな
いと認められ随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの
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6673 シンクアプローチ（株）
平成１７年度　ＣＲＭＳ運用支援
業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月1日 5,869,500

本業務は、債権管理システム（ＣＲＭＳ）のシステ
ム追加・更新・運用状況の管理、データベースの修
正・整備などの「システム環境の保持」、ＣＲＭＳ
ユーザーに対する問い合わせ対応、操作支援などの
「ユーザー支援」を行うことで、システムの安定的
な運用を図るものである。【技術的な理由により競
争が存在しない。】①シンクアプローチ（株）は、
ＣＲＭＳの開発業者として本システムの仕様・設計
技術・知識のほか、会計関係法規及び当地方整備局
の電子計算機やネットワークの機構・性能に精通し
ており、保守、改良及び運用支援を継続して行って
きた実績を有する。②シンクアプローチ（株）は、
開発地整である近畿地方整備局において現在も開発
後のシステムメンテナンスを行っており、各地方整
備局へ納入している。③本システムの対象業務（歳
入事務）及び開発経緯等に係る理解及びシステム開
発の一貫性が求められる。④本システムの安定的運
用を確保するためにはシステム運用に精通する必要
がある。よって、本業務を遂行でき、かつ上記条件
をすべて満たす者は、当該業者の他には存在しな
い。本業務の実施にあたり、その請負業者の推薦に
おいては以下の制約がある。【著作権法上の同一性
保持権を確保する必要から競争が存在しない】シス
テムのプログラム、データベース及びドキュメント
において発生する著作権（財産権及び著作者人格
権）について、財産権は、国に所有しているが、著
作者人格権はシステムを単独で設計開発した上記業
者が保有しており、システムの変更及び追加等には
著作権の制約を受ける。以上の理由から、契約の性
質又は目的が競争を許さないと認められるため、会
計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４
第３号により上記業者と随意契約しようとするもの
である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 競争入札に移行したもの

6674 鈴鹿市
平成１７年度鈴鹿川水系鈴鹿川木
田排水ひ管外４ケ所操作業務

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年4月1日 1,162,668

河川法第９９条
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6675 セコム㈱
平成１７年度　庄内川河川事務所
警備業務

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年4月1日 2,315,460

本業務を実施するには、事務所・出張所を含めた広
い地域で総合的なシステム警備が行える事が必要で
ある。セコム（株）は、平成１２年度から火災警報
警備業務を行っており、庁舎の配置等の業務内容を
熟知している。また、同業務のシステムや制御装置
を利用する事により、火災と防犯の一体的かつ合理
的な総合警備が可能な唯一の業者である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 競争入札に移行したもの
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6676 セコム㈱ 平成１７年度　庁舎警報警備業務

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年4月1日 3,024,000

業務の実施に当たっては、防火防犯警備業務につい
て十分な知識、経験及び実績を有すると共に官公署
施設警備などによる信頼性を担保し、確実な安心・
安全を提供することが求められている。特に、２県
８市町に散在する８カ所の出張所の監視等の警備を
一元的に行うこと、各対象施設での異常事態に短時
間に対応することができることが求められている。
また、警備業務を２４時間連続して稼働させるため
のハード及びソフト両面の支援体制を有することが
不可欠である。当該業者は、国内 大のセキユリテ
イ事業会社として５０年に亘る実績を有しており、
警備業務において２４時間監視、緊急対処、メンテ
ナンスまでの業務を一貫して提供する方式を自ら開
発・確立し、国内の標準方式として定着させてい
る。監視体制についても、当所管内にコントロール
センター及び緊急対処チームを配置し全ての出張所
に画像センサーによる高度な常時監視体制及び異常
事態発生から２０分以内にパトロール員が到着する
体制を安定して確保している。また、緊急時に対処
する要員の教育を十分に行い緊急時対応の他、機器
類の修理、点検等を行い故障等の早期正常化を可能
とする警備システムの支援体制を直近の事業所にお
いて確保している。特に、当該業務において必要と
なる監視センサー及び配線を常時監視機能及びバッ
テリー、コネクター配線等の接続状況チェック機能
に関する特許を保有するなど、他の者が追随を許さ
ない高い能力を有している。これら、防災官庁に要
求される危機管理を念頭に置いた庁舎機能の保持の
面からも、異常事態に対する初期対応に極めて信頼
できる実績を有している唯一の者である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 競争入札に移行したもの

6677 セコム三重（株）
平成１７年度　火災警報等警備業
務

村松　千明
中部地方整備局北勢国道事務
所
四日市市南富田町4-6

平成17年4月1日 1,026,900

当該業務については、勤務時間外などの職員不在時
に庁舎に火災や不法侵入者などの異常があった場
合、電話回線を利用して即座に警備センターに自動
通報し、警備員が現地に駆けつけて現状確認を行い
適切な処理を行うものであり、通報があった時点か
ら現場に到着するまで迅速な対応はもとより、セ
キュリティシステム及び庁舎の設備関係に熟知して
いることが必要とされる。当該システムを設置し、
庁舎の設備関係を熟知し、且つシステムに関する理
解度も高く、警備員の配置等の条件を満たしている
のはセコム三重(株)以外にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6678
セントラルコンサルタン
ト（株）

平成１７年度　管内防災施設設計
修正業務

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年5月17日 8,085,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により「建設コンサルタント選定委員会」にお
いて、 適な建設、コンサルタントとして、セント
ラルコンサルタント（株）中部支社を特定し実施し
たものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6679
セントラルコンサルタン
ト（株）

平成１７年度三重道づくり整備効
果検討業務

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年6月2日 49,980,000

本業務は、標準的な業務の実施方法等（標準歩掛
等）が定められていないため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適なコンサルタントとして、セントラル
コンサルタント（株）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6680
セントラルコンサルタン
ト（株）

平成１７年度　２３号名古屋南部
地区環境施設帯設置検討業務委託

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年6月8日 12,495,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるため、「プロポーザル方式」によ
り、「建設コンサルタント選定委員会」において、

適な建設コンサルタントとして、セントラルコン
サルタント（株）を特定した。以上の理由から、契
約の性質又は目的が競争を許さないと認められるた
め、随意契約しようとするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6681
セントラルコンサルタン
ト（株）

平成１７年度　１号管内耐震補強
検討業務委託

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年7月7日 20,055,000

本業務は、主たる業務の標準歩掛によって積算がで
きないため、「プロポーザル方式」により、「建設
コンサルタント選定委員会」において、 適な建設
コンサルタントとして、セントラルコンサルタント
（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6682
セントラルコンサルタン
ト（株）

平成１７年度道路交通環境安全推
進検討業務

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年7月29日 27,720,000

本業務は、標準的な業務の実施方法が定められてい
ない業務であることから、平成１６年度に２箇年の
継続を前提としたプロポーザル方式に基づき、「建
設コンサルタント選定委員会」において、 適なコ
ンサルタントとして、セントラルコンサルタント
（株）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6683
セントラルコンサルタン
ト（株）

平成１７年度　静岡東部地区交通
対策検討業務委託

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年9月5日 34,020,000

本業務は、内容が技術的に高度なものまたは専門的
な技術が要求されるため、「簡便型プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、セント
ラルコンサルタント（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6684
セントラルコンサルタン
ト（株）

平成１７年度　東海環状西関高架
橋詳細修正設計業務委託

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年9月16日 81,165,000

本業務は、専門的な技術を要求される内容であるた
め、「プロポーザル方式」により、「建設コンサル
タント選定委員会」において、 適な建設コンサル
タントとして、セントラルコンサルタント（株）を
選定した｡
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6685
セントラルコンサルタン
ト（株）

平成１７年度　富士地区予備検討
業務委託

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年9月21日 31,185,000

本業務では、内容が技術的に高度なもの又は専門的
な技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により「建設コンサルタント選定委員会」にお
いて、 適な建設コンサルタントとして、セントラ
ルコンサルタント（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6686
セントラルコンサルタン
ト（株）

平成１７年度　静国管内事故危険
箇所対策評価検討業務委託

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年9月27日 20,580,000

本業務は、内容が技術的に高度なものまたは専門的
な技術が要求されるため、「簡便型プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、セント
ラルコンサルタント（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6687
セントラルコンサルタン
ト（株）

平成１７年度　東海環状室原高架
橋詳細設計業務委託

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年9月30日 62,160,000

本業務は、専門的な技術を要求される内容であるた
め、「プロポーザル方  式」により、「建設コンサ
ルタント選定委員会」において、 適な建設コンサ
ルタントとして、セントラルコンサルタント（株）
を選定した｡
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6688
セントラルコンサルタン
ト（株）

平成１７年度　岐阜国道管内西部
地区橋梁補強設計業務委託

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年9月30日 16,905,000

本業務は、高度な技術を要求される内容であるた
め、「簡便型プロポーザル方式」により、「建設コ
ンサルタント選定委員」において、 適な建設コン
サルタントとして、（株）セントラルコンサルタン
トを選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6689
セントラルコンサルタン
ト（株）

平成１７年度　狩野川小坂排水機
場増設詳細設計業務委託

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年12月19日 36,225,000

本業務は、小坂排水機場の排水能力向上を目的とし
た機械設備の増設に際し、その詳細設計を実施する
ものである。本業務は、内容が技術的に高度でかつ
専門的な技術が要求される業務であるため、「プロ
ポーザル方式」により「建設コンサルタント選定委
員会」において、 適な建設コンサルタントとし
て、セントラルコンサルタント株式会社を特定し
た。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6690 ダイコー株式会社
平成１７年度　４１号清水歩道橋
外１件昇降装置保守業務

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年4月1日 2,089,500

本業務は、エレベータについて保守点検を行うもの
であり、本設備の性質上、人命尊重の立場から特に
安全性、正確性及び突発的な事故に対して迅速な対
応が要求されることから、業務実施にあたっては、
機器の構造、性能等について熟知した技術者が必要
である。これらの要件を満たすのは、本設備の製
造、設置業者であるダイコー（株）をおいて他にな
い。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

6691 高山市長土野守
平成17年度高山市駐車場情報シス
テム高度化実証実験業務委託

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成17年12月19日 34,975,500

委託内容の高山市中心市街部における既存駐車場シ
ステムの現状や駐車場の利用状況、道路交通事情等
に熟知している必要がある。また道路利用者への情
報提供手段等についても関係機関との調整が必要と
なることからも、高山市であればより円滑かつ効率
的に業務を実施できることから委託するものであ
る。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6692 多気町
平成１７年度櫛田川水系櫛田川・
佐奈川上朝長排水ひ管外１３ケ所
操作業務

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年4月1日 3,141,258

河川法第９９条に基づく委託
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6693 多治見市
平成１７年度脇之島排水機場操作
業務委託

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年4月1日 1,102,890

河川法第９９条
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6694
中部電力（株）岡崎営業
所長

平成１７年度一般国道１号岡崎電
線共同溝工事に伴う引込管路（そ
の１）工事

西井　幸春
中部地方整備局愛知国道事務
所
名古屋市千種区池下町2-62

平成17年11月2日 4,894,050

一般国道１号岡崎環境整備区間における岡崎電線共
同溝整備区間内の上記実施箇所について平成１７年
２月２４日付「電線共同溝方式における設備工事の
受委託に関する覚書」第６条に基づき、引込管、連
系管路、連系施設の委託契約を締結するものであ
る。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6695
中部電力（株）春日井営
業所

一般国道19号勝川電線共同溝勝川
町工事に伴う管路設備工事

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年10月11日 21,051,450

「新電線類地中化方式による引込管路設備工事等に
関する覚書」による。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6696
中部電力（株）春日井営
業所

一般国道19号勝川電線共同溝勝川
町南工事に伴う管路設備工事

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年12月20日 29,245,650

「新電線類地中化方式による引込管路設備工事等に
関する覚書」による。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6697
中部電力（株）春日井営
業所

一般国道19号勝川電線共同溝勝川
町東工事に伴う管路設備工事

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年12月20日 18,180,750

「新電線類地中化方式による引込管路設備工事等に
関する覚書」による。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6698
中部電力（株）刈谷営業
所長

平成１７年度一般国道１号安城電
線共同溝工事に伴う引込管路（そ
の３）工事

西井　幸春
中部地方整備局愛知国道事務
所
名古屋市千種区池下町2-62

平成17年6月16日 3,668,700

一般国道１号安城環境整備区間における安城電線共
同溝整備区間内の上記実施箇所について平成１３年
６月１５日付「新電線類地中化方式によ引込管路設
備工事等に関する覚書」第１４条に基づき、引込管
路設備工事の委託契約を締結するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6699
中部電力（株）清水営業
所

平成１７年度一般国道１号半左衛
門新田・七ツ新屋地区電線共同溝
に伴う電力引込管路設備工事の委
託

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年4月28日 4,587,450

平成１１年度から整備を進めている新電線類地中化
計画においては、電線共同溝本体と需要家を結ぶ引
込管路（官地内）を電線共同溝として施工すること
となった。この際、官地部は道路管理者、民地部は
電線管理者の施工となる。しかし、引込管路は需要
者と電線共同溝を接続する管路であり、各需要者と
需要施設の引込箇所の調整をする必要があり、その
調整は電線管理者が行うものである。また、構造物
が複雑に絡む官民境界での分割施工については困難
である。さらに、３～４ｍ程度の引込管路に電線管
理者と道路管理者の２者が工事を行うことは需要者
にも多大な迷惑をかけることとなる。以上により、
電線管理者に官地部分の引込管路の施工を委託する
ものである。なお、上記主旨による引込管路の委託
に関しては、中部地方整備局と中部電力において
「委託に関する覚書」を交わしており、これに基づ
き委託契約を実施している。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6700 中部電力（株）津営業所
平成１７年度一般国道２３号津南
地区電線共同溝に伴う電線引込管
路設備工事

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年9月21日 8,530,200

平成１３年６月１５日付締結の新電線類地中化方式
による引込管路設備工事等に関する覚書第１４条に
基づく
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6701 中部電力（株）緑営業所
一般国道1号星崎電線共同溝星崎北
工事に伴う管路設備工事

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成18年1月18日 18,950,400

「新電線類地中化方式による引込管路設備工事等に
関する覚書」による。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6702
中部電力（株）四日市営
業所

平成１７年度一般国道１号四日市
浜田地区電線共同溝に伴う電線引
込管路設備工事

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年9月20日 10,577,700

平成１３年６月１５日付締結の新電線類地中化方式
による引込管路設備工事等に関する覚書第１４条に
基づく
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6703
中部電力（株）四日市営
業所

平成１７年度一般国道１号四日市
橋北地区電線共同溝に伴う電線引
込管路設備工事

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年9月20日 12,640,950

平成１３年６月１５日付締結の新電線類地中化方式
による引込管路設備工事等に関する覚書第１４条に
基づく
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6704 中部バス協会
高速バスの走行履歴情報と位置情
報収集システムの導入業務委託

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成18年1月20日 264,998,580

本業務は、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、福井
県、長野県の各地から中部国際空港へ出入りする１
６社（共同運行を含む）のバス会社の車両へ車載機
の搭載調整と運行状況を把握しデータを集約するた
めのシステム運営が必要であり、道路運送法92条に
基づく「道路運送に関する団体」として届け出のあ
る「中部バス協会」は、中部運輸局の実施した本件
の実施主体として唯一申し出のあった機関であり、
また、本件の遂行能力がある実施機関であることを
中部運輸局の確認を得ているところである。よっ
て、本業務の委託にあたっては他に競合するものが
なく「中部バス協会」と委託契約をするものであ
る。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6705 つばめ自動車（株）
平成１７年度　タクシー利用その
２

西井　幸春
中部地方整備局愛知国道事務
所
名古屋市千種区池下町2-62

平成17年4月1日 2,396,420

本契約においては、主に名古屋市内及びその周辺部
地域が利用の中心となるので、以下の条件を満たす
ことが必要である。（１）利用地域における系列
化・車両保有台数・通信網（２）営業許可、運賃及
び料金について中部運輸局の認可を受けているこ
と。なお、利用料金は中部運輸局の認可運賃及び料
金が適用され、競争を許さない。（３）これらの諸
条件から、系列及び通信網が整備されており、車両
も名古屋市内及びその周辺部地域に多数保有（特に
名古屋市内）しているつばめ自動車（株）が、条件
に合致している。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6706 つばめ自動車（株）
平成１７年度　タクシー利用その
１

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月1日 17,045,800

名古屋市内のタクシー保有台数が多く、県内及び中
部地整管内における提携会社も多数あるため。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6707 つばめ自動車（株）
平成１７年度　タクシー利用（つ
ばめ）

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年4月1日 2,324,700

本契約においては、主に名古屋市内及びその周辺部
地域が利用の中心となるので以下の条件を満たすこ
とが必要である。１．利用地域における系列化・車
輌保有台数・通信網２．営業許可、運賃及び料金に
ついて中部運輸局の認可を受けていること。なお、
利用料金は中部運輸局の認可運賃及び料金が適用さ
れ、競争を許さない。３．これらの諸条件から、系
列及び通信網が整備されており、車輌も名古屋市内
及びその周辺部地域に多数保有（特に名古屋市内）
しているつばめ自動車（株）が、条件に適してい
る。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6708 東海旅客鉄道（株）

平成17年度　一般国道23号岡崎ﾊﾞｲ
ﾊﾟｽ事業に伴う東海道新幹線豊橋・
三河安城間296km288ｍ付近こ線橋
新設工事

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成17年4月1日 724,500,000

本工事施工は一般国道２３号岡崎バイパスのこ線橋
をＪＲ東海道新幹線上に架設するもので、下部工基
礎及び上部工架設物の施工が軌道など既設構造物に
影響を与えるおそれのある「近接工事」となる。ま
た、橋梁上部工架設は東海道新幹線上での短時間で
の夜間作業となり、厳しい施工条件となる。このた
め、精度の高い軌道管理を要求され、異常が発見さ
れた場合には運行列車への影響も考え、迅速な対応
をとる必要があることから「一般国道２３号岡崎バ
イパス事業に伴う東海道新幹線豊橋・三河安城間２
９６Ｋ２８８ｍこ線橋新設計画について（同意並び
に回答）（平成１５年５月３０日）」に基づき東海
旅客鉄道（株）に委託するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

6709 東海旅客鉄道（株）

平成17年度　一般国道23号岡崎ﾊﾞｲ
ﾊﾟｽ事業に伴う東海道本線三ヶ根・
幸田間317ｋ610ｍ付近こ線橋新設
工事

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成17年4月1日 89,553,859

本工事施工は一般国道２３号岡崎バイパスのこ線橋
をＪＲ東海道本線上に架設するもので、上部工架設
物の施工が軌道など既設構造物に影響を与えるおそ
れのある「近接工事」となる。また、橋梁上部工架
設は東海道本線上での作業となり、列車間隔や軌道
変異を見据えながらの厳しい施工条件となる。この
ため、精度の高い軌道管理を要求され、異常が発見
された場合には運行列車への影響も考え、迅速な対
応をとる必要があることから「一般国道２３号岡崎
バイパスと東海道本線との立体交差について（計画
協議回答）（平成６年１月１０日）」に基づき東海
旅客鉄道（株）に委託するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6710 東海旅客鉄道（株）

平成17年度　一般国道２３号中勢
ﾊﾞｲﾊﾟｽ新設計画に伴う紀勢本線高
茶屋・六軒間２８ｋｍ７２０ｍ付
近こ線橋新設工事

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成17年6月1日 224,890,202

一般国道２３号中勢バイパス新設計画に伴う紀勢本
線高茶屋・六軒間２８ｋｍ７２０ｍ付近こ線橋新設
工事の施行その他に関する協定に基づき委託するも
のである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6711 東海旅客鉄道（株）

平成17年度　一般国道２３号豊橋
パイパス事業に伴う東海道新幹線
豊橋・三河安城間２８０Ｋｍ２４
４ｍ付近こ線橋新設工事

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成17年11月18日 17,640,000

本工事施工は一般国道２３号豊橋バイパスのこ線橋
をＪＲ東海道新幹線上に架設するもので、下部工基
礎及び上部工架設物の施工が軌道など既設構造物に
影響を与えるおそれのある「近接工事」となる。ま
た、橋梁上部工架設は東海道新幹線上での短時間で
の夜間作業となり、厳しい施工条件となる。このた
め、精度の高い軌道管理を要求され、異常が発見さ
れた場合には運行列車への影響も考え、迅速な対応
をとる必要があることから「一般国道２３号豊橋バ
イパス事業に伴う東海道新幹線豊橋・三河安城間２
８０Ｋ０２０ｍこ線橋新設計画について（同意並び
に回答）（平成１５年５月３０日）」に基づき東海
旅客鉄道（株）に委託するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6712
東海旅客鉄道（株）
建設工事部長

  一般国道４１号拡幅に伴う高山
本線下呂・禅昌寺間92km800ｍ付近
中呂跨線橋新設計画に係る調査設
計

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成17年7月21日 7,777,718

ＪＲ東海（株）との事前協議に基づき設計を委託す
るものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6713
東海旅客鉄道（株）静岡
支社

平成１７年度１号興津高架橋の補
修等工事に伴う監督立会等の委託

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年7月1日 2,100,778

当事務所の１号興津高架橋の補修等工事における東
海道本線上、鉄道施設内及び近接作業に係る施工
は、東海旅客鉄道（株）静岡支社と事前に協議して
施工することとなっている。協議の結果、鉄道施設
内の作業で鉄道架線に影響を及ぼす範囲における架
線等の電気設備防護工事施工及び１号興津高架橋の
補修等工事に係る監督立会等は、東海旅客鉄道
（株）静岡支社が施工することとなったため、東海
旅客鉄道（株）執行役員静岡支社長と委託契約をす
るものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの



件数
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6714
特定非営利活動法人　伊
勢川崎まちづくり衆理事
長

平成17年度　伊勢二見地域観光交
流空間づくりモデル事業「川辺の
まちなみづくり推進調査」

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成17年11月14日 2,500,000

本調査は、「平成１５年度観光交流空間づくりモデ
ル事業」（以下「モデル事業」という。）に選定さ
れた「伊勢二見地域観光交流空間づくりモデル事業
計画書（以下「計画書」という。）に位置づけられ
た「川辺のまちなみづくり」事業を進めるため必要
不可欠なものである。モデル事業は、地域住民、Ｎ
ＰＯ、行政等が連携、協働して地域固有の特性を踏
まえたオリジナリティと創意工夫を有する観光戦略
を実施するものであり、本調査はその事業の一翼を
担うＮＰＯに対して活動を支援することとしてい
る。特定非営利活動法人伊勢川崎まちづくり衆は
「川辺のまちなみづくり」事業の実施主体として計
画書に記載されている。また、「計画書」を策定し
た協議会の構成員であり、当事業の実施地区である
勢田川周辺において、まちづくりの中心的活動を
行っている。よって本調査を実施するには特定非営
利活動法人伊勢川崎まちづくり衆の他にはない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6715
特定非営利活動法人　木
曽情報技術支援センター

平成１７年度木曽・伊那「道の駅
ユーザーズくらぶ」管理運営業務

若尾　豊信
中部地方整備局飯田国道事務
所
飯田市東栄町3350

平成17年4月28日 4,638,000

「官」と「民」との道路行政の展開は、枠組みが異
なるため、「官」に対し「民」側の評価が異なるた
め、本業務を遂行するためには市民感覚を有し、一
定の条件のもと、組織的にかつ継続的に活動するこ
とが 大の条件となる。　木曽情報技術支援セン
ターは本業務の主旨等を網羅し「道の駅」の利便性
向上にも尽力されてきており、今回、幅広く地域の
創造と公益の増進に寄与することを目的に設立され
た特定非営利活動法人（ＮＰＯ）である木曽情報技
術支援センターが唯一の相手方であるため、委託す
るものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6716
特定非営利活動法人　地
域づくりサポートネット

平成１７年度住民参加の道づくり
調査委託

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年7月19日 9,964,500

本業務は、「みちの静岡コミュニティシンクタン
ク」を活用し、「フィールド事業」の仕組みづく
り、実践的な活動の検討を行うと共に、「道のコ
ミュニティーカレッジ事業」を実施することによっ
て、住民の道づくり、道活用への関心を高めること
を目的とするものである。「みちの静岡コミュニ
ティシンクタンク」は、当事務所が道路と住民との
関わりの見直し、さらに道路に対する関心の醸成、
住民と行政の新たな協働のあり方を検討するため、
静岡道づくりワークショップ会議を実施した結果、
「組織づくり事業」「フィールド事業」「道のコ
ミュニティーカレッジ事業」の３事業が提案された
ことにより、「組織づくり事業」として個々の活動
団体をネットワークし、行政との協働の場として地
域の実情にあったまちづくりを進める組織として設
立されたものである。上記のことから「みちの静岡
コミュニティシンクタンク」の事務局である「特定
非営利活動法人地域づくりサポートネット」と委託
契約を締結するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
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6717
特定非営利活動法人　地
域づくりサポートネット

平成１７年度中心商店街の回遊性
を高めるための道のにぎわい創出
実験調査委託

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年9月5日 6,993,000

本業務は、平成１７年度に「オープンカフェ等地域
主体の道活用に関する社会実験」を実施テーマとし
て実施団体を公募した結果、「みちの静岡コミュニ
ティシンクタンク」（事務局：特定非営利活動法人
地域づくりサポートネット）が申請した「中心商店
街の回遊性を高めるための道のにぎわい創出実験」
が選ばれたことから、「みちの静岡コミュニティシ
ンクタンク」の事務局である「特定非営利活動法人
地域づくりサポートネット」と委託契約を締結する
ものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6718
特定非営利活動法人　地
域づくりサポートネット

平成１７年度道路景観形成検討調
査

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年11月8日 12,379,500

支援施策の立案にあたっては、地域住民、道路利用
者のニーズ等を把握するため、関係者によるワーク
ショップを開催し、地域発案の下、地域住民等と行
政が連携するとともに、継続的な取り組みとするた
めの「協働」のしくみを整え機能させることが重要
である。一方、富士山等の自然環境資源を活用した
道路景観形成には、風土、地域づくり等幅広い知識
を有している有識者や当該地域について熟知した地
域住民、地域団体、ＮＰＯ等とのネットワークが必
要不可欠であり、行政と住民の間のコミュニティー
づくりの目標を持った中間支援組織の役割が必要で
ある。よって、上記業務を遂行するには、地域の実
情に精通し、地域住民、道路利用者のニーズ等を的
確に把握する環境を有しているとともに、有識者、
地域住民、地域団体、ＮＰＯ等、地域関係者との
ネットワークを有し、地域に根ざした活動を継続的
に実施できる中間支援組織であることが条件とな
る。特定非営利活動法人地域づくりサポートネット
は、県内外の地域づくりの専門家が、そのネット
ワークを活かし、地域づくり・都市づくりのあり方
を提言してきた静岡地域学会から誕生したもので、
地域づくり団体・大学・行政等とのネットワークの
構築等を進め、住民自らが行う地域づくり「新しい
地域づくりの仕組み」を創り上げることを目的とし
て活動している。本業務遂行にあたっては、上記の
ような目的を持ち、地域づくりに関する豊富な実績
と幅広い専門家とのネットワークを有する中間支援
組織は、特定非営利活動法人地域づくりサポート
ネットをおいて他にはなく、よって同法人と委託契
約を締結するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6719
特定非営利法人東紀州Ｉ
Ｔコミュニティ

平成１７年度みえ「道の駅」ユー
ザーズくらぶ利用統計調査

村松　千明
中部地方整備局北勢国道事務
所
四日市市南富田町4-6

平成17年10月7日 1,512,000

本調査は、「道の駅」の利用者ニーズを広く収集
し、「道の駅」サービスの質的向上を図ることを目
的に設立された「みえ「道の駅」ユーザーズくら
ぶ」のホームページにおいて、三重県内の「道の
駅」の情報提供を行うとともに、投稿した利用者及
びクラブ会員のデータ等の集積による利用統計調査
を行い、今後の「道の駅」のサービス提供の基礎資
料とするものである。特定非営利活動法人「東紀州
ITコミュニティ」古ま、三重県の認証を受けたNPO
法人であり、「みえ「道の駅」ユーザーズくらぶ」
システムを構築しており、①「みえ「道の駅」ユー
ザーズくらぶ」ホームぺ｝ジの著作権を有し、改変
が可能な唯一のNPO法人である。②三重県内での実
績を有している。上記のことから「みえ「道の駅」
ユーザーズくらぶ」の事務局である特定非営利活動
法人「東紀州ITコミュニティ」と委託契約を締結す
るものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6720
ドコモエンジニアリング
東海（株）

平成１７年度　電気通信設備賃貸
借及び維持

山本　孝之
中部地方整備局蓮ダム管理所
三重県松阪市飯高町森1810-11

平成17年4月1日 1,083,600

蓮ダム管理所は、三重県と奈良県の県境にある奥香
肌峡にあり、山間僻地として人事院より「準特地官
署」の指定を受け、携帯電話の基地局から遠く、携
帯電話を使用することが出来ないことから、ダム管
理を円滑に行うために携帯電話の活用が必要であ
る。また、契約当初に設定された契約予定期間（５
年間）の期間途中であり、ドコモ東海は、携帯電話
会社として、東海地区でシェアが一番高く、ドコモ
東海の電気通信設備の賃貸借を実施している者は、
ドコモ東海の関連会社であるドコモエンジニアリン
グ東海（株）しかないことにより、契約の相手方は
ドコモエンジニアリング東海（株）の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6721 豊川市
平成１７年度豊川古川排水機場外
２箇所操作業務委託

森岡　泰裕
中部地方整備局豊橋河川事務
所
豊橋市中野町字平西1-6

平成17年4月1日 1,517,104

河川法第９９条
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6722 豊田市
平成１７年度矢作川加茂川水門外
２箇所操作業務委託

森岡　泰裕
中部地方整備局豊橋河川事務
所
豊橋市中野町字平西1-6

平成17年4月1日 1,096,691

河川法第９９条
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6723 豊田市外 借地料計１２件

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

35,314,409

代替性がないため
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6724 豊田市長
平成１７年度　中心市街地の活性
化に資するＩＴオープンカフェ社
会実験委託業務

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年9月28日 6,993,000

本業務は、平成１７年度に「オープンカフェ等地域
主体の道活用に関する社会実験」を実施テーマとし
て実施団体を公募した結果、豊田市が申請した「中
心商店街の活性化に資するＩＴオープンカフェ」が
選ばれたことから、豊田市と委託契約を締結するも
のである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6725
ナカシャクリエイテブ
（株）

平成１７年度画像検索システム
データ作成業務

金木　誠
中部地方整備局中部技術事務
所
名古屋市東区大幸南1-1-15

平成17年6月15日 3,501,750

本業務は、世界各国の景観デザインに関する写真
フィルムをデジタデータ化し、中部技術事務所資料
室及びインターネット上の事務所ホームページの
「景観デザイン・フォトライブラリー(以下、「シ
ステム」という。)」に追加収蔵し、公開(検索，閲
覧，提供等)するため、昨年度実施された業務と同
一的及び計画に基づく業務内容である。このため、
業務内容及び昨年度構築したシステム等に精通・熟
知し、専門的な技術力・知識力を有している者でな
ければならない。したがって、昨度業務を受託した
ナカシャクリエイテブ㈱の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

6726
中日本高速道路（株）中
部地区支配人

平成17年度　伊勢湾岸道路社会実
験委託

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成18年1月23日 5,267,140

本業務は、名古屋港臨海部に位置し中部の重要な物
流圏にある伊勢湾岸自動車道を対象に、港湾物流の
効率化、交通の円滑化に資する利用促進を図り、道
路の有効利用と沿道環境改善及び渋滞緩和を目的に
社会実験を実施しすることとした。このため社会実
験の円滑な運営をはかるため、伊勢湾岸自動車道の
道路管理者である中日本高速道路㈱に委託するもの
である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6727
中日本高速道路（株）中
部地区支配人

平成17年度　名古屋高速・東名阪
社会実験委託その２

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成18年1月27日 8,502,207

本業務は、富士川ＳＡスマートＩＣ社会実験協議会
において実験の拡大実施及び実施期間が決定された
ため、社会実験期間における高速道路区域内及び中
日本高速道路（株）敷地内での社会実験準備及び運
営を行う業務である。本業務については、「富士川
ＳＡスマートＩＣ社会実験協議会」決定事項に従
い、中日本高速道路（株）に委託するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6728
中日本高速道路（株）中
部地区支配人

平成１７年度伊勢湾岸道路社会実
験に伴う有料道路の採算に影響を
生じさせないための措置負担に関
する契約

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成18年3月31日 18,203,883

伊勢湾岸道路社会実験の実施に関する協定に基づ
き、社会実験に伴う有料道路の採算に影響を生じさ
せないための措置として負担するものである
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6729
中日本高速道路（株）中
部地区支配人

平成１７年度名古屋高速・東名阪
社会実験に伴う有料道路（東名
阪）の採算に影響を生じさせない
ための措置負担に関する契約

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成18年3月31日 96,434,034

名古屋高速・東名阪社会実験に関する協定に基づ
き、社会実験に伴う有料道路の採算に影響を生じさ
せないための措置として負担するものである
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6730
中日本高速道路（株）中
部地区支配人

平成１７年度名古屋高速・東名阪
社会実験に伴う有料道路（名古屋
高速）の採算に影響を生じさせな
いための措置負担に関する契約

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成18年3月31日 238,274,420

名古屋高速・東名阪社会実験に関する協定に基づ
き、社会実験に伴う有料道路の採算に影響を生じさ
せないための措置として負担するものである
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6731
中日本高速道路（株）横
浜支社

平成１７年度東名高速道路富士川
ＳＡのスマートＩＣ社会実験拡大
実施委託

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成18年2月1日 3,490,885

国土交通省において、高速道路の有効活用を進め、
地域生活の充実と地域経済の活性化を図るため、既
設のサービスエリア（ＳＡ）、パーキングエリア
（ＰＡ）にＥＴＣ専用のＩＣを設置する「ＳＡ・Ｐ
Ａに接続するスマートＩＣ」の導入に向けた社会実
験が創設された。そこで、富士川ＳＡにてスマート
ＩＣを設置する社会実験を実施し、県道の渋滞緩和
や高速道路の利便性向上と地域の活性化を高める効
果を調査検証するため、「富士川ＳＡスマートＩＣ
社会実験協議会」が設立され、昨年度から調査検証
を実施している。本業務は、富士川ＳＡスマートＩ
Ｃ社会実験協議会において実験の拡大実施及び実施
期間が決定されたため、社会実験期間における高速
道路区域内及び中日本高速道路（株）敷地内での社
会実験準備及び運営を行う業務である。本業務につ
いては、「富士川ＳＡスマートＩＣ社会実験協議
会」決定事項に従い、中日本高速道路（株）に委託
するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6732
中日本高速道路（株）横
浜支社

平成１７年度東名高速道路遠州豊
田ＰＡのスマートＩＣ社会実験拡
大委託

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成18年2月8日 5,341,717

本業務は、第６回遠州豊田ＰＡスマートＩＣ社会実
験協議会において、実験の再開が決定されたため、
社会実験期間における高速道路区域内での社会実験
施設の準備及び運営を行う業務である。「遠州豊田
ＰＡスマートＩＣ社会実験協議会」の決定事項に従
い、本業務を道路整備特別措置法に基づく料金徴収
権者であり、道路管理者でもある日本道路公団に委
託することにより、一元的な料金収受事務や安全対
策等、合理的な施設運営を確保するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6733 長野県伊那建設事務所 平成17年度　天の中川橋改築工事

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成18年2月16日 80,896,210

道路管理者である長野県と平成１７年１２月１５日
に協定を締結し、平成１７年度から平成２２年度に
かけて、負担割合が大きい長野県が工事発注主体と
なり架替工事を実施するものである。道路管理者で
ある長野県と平成１７年１２月１５日に締結した協
定に基づく委託工事である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6734 長野県上伊那郡辰野町
平成17年度天竜川辰野地区排水ひ
管操作業務委託

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成17年4月1日 1,361,267

河川法第９９条に基づく委託
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6735 長野県松本建設事務所長
中ノ湯地区水蒸気爆発監視業務に
かかる平成１７年度費用負担金

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成18年3月30日 12,839,376

中ノ湯地区水蒸気爆発監視業務に関する協定に基づ
き国土交通省負担分を負担するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6736 名古屋市長

平成１７年度一般国道３０２号及
び都市計画道路守山本通線と名古
屋鉄道瀬戸線との立体交差事業の
事業用地の確保のための負担に関
する契約

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成17年12月13日 200,000,000

一般国道３０２号及び都市計画道路守山本通線と名
古屋鉄道瀬戸線との立体交差事業の事業用地の確保
に関する覚書に基づき国土交通省負担分を負担する
ものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6737
名古屋鉄道（株）中部土
木管理区

平成17年度　22号枇杷島高架橋架
線防護工事

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年4月1日 1,181,313

22号青木川橋補強工事の施工範囲内である枇杷島高
架橋の支承防錆工の施工に伴い足場を仮設する必要
があるため、営業線近接の電線仮設防護工事を委託
するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6738 西尾市
平成１７年度矢作川小栗排水機場
操作業務委託

森岡　泰裕
中部地方整備局豊橋河川事務
所
豊橋市中野町字平西1-6

平成17年4月1日 1,275,019

河川法第９９条
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6739
西日本電信電話（株）三
重支店

平成１７年度国土交通省紀勢国道
事務所電気通信設備撤去工事

松本　良一
中部地方整備局紀勢国道事務
所
松阪市鎌田町144-6

平成17年10月20日 2,255,400

西日本電信電話（株）の管路より接続し使用して光
ケーブルを、庁舎移転に伴い撤去工事を委託するも
のである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6740
西日本旅客鉄道（株）大
阪支社

平成17年度　関西本線　亀山・関

間62ｋ750ｍ付近跨線橋新
設工事

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成17年6月23日 399,210,000

亀山市太岡寺町において、当該道路がＪＲ関西本線
と交差することから西日本旅客鉄道株式会社と協議
を平成１１年３月１９日付けで行い、平成１１年５
月２５日付けで回答を受けているが、その中で、工
事の施行については列車運行の安全上の理由から線
路上空の必要箇所についてはＪＲによる工事（委託
工事）の必要があることを確認し、基本協定を平成
１７年４月１２日付けで締結済みである。よって、
基本協定に基づいて平成１７年度の施行分の委託契
約を締結するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6741
日本道路公団
中部支社

平成17年度　東名阪自動車道亀山
ＰＡのスマートＩＣ社会実験業務

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成17年8月26日 116,958,403

本業務は、三重県、亀山市、日本道路公団と共同で
「亀山ＰＡスマートＩＣ社会実験協議会」を設立し
て、亀山ＰＡスマートＩＣ社会実験を実施するにあ
たり、亀山ＰＡ改修工事の安全と円滑な施工、社会
実験の円滑な運営をはかるため道路管理者である日
本道路公団中部支社に委託するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6742
日本道路公団　東京管理
局

平成１７年度東名高速道路富士川
ＳＡのスマートＩＣ社会実験実施
委託

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年5月9日 9,165,822

本業務は、第４回富士川ＳＡスマートＩＣ社会実験
協議会において実験の再開が決定されたため、社会
実験期間における高速道路区域内での社会実験施設
の準備及び運営を行う業務である。本業務について
は、法令の制約がある料金収受事務を伴う業務であ
り、また、その遂行にあたっては高速道路区域内で
の円滑な交通処理や安全確保が要求される。した
がって、「富士川ＳＡスマートＩＣ社会実験協議
会」決定事項に従い、本業務を道路整備特別措置法
に基づく料金徴収権者であり、道路管理者でもあ
る、日本道路公団に委託することにより、一元的な
料金収受事務や安全対策等、合理的な施設運営を確
保するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6743
日本道路公団関東第二支
社長

平成１７年度　東名高速道路富士
川ＳＡのスマートＩＣ社会実験委
託

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成17年8月17日 155,484,643

本業務は、第５回富士川ＳＡスマートＩＣ社会実験
協議会において実験の拡大実施が決定され、スマー
トＩＣ社会実験に伴う高速区域内の整備について
は、高速区域内であることから、「富士川ＳＡス
マートＩＣ社会実験協議会役割分担表」に基づき、
日本道路公団東京管理局に委託し、本社会実験の安
全かつ円滑な遂行を図るものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6744
日本道路公団関東第二支
社長

平成１７年度　東名高速道路遠州
豊田ＰＡのスマートＩＣ社会実験
委託

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成17年8月17日 221,631,610

本業務は、第５回遠州豊田ＰＡスマートＩＣ社会実
験協議会において、遠州豊田ＰＡのスマートＩＣを
フルインターに拡大して社会実験を行うことが決定
したため、「遠州豊田スマートＩＣ社会実験協議会
役割分担表」に基づき、社会実験に伴う高速区域内
の整備を日本道路公団東京管理局に委託し、本社会
実験の安全かつ円滑な遂行を図るものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6745
日本道路公団関東第二支
社長

平成１７年度第一東海自動車道の
道路平面図（道路台帳）整備事業

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成17年9月1日 14,617,160

本来道路管理者である国土交通大臣において正式に
道路台帳を作成するにあたり、ＪＨが保有する調
書・図面を 大限活用するため、国土交通省と日本
道路公団との間の確認書に基づき道路平面図（道路
台帳）整備を進めることとし、確認書第４条第３項
に定められている地整・中部支社及び東京管理局間
の道路平面図整備事業に係る細目協定第５条に基づ
き「平成１７年度道路平面図（道路台帳）整備事
業」について日本道路公団中部支社長及び関東第二
支社長と契約の締結をするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6746 日本道路公団中部支社
平成17年度名古屋高速・東名阪社
会実験委託

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成17年4月22日 13,665,414

本業務は、名古屋高速道路、東名阪自動車道（名古
屋ＩＣ～高針ＪＣＴ）を対象として、地域における
多様な課題を解決するための社会実験を実施してお
り、その効果と影響を調査検証を行っているところ
であるが、平成１７年４月２９日より、追加社会実
験として東名阪自動車道（清洲ＪＣＴ～楠ＪＣＴ）
の割引を開始することとなった。追加社会実験の実
施にあたり、東名阪自動車道（清洲ＪＣＴ～楠ＪＣ
Ｔ）の料金に係る部分（ＥＴＣシステム改良及び運
用管理）について、平成１７年３月２８日付けで締
結した協定に基づき、委託契約を行うものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6747 日本道路公団中部支社長
平成17年度中央自動車道西宮線等
の道路平面図（道路台帳）整備事
業

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成17年9月1日 99,550,231

本来道路管理者である国土交通大臣において正式に
道路台帳を作成するにあたり、ＪＨが保有する調
書・図面を 大限活用するため、国土交通省と日本
道路公団との間の確認書に基づき道路平面図（道路
台帳）整備を進めることとし、確認書第４条第３項
に定められている地整・中部支社及び東京管理局間
の道路平面図整備事業に係る細目協定第５条に基づ
き「平成１７年度道路平面図（道路台帳）整備事
業」について日本道路公団中部支社長及び関東第二
支社長と契約の締結をするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6748
日本道路公団中部支社豊
川管理事務所長

平成１７年度　東名高速道路上郷
ＳＡのスマートＩＣ社会実験に係
る機器等の撤去工事

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年8月26日 1,939,451

本業務は、東名高速道路上郷ＳＡにおいて、スマー
トＩＣ社会実験を実施した際に、本スマートＩＣ社
会実験に必要となる高速道路区域内の関連施設工事
について、国の負担により道路管理者である日本道
路公団中部支社に委託契約を行い実施しているとこ
ろである。今回の委託契約は、スマートＩＣ社会実
験終了に伴う関連施設の完全撤去を行うものであ
る。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6749 日本道路公団東京管理局
平成１７年度東名高速道路遠州豊
田ＰＡのスマートＩＣ社会実験実
施委託

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年5月9日 7,384,972

本業務は、第４回遠州豊田ＰＡスマートＩＣ社会実
験協議会において、実験の再開が決定されたため、
社会実験期間における高速道路区域内での社会実験
施設の準備及び運営を行う業務である。「遠州豊田
ＰＡスマートＩＣ社会実験協議会」の決定事項に従
い、本業務を道路整備特別措置法に基づく料金徴収
権者であり、道路管理者でもある日本道路公団に委
託することにより、一元的な料金収受事務や安全対
策等、合理的な施設運営を確保するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6750
日本ライン広域観光推進
協議会会長

平成17年度　「全国都市再生モデ
ル調査（犬山市）町衆による現代
の「宿（語り部×空間）」を活用
した観光交流の魅力再構築調査」

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成17年9月10日 5,588,000

平成１７年６月２８日に開催された第１４回都市再
生本部会合において、全国の都市再生の幅広い展開
に資するため、地域が自ら考え自ら行動する都市再
生活動のモデル調査（以下「モデル調査」とい
う。）を実施することが決定されたところである。
日本ライン広域観光推進協議会は都市再生本部事務
局が行った「モデル調査」の募集に応募し、所定の
手続きに沿った厳正な選考の結果、調査内容が「モ
デル調査」の趣旨と合致していること、調査実施体
制が十分確立されていること等の総合的見地から、
調査対象団体として選定されている。本調査は、日
本ライン広域観光推進協議会の提案を受け実施され
るものであり、「地方が自ら考え、自ら行動する」
都市再生活動の一環として行われるということか
ら、調査対象団体に委託して行うことが必要不可欠
であり、他の団体は契約の相手方となり得ないこと
から、日本ライン広域観光推進協議会の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6751
日本ラインフィルムコ
ミッション連絡協議会会
長

平成17年度　日本ライン広域地区
観光交流空間づくりモデル事業
「キネマｄｅトーク事業推進調
査」

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成17年11月29日 2,500,000

本調査は、「平成１５年度観光交流空間づくりモデ
ル事業」（以下「モデル事業」という。）に選定さ
れた「日本ライン広域地区における観光交流空間づ
くりモデル事業計画書（以下「計画書」という。）
に位置づけられた「キネマｄｅトーク事業」を進め
るため必要不可欠なものである。日本ラインフィル
ムコミッション連絡協議会は、キネマｄｅトーク事
業の実施主体として計画書に記載されている団体
で、調査対象地域を活動の拠点として、撮影への支
援活動をしたり、映画制作が生み出す宣伝効果によ
り、地域の活性化を図るなどの取り組みを行ってい
る団体である。以上のように、本調査は「モデル事
業」に選定された計画書に基づき、その実施主体が
行うものであり、「先進的な観光交流空間づくり」
として、地域が自ら考え自ら行動し観光を軸とした
地域づくりを進める「モデル事業」の趣旨に沿って
実施することはもとより、調査対象地域で活動して
いる団体に委託して行うことが必要不可欠である。
その様な要件を満たす団体は日本ラインフィルムコ
ミッション連絡協議会の他にはない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6752 沼津市長
平成１７年度　狩野川水系水閘門
操作委託

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年4月1日 5,755,158

河川法第９９条
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6753
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度　東駿河湾環状道路
環境保全対策検討業務委託

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年4月6日 37,254,000

本業務は、業務内容において標準的な業務の実施方
法等が定められていないため、「建設コンサルタン
ト選定委員会」が当該業務についてのプロポーザル
に基づき、技術的に 適なコンサルタントとして、
パシフィックコンサルタンツ株式会社を選定した。
よって、随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6754
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度　三遠・佐久間道路
環境調査業務委託

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年4月8日 26,827,500

本務の内容は、高度且つ専門的な技術が要求される
ことから、平成１５年度に当該路線の環境調査の
適業者として『プロポーザル方式』により選定され
ている。また、当該業者は平成１０年度の『三遠・
佐久間道路環境影響評価評価書事業者案』をとりま
とめていることから、現地状況、事業特性および地
域特性に精通しているとともに、平成１４年度に現
地調査の結果、クマタカの生息を確認した業者であ
り、「静岡県域猛禽類保全対策検討委員会」の対応
及び補助業務を行うのに 適業者である。以上の理
由から、契約の性質及び目的が競争を許さないと認
められるため、随意契約しようとするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6755
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度　菊川河川整備計画
情報提供検討業務

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年4月15日 15,907,500

本業務は、内容が技術的に高度のため、「建設コン
サルタント選定委員会」が、当該業務についてプロ
ポーザルに基づき技術的に 適として、パシフィッ
クコンサルタンツ（株）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6756
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度　静岡国道管内事業
整備効果検討業務委託

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年5月2日 30,072,000

本業務では、「簡便型プロポーザル方式」により、
「業者選定委員会」において、適切な業者として、
パシフィックコンサルタンツ（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6757
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度　小渋・遠山川希少
猛禽類保全対策検討業務委託

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成17年5月12日 28,665,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるものであるため、３年間の継続業
務とする「プロポーザル方式」により、 適な建設
コンサルタントとして、パシフィックコンサルタン
ツ（株）を選定したもので、本業務はその２年目の
業務である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）
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6758
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度揖斐川河道環境調査

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年5月16日 14,385,000

本業務の実施にあたって、 も必要とされる要件
は、河道掘削区域内における植物の回復状況、水生
植物・底生生物・魚類の生息範囲の拡大状況を適切
にモニタリングすることであり、そのためには、当
該区域における動植物の出現の時期および場所につ
いて適切な見込みを立てることが必要である。過年
度調査の結果、掘削区域において特定種が多数発生
し、その後も急激に変化しており、通常想定しにく
い植生等が出現している。また、掘削区域毎に流水
の作用が異なるため、区域毎に地形の変化、植生等
の変遷が異なり、複雑な変化が進んでいる。このた
め、当該区域における動植物の出現の時期および場
所について適切な見込みを立てるためには、掘削区
域における掘削から現時点までにおける現地調査の
経験を持つことが必要不可欠である。過年度調査
は、平成１３年度から１５年度にかけ、パシフィッ
クコンサルタンツ㈱がプロポーザル方式により、平
成１６年度は随意契約により契約実施しており、パ
シフィックコンサルタンツ㈱は、掘削から現時点ま
でにおける現地調査の経験を持つ唯一の者であり、
上記の検討を実施できる唯一の者である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

6759
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度　小渋ダム水源地域
ビジョン検討業務委託

野村　正之
中部地方整備局天竜川ダム統
合管理事務所
長野県上伊那郡中川村大草
6884-19

平成17年5月18日 7,297,500

本業務は、昨年度プロポーザル方式ににおいて当該
業務に必要な経験、知識、提案等の審査に基づき実
施した業務と深く関係する業務で、既に実施された
業務の履行にあたり参照した情報、履行の経緯、関
係者の事情などの詳細を熟知している必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6760
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度庄内川新河道計画検
討業務

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年5月24日 29,452,500

本業務は、整備基本方針計画河道及び整備計画河道
の策定にあたり、河川整備の方針、計画づくりに関
する高度かつ専門的な技術力、知識力が必要不可欠
であることから、平成１２年度に「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとしてパシ
フィックコンサルタンツ株式会社を特定し、平成１
２年度から平成１６年度に渡り業務を実施してい
る。 平成１７年度内の整備計画の策定に向け、引
き続き検討を行う。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6761
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度　飛騨地域交通効果
分析業務委託

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成17年5月26日 36,750,000

平成１６年度調査に継続して実施する必要がある業
務で、過年度に履行したパシフィックコンサルタン
ツ株式会社中部支社の他にない以上の理由から、契
約の性質又は目的が競争を許さないと認められるた
め、随意契約しようとするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6762
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度　砂防堰堤堆積土砂
対策検討業務

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成17年6月3日 19,740,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、平成１６年度からの
２ヶ年業務として「プロポーザル方式」により「建
設コンサルタント選定委員会」において 適な建設
コンサルタントとして、パシフィックコンサルタン
ツ（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）
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6763
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度下水道ビジョンフォ
ローアップ調査業務委託

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年6月28日 4,462,500

本調査は、主たる工種の歩掛がないため、「簡便型
プロポーザル方式」により、「建設コンサルタント
選定委員会」において、 適な建設コンサルタント
としてパシフィックコンサルタンツ㈱を選定した。
よって、契約の性質又は目的が競争を許さないと認
められるため、会計法第29条の3第4項及び予決令第
102条の4第3号により随意契約しようとするもので
ある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6764
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度　庄内川枇杷島地区
橋梁改築に伴う水理模型実験

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年7月12日 25,935,000

本業務は、昨年度に製作した模型実験施設を用い
て、床止め工撤去による河床変動状況、橋脚の向
き、仮設構造物による影響把握及び対策工などにつ
いて水理模型実験を行うものである。この模型実験
施設は、パシフィックコンサルタンツ（株）の実験
場（茨城県つくば市）にあり、本施設の所有権及び
敷地並びに施設（他の実験施設など）管理は、パシ
フィックコンサルタンツ（株）が有している。ま
た、実験場は、コンサル業務における各種実験、技
術開発を目的に技術センター構想の一環として整備
されたものであり、その運用方針はフィールドを用
いた実証的研究により専門技術を深め、科学技術を
広く応用し、「環境との共生」を基軸に社会資本の
形成に情報を発信することとしている。以上のこと
から、パシフィックコンサルタンツ（株）は、当該
業務を遂行するのに十分な専門的知識と技術を蓄積
しており、また、本業務で使用する水理模型実験施
設を所有していることから当該業務を実施できる唯
一の者である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6765
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度国営公園三派川地区
管理運営検討業務

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年7月15日 10,164,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、過年度に「プロポー
ザル方式」を実施し、「建設コンサルタント選定委
員会」により 適な建設コンサルタントとしてパシ
フィックコンサルタンツ株式会社を特定した。した
がって、本業務は会計法第２９条の３第４項、及び
予決令第１０２条の４第３号の規定に基づき随意契
約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6766
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度　黄瀬川橋詳細設計
業務委託

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年7月26日 35,668,500

本業務は、流下断面不足を解消するための河川橋梁
架け替えについて、諸基準改定に伴う修正設計行う
とともに、橋梁架け替えの際に支障となる長沢第１
樋管の設計を行うものである。本業務は、内容が技
術的に高度でかつ専門的な技術が要求される業務で
あるため、当該業務について「プロポーザル方式」
に基づき、「建設コンサルタント選定委員会」にお
いて 適な建設コンサルタントとして、パシフィッ
クコンサルタンツ㈱を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6767
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度　庄内川堤防詳細点
検業務

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年8月1日 49,455,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「簡易公募型プロ
ポーザル方式」により、「建設コンサルタント選定
委員会」において、 適な建設コンサルタントとし
て、パシフィックコンサルタンツ（株）を特定し
た。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6768
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度　多治見管内道路機
能向上検討業務委託

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成17年8月5日 35,070,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、パシ
フィックコンサルタンツ㈱を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6769
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度　天竜川正常流量検
討業務

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年8月5日 12,915,000

本業務は、内容が技術的に高度のため、「建設コン
サルタント選定委員会」が、当該業務についてプロ
ポーザルに基づき技術的に 適として、パシフィッ
クコンサルタンツ（株）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6770
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度　名国尾張地区橋梁
補強・補修設計業務委託

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年8月11日 67,672,500

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、パシ
フィックコンサルタンツ（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6771
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度　天竜川環境計画検
討業務

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年8月29日 9,765,000

本業務は、内容が技術的に高度のため、「建設コン
サルタント選定委員会」が、当該業務についてプロ
ポーザルに基づき技術的に 適として、パシフィッ
クコンサルタンツ（株）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6772
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度　庄内川枇杷島地区
ＪＲ橋梁検討業務

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年8月29日 19,950,000

本業務は、ＪＲ東海道新幹線及び在来線橋梁の予備
設計を実施し、今後実施する橋梁の詳細設計の基礎
資料とするものである。本業務は、内容が技術的に
高度なもの又は専門的な技術が要求されるもののた
め、「プロポーザル方式」により、「建設コンサル
タント選定委員会」において、 適な建設コンサル
タントとして、パシフィックコンサルタンツ（株）
を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6773
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度三重河川国道管内橋
梁補修詳細設計業務

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年9月1日 30,975,000

本業務は、標準的な業務の実施方法等（標準歩掛
等）が定められていないため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適なコンサルタントとして、パシフィッ
クコンサルタンツ（株）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6774
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度　１号藤枝ＢＰ朝比
奈川橋詳細設計業務委託

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年9月2日 43,365,000

本業務は、内容が技術的に高度なもののため、「プ
ロポーザル方式」により、「建設コンサルタント選
定委員会」において、 適な建設コンサルタントと
して、パシフィックコンサルタント（株）を特定し
た。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6775
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度　管内道路事業整備
効果検証業務委託

西井　幸春
中部地方整備局愛知国道事務
所
名古屋市千種区池下町2-62

平成17年9月6日 12,810,000

本業務は、「標準型プロポーザル方式」により技術
提案を受け、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、パシ
フィックコンサルタンツ（株）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6776
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度　紀勢国道管内橋梁
耐震緊急補強詳細設計業務

松本　良一
中部地方整備局紀勢国道事務
所
松阪市鎌田町144-6

平成17年9月28日 21,840,000

本業務は、設計歩掛りがなく、当事務所の３ケ年緊
急耐震補強の発注に係る簡便プロポーザルにて、道
路構造物設計難易度により選択した５社から技術資
料を求め、資格・経験・業務成績・理解度・業務方
針・新技術等の評価より、 高点のパシフィックコ
ンサルタ ンツ（株）を決定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6777
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度　中部国際空港自動
車起終点調査

山口　一美
中部地方整備局東海幹線道路
調査事務所
豊橋市駅前大通2-33-1 開発ビ
ル6階

平成17年9月30日 15,571,500

本業務は、中部国際空港島出入口をスクリーン断面
とするメールＯＤ調査を実施して、空港島に流出入
する自動車交通の流動把握を行い、空港に関連する
自動車交通の起終点や運行目的等の利用実態、及び
道路交通の形態等を把握・解析することにより、今
後の道路計画やその他管理面等への基礎資料を得よ
うとするものであり、平成１７年度道路交通センサ
スの一環として実施するものでもある。本業務は、
内容が技術的に高度なため、「建設コンサルタント
選定委員会」が、当該業務についてプロポーザルに
基づき技術的に 適としてパシフィックコンサルタ
ンツ株式会社を選定した。以上の理由から、契約の
性質又は目的が競争を許さないと認められるため、
会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の
４第３号により随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6778
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度　岐阜国道管内東部
地区橋梁補強設計業務委託

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年10月3日 27,615,000

本業務は、高度な技術を要求される内容であるた
め、「簡便型プロポーザル方式」により、「建設コ
ンサルタント選定委員会」において、 適な建設コ
ンサルタントとして、（株）パシフィックコンサル
タンツを選定した｡
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6779
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度　２３号知立ＢＰ安
城地区環境影響調査業務委託

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年10月5日 41,580,000

本業務は内容が技術的に高度なもの又は専門的な技
術が要求されるものの為、「プロポーザル方式」に
より、「建設コンサルタント選定委員会」におい
て、 適な建設コンサルタントとして、パシフィッ
クコンサルタンツ（株）を特定した。よって、随意
契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6780
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度宮川正常流量及び環
境整備計画検討業務

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年10月7日 33,180,000

本業務は、標準的な業務の実施手法が定められてい
ない業務であること、及び技術的に高度かつ専門的
なものであることから、簡便型プロポーザル方式に
基づき建設コンサルタント選定委員会において技術
的に 適としてパシフィックコンサルタンツ（株）
を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6781
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度　地域づくり活動支
援業務委託

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年10月14日 8,736,000

本業務は、中部地方整備局が進める地域づくり活動
を展開するたために地域づくりに関する各種会議の
計画等をする業務であり、内容が技術的に高度のた
め「建設コンサルタント選定委員会」が、当該業務
についてプロポーザルに基づき技術的に 適とし
て、パシフィックコンサルタンツ（株）を選定し
た。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6782
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度　名古屋国道管内道
路案内検討業務委託

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年10月14日 25,935,000

本業務は、内容が専門的な技術が要求されるものの
ため、「プロポーザル方式」により、「建設コンサ
ルタント選定委員会」において、 適な建設コンサ
ルタントとして、パシフィックコンサルタンツ株式
会社を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6783
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度　２３号蒲郡ＢＰ柏
原地区橋梁詳細設計業務委託

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年10月18日 98,700,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため「プロポーザル方式」
により、「建設コンサルタント選定委員会」におい
て、 適な建設コンサルタントとして、パシフィッ
クコンサルタンツ株式会社を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6784
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度北勢国道管内渋滞対
策検討業務

村松　千明
中部地方整備局北勢国道事務
所
四日市市南富田町4-6

平成17年10月21日 24,937,500

本業務は、北勢国道管内におけるスマートＩＣ整備
やネットワークの強化等による渋滞対策を検討する
ものである。本業務は、専門的な技術が要求される
ため、「建設コンサルタント選定委員会」が、当該
業務についてプロポーザルに基づき技術的に 適と
してパシフィックコンサルタンツ株式会社を特定し
た。以上の理由から、契約の性質及び目的が競争を
許さないと認められるため、会計法第２９条の３項
第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号により随意契約しようとするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6785
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度　天竜川上流河川整
備計画検討業務委託

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成17年10月26日 14,490,000

本業務は、内容が技術的に高度で、専門的な技術が
要求されるため、「プロポーザル方式」により 適
なコンサルタントとして、パシフィックコンサルタ
ンツ（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6786
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度　河津下田道路環境
測定業務委託

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年10月31日 61,740,000

本業務は内容が専門的であるため、「建設コンサル
タント選定委員会」が当該業務についてのプロポー
ザルに基づき、技術的に 適なコンサルタントとし
て、パシフィックコンサルタンツ（株）を選定し
た。よって、随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6787
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度　庄内川業務支援シ
ステム整備検討業務委託

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年11月1日 13,125,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、パシ
フィックコンサルタンツ（株）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6788
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度　与田切川床固工群
予備設計業務委託

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成17年11月15日 15,540,000

本業務は、床固工群の予備設計及び護岸工の詳細設
計を行うものである。本業務は、内容が技術的に高
度なもの又は専門的な技術が要求されるもののた
め、「プロポーザル方式」により「建設コンサルタ
ント選定委員会」において、 適な建設コンサルタ
ントとして、パシフィックコンサルタンツ株式会社
を選定したものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6789
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度　２３号豊橋東ＢＰ
東細谷ＩＣ詳細設計業務委託

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年11月25日 48,405,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため「プロポーザル方式」
により、「建設コンサルタント選定委員会」におい
て、 適な建設コンサルタントとして、パシフィッ
クコンサルタンツ株式会社を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6790
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度鈴鹿川河川整備基本
方針・整備計画検討業務

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年12月22日 13,335,000

本業務は、標準的な業務の実施手法が定められてい
ない業務であること、及び技術的に高度かつ専門的
なものであることから、簡便型プロポーザル方式に
基づき建設コンサルタント選定委員会において技術
的に 適としてパシフィックコンサルタンツ（株）
を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6791
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度　１号下之一色設計
業務委託

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年12月26日 22,680,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「簡便型プロポーザ
ル方式」により、「建設コンサルタント選定委員
会」において、 適な建設コンサルタントとして、
パシフィックコンサルタンツ株式会社中部本社を特
定した。(会計法第２９条の３第４項、予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6792
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度　東海環状西部区間
整備効果検討業務委託

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成18年1月13日 28,560,000

本業務は、専門的な技術を要求される内容であるた
め、「プロポーザル方式」により、「建設コンサル
タント選定委員会」において、 適な建設コンサル
タントとして、パシフイックコンサルタンツ（株）
を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6793
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度　天竜川改修計画検
討業務委託

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成18年2月2日 8,988,000

本業務は、内容が技術的に高度なものおよび専門的
な技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により「建設コンサルタント選定委員会」にお
いて、 適な建設コンサルタントとしてパシフック
コンサルタント（株）が特定された。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6794
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度　飯島第６砂防堰堤
堆砂モニタリング検討業務委託

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成18年2月2日 6,615,000

本業務は、内容が技術的に高度なものであるため、
「プロポーザル方式」により、｢建設コンサルタン
ト選定委員会｣において、 適な建設コンサルタン
トとしてパシフィックコンサルタンツ株式会社を選
定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6795
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度　堤防緊急復旧計画
検討業務委託

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成18年2月6日 6,562,500

本業務の執行にあたっては、専門的な技術が要求さ
れるため、 適なコンサルタントを選定するにあた
り「プロポーザル方式」により「建設コンサルタン
ト選定委員会」においてパシフィックコンサルタン
ツ（株）に特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6796
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度国営公園各務原地区
二期エリア基本設計業務

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成18年2月8日 9,177,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして株式会社
パシフィックコンサルタンツを特定した。よって、
本業務は会計法第２９条の３第４項、予決令第１０
２条の４第３号に基づき随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6797
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度　中部管内広域幹線
等道路網評価検討業務

山口　一美
中部地方整備局東海幹線道路
調査事務所
豊橋市駅前大通2-33-1 開発ビ
ル6階

平成18年2月23日 6,090,000

本業務は、内容が技術的に高度なため、「建設コン
サルタント選定委員会」が、当該業務についてプロ
ポーザルに基づき技術的に 適としてパシフィック
コンサルタンツ（株）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6798 羽島市
平成17年度新桑原川排水機場外３
施設操作業務

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年4月1日 7,565,225

河川法第９９条
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6799 非公表 借地料計９７件

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

194,620,187

代替性がないため
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

個人情報

6800 藤枝市
平成１７年度一般国道１号藤枝バ
イパス時ヶ谷暫定駐車場清掃委託

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年4月1日 3,102,744

本清掃委託は、駐車場の管理について、平成１４年
１０月１日付けで国土交通省中部地方整備局静岡国
道事務所長　土井弘次と藤枝市長　松野輝洋との間
で締結した「一般国道１号藤枝バイパス時ヶ谷暫定
駐車場の管理に関する協定」に基づき委託者　分任
支出負担行為担当官中部地方整備局静岡国道事務所
長　森本励を甲とし、受託者　藤枝市長　松野輝洋
を乙として委託契約を締結するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6801 藤枝市
平成17年度　１号藤枝・岡部IC関
連埋蔵文化財発掘調査業務委託

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成17年4月1日 3,505,800

図版の編集は遺跡の調査成果の学術的な内容を反映
するものとするため、考古学的知識を有する学芸員
及び調査員で発掘調査の現地調査を担当した者が編
集し、作業員はこの指示のもとに版下作成作業を行
う。報告書の本文の原稿執筆は考古学的知識を有す
る学芸員が行い、発掘調査内容全般を総括した上で
遺構や遺物の調査記録に考古学の学術的位置づけを
与える内容でなければならない。また、本文・図版
の全体をとおして報告書の厚生について監修を行
う。校正・印刷にあたっては、専門的知識を有し対
象遺跡の調査成果を把握している学芸員が、考古学
上の学術的観点から調査内容や専門用語、図版の仕
上がりについて監修する必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6802 富士宮市
平成１７年度一般国道１３９号朝
霧さわやかパーキング清掃委託

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年4月1日 2,230,000

本清掃委託は、駐車場の管理について、平成１６年
１月８日付けで国土交通省中部地方整備局静岡国道
事務所長　土井弘次と富士宮市長　小室直義との間
で締結した「一般国道１３９号朝霧さわやかパーキ
ングの管理に関する協定」に基づき委託者　分任支
出負担行為担当官中部地方整備局静岡国道事務所長
森本励を甲とし、受託者　富士宮市長　小室直義を
乙として委託契約を締結するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6803 本川根町
平成１７年度長島ダムふれあい館
運営業務

石橋　年孝
中部地方整備局長島ダム管理
所
静岡県榛原郡本川根町犬間
541-3

平成17年4月1日 7,898,987

河川法第９９条
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号） その他

随意契約によらざるを得
ないもの
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6804 本州四国連絡橋公団
平成17年度　伊勢湾口道路大規模
橋梁技術検討業務委託

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成17年7月26日 34,000,000

 本業務は、超長大橋の新たな技術の開発やコスト
縮減の可能性を検討するものであり、業務の履行に
は長大橋の建設等に関して、高度な知識、豊富な技
術的経験・判断力が必要不可欠な要件となる。本州
四国連絡橋公団は、本州と四国の連絡橋に係る有料
道路及び鉄道の建設及び管理を総合的かつ効率的に
行うことを目的として、昭和４５年に設立され、明
石海峡大橋をはじめとする数々の長大橋の計画・調
査・施工・管理運営を行っている。また、設立当初
より国・地方公共団体から長大橋の建設並びに調
査・測量・設計・試験及び研究についての業務を受
託しており、近年では国内外において、長大橋プロ
ジェクトへの技術支援を行っている。同公団は、厳
しい条件下で安全性を確保しながら、世界に例のな
い長大橋の建設・管理を行うために数々の技術的課
題を克服し、他の機関では得ることのできない長大
橋に関する高度な技術的知見の蓄積と、それを得る
ために必要な 先端の試験施設・技術設備を保有し
ていることから、長大橋における我が国 先端の高
度な技術知識と豊富な技術的経験を有している国内
唯一の機関である。よって、本業務の委託にあたっ
ては他に競合するものはないことから本州四国連絡
橋公団と委託契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6805 松阪市
平成17年度　一般国道２３号中勢
道路埋蔵文化財発掘調査（その
２）業務

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成17年4月1日 30,240,000

一般国道２３号中勢道路埋蔵文化財発掘調査協定に
基づき委託するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6806 松阪市
平成１７年度櫛田川・雲出川水系
櫛田川・雲出川・中村川下七見排
水ひ管外１７ケ所操作業務

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年4月1日 3,141,258

河川法第９９条に基づく委託
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6807 三重県
平成17年度　一般国道２３号中勢
道路埋蔵文化財発掘調査業務

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成17年4月1日 126,966,000

一般国道２３号中勢道路埋蔵文化財発掘調査協定に
基づき委託するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6808 三重県
平成17年度　一般国道４２号松阪
多気ﾊﾞｲﾊﾟｽ埋蔵文化財発掘調査業
務

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成17年4月1日 23,341,000

平成１５年１０月３０日、工事中に排水工等の掘削
土より弥生式土器が三重県文化財保護委員によって
発見された。新たに発見された「村竹コノ遺跡」、
埋蔵文化財発掘調査箇所は道路改良工事中に発見さ
れた箇所であるため、共用に向け速やかな発掘調査
が必要なことから、三重県教育委員会及び（社）中
部建設協会と委託契約を行い、平成１７年度におい
て、引き続き埋蔵文化財発掘調査を行うものであ
る。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6809 三島市
平成１７年度一般国道１号箱根エ
コパーキング清掃委託

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年4月1日 2,318,400

本清掃委託は、駐車場の管理について、平成１５年
６月１１日付けで国土交通省中部地方整備局静岡国
道事務所長　土井弘次と三島市長　小池正臣との間
で締結した「一般国道１号箱根エコパーキングの管
理に関する協定」に基づき委託者　分任支出負担行
為担当官中部地方整備局静岡国道事務所長　森本励
を甲とし、受託者　三島市長　小池政臣を乙として
委託契約を締結するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6810 三島市
平成17年度　一般国道１号笹原山
中バイパス埋蔵文化財発掘調査業
務委託

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成17年4月1日 30,020,000

一般国道１号笹原山中バイパス関連事業に伴う埋蔵
文化財発掘調査に関する協定に基づき委託するもの
である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6811 三島市長
平成１７年度　狩野川水系水閘門
操作委託

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年4月1日 2,690,954

河川法第９９条
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6812 三島市長
平成１７年度　駐車場情報案内シ
ステムの高度化実証実験委託業務

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年12月16日 47,355,000

本省道路局地方道・環境課において、路上駐車によ
る道路交通混雑の緩和、及び円滑な道路交通の確保
を図ることを目的にＩＴ技術を活用した駐車場案内
に関する高度化やサービス提供内容に関する高度化
等、既存駐車場の利用効率及びサービス向上を行う
「駐車場システムの高度化実証実験地区」を公募し
たところ、三島市が申請を行い平成17年11月21日付
けで採択された。そこで、利用者のニーズに合った
駐車場情報の提供等、駐車場収集システム等の構築
による円滑な交通の確保に関する効果等について調
査を行い、より効果的な駐車場情報案内のあり方に
ついて検討を行うため、三島市に本実証実験を委託
するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6813 美濃加茂市
平成17年度加茂川排水機場操作業
務

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年4月1日 2,388,931

河川法第９９条
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6814 養老町
平成17年度金草川排水機場外５施
設操作業務

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年4月1日 4,205,577

河川法第９９条
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6815 四日市市
平成17年度　一般国道１号北勢ﾊﾞｲ
ﾊﾟｽ埋蔵文化財発掘調査業務

大村哲夫
国土交通省中部地方整備局
名古屋市中区三の丸２－５－
１

平成17年4月1日 70,000,000

一般国道１号北勢バイパス埋蔵文化財発掘調査協定
に基づき委託するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6816
四日市市上下水道事業管
理者

平成１７年度鈴鹿川水系鈴鹿川河
原田排水機場操作業務

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年4月1日 3,184,929

河川法第９９条に基づく委託
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6817 リコー中部（株）
平成１７年度　電子複写機の賃貸
借及び保守

山口　一美
中部地方整備局東海幹線道路
調査事務所
豊橋市駅前大通2-33-1 開発ビ
ル6階

平成17年4月1日 1,425,284

現在、当所では、コピー・ネットワークプリンター
複合機（カラー）１台、デジタル複写機（モノク
ロ）１台を設置し使用しているところであるが、カ
ラー機は月平均約１万枚、モノクロ機は月平均約５
千枚の利用となっている。当事務所ではパソコンに
おける各種文書の作成における印刷の作業を効率よ
く進めるために、各職員のパソコンとカラー機をＬ
ＡＮで接続し、カラープリンターとして非常に高速
な印刷が可能になっている。平成１５年度に一般競
争により愛知リコー（株）と契約を締結したが、平
成１７年度は３年のリース期間のうちの３年目に設
定されているため。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

6818 リコー中部（株）
平成１７年度　電子複写機の賃貸
借及び保守その３

山内　博
中部地方整備局設楽ダム工事
事務所
新城市杉山字大東57

平成17年4月1日 3,419,389

当借り上げ物件は、３年間使用を前提とした１５年
度借り上げ機種であること、電子複写機を１年間の
レンタルとして借り入れるより経済的に有利である
と考えられることから、リコー中部（株）に競合す
る者はいない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約
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6819 リコー中部（株）
電子複写機の賃貸借及び保守（そ
の３）

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年4月1日 1,058,659

本機器の借り上げにあたっては、３年間を前提とし
て借り上げている機器の継続使用である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

6820 リコー中部（株）
電子複写機の賃貸借及び保守（そ
の２）

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年4月1日 7,812,347

本機器の借り上げにあたっては、３年間を前提とし
て借り上げている機器の継続使用である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

6821 リコー中部（株）
リコー電子複写機の賃貸借及び保
守

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月1日 1,239,277

本賃貸借は平成１５年度の一般競争契約において、
賃貸借期間について３年間の継続賃貸借を条件とし
て入札公告し、リコー中部（株）と契約を開始した
ものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

6822 リコー中部（株）
平成１７年度　電子複写機の賃貸
借及び保守（その１）

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年4月1日 2,086,029

当初賃貸借契約から３６ヶ月を経過していないた
め、同社と随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

6823 愛岐システム（株）
平成１７年度　電子複写機賃貸借
及び保守その３

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年4月1日 3,084,257

本機器の借り上げにあたっては、前年度賃貸借した
機器を引き続き使用するものであり、他に競合する
者はないため。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

6824 愛岐システム（株）
平成１７年度　複写機（乾式現
像）及びスキャナー・プロッター
システム賃貸借

神野　忠広
中部地方整備局越美山系砂防
事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺
137

平成17年4月1日 809,760

本機器の借上げにあたっては、「平成１４年度複写
機（乾式現像）及びスキャナー・プロッターシステ
ム賃貸借その２」において、①今後の各クライアン
トからのＣＡＤ等の出力に対応できる中部地方整備
局の認証を受けていること②前年度まで賃貸借して
いた機種にファイリングされていた資料をそのまま
活用できること③金額の比較・給紙方法等から、京
セラＫＭ－４８５０ｗを使用することとし、リース
料率３ヶ年の計算で当該機種の代理店である当該業
者と随意契約を行った。本契約は上記契約で賃貸借
した機器を引き続き使用するものであり他に競合す
る者はない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6825 愛岐システム（株）
平成１７年度　電子複写機の賃貸
借及び保守

中島　一好
中部地方整備局小里川ダム管
理所
恵那市山岡町田代1565-21

平成17年4月1日 1,247,323

本件にあたっては、平成１６年度に一般競争を行い
愛岐システム（株）と契約を締結した。当初契約時
より機器の使用継続期間を３年間として積算・入札
しており本年においても当該業務を行うものは愛岐
システム（株）の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

6826
愛知タイプライター
（株）

平成１７年度　電子複写機賃貸借
及び保守その３

西井　幸春
中部地方整備局愛知国道事務
所
名古屋市千種区池下町2-62

平成17年4月1日 1,595,932

１）業務の対象とする賃貸借機器については、平成
１６年度より月間賃貸借料率の予定期間を３年とし
て算出し賃貸借しているものであり、今年度は２年
目の期間更新となる。２）現在の業務量・使用頻度
から判断しても業務に支障ない。又機器のトラブル
が発生した場合、速やかな対応が可能であり、保守
及び管理についても信頼が高い。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約
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6827
愛知タイプライター
（株）

平成１７年度ＣＣＭＳ－電子入札
連携中間サーバ賃貸借

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月1日 1,078,560

ＣＣＭＳ－電子入札連携中間サーバは、「平成１５
年度ＣＣＭＳ－電子入札連携中間サーバ賃貸借」契
約において一般競争入札を実施し、平成１６年３月
１日より賃貸借しているものである。本契約は、そ
のサーバ賃貸借の継続契約をするものであるが、そ
の業者の推薦においては以下の制約がある。①賃貸
借期間については、平成１５年度ＣＣＭＳ－電子入
札連携中間サーバ賃貸借仕様書第６条において、平
成２０年２月２８日まで継続賃貸することを定めて
いること。②賃貸借機器の保守については、その製
造元である当初納入業者以外ではできないこと。愛
知タイプライター（株）は、当初一般競争入札の落
札者であり、上記条件を全て満たすものであり、か
つ他には存在しない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

6828
愛知タイプライター
（株）

平成１７年度　ＡＤＡＭＳゲート
ウェイサーバ賃貸借

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月1日 3,446,100

ＡＤＡＭＳ（官庁会計事務データ通信システム）
ゲートウェイサーバは、調達当初の「平成１５年度
ＡＤＡＭＳゲートウェイサーバ賃貸借」契約におい
て一般競争入札を実施し、平成１５年１０月１日よ
り賃貸借しているものである。本賃貸借は、そのＡ
ＤＡＭＳゲートウェイサーバについて、賃貸借契約
の継続をするものである。本賃貸借の履行にあた
り、その請負業者の推薦においては以下の制約があ
る。【一般競争入札の条件により競争が存在しな
い】賃貸借期間については、調達当初の「平成１５
年度ＡＤＡＭＳゲートウェイサーバ賃貸借」契約に
おける仕様書第６条において、平成１９年９月３０
日まで継続賃貸借することを定めていること。愛知
タイプライター（株）は、調達当初の一般競争入札
における落札者である。よって、本賃貸借を履行で
き、かつ上記条件を満たすものは、当該業者の他に
は存在しない。以上の理由から、契約の性質又は目
的が競争を許さないと認められるため、会計法第２
９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に
より、上記業者と随意契約しようとするものであ
る。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6829
愛知タイプライター
（株）

ゼロックス電子複写機の賃貸借及
び保守その２

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月1日 14,713,489

本賃貸借は平成１５年度及び１６年度の一般競争契
約において、賃貸借期間について３年間の継続賃貸
借を条件として入札公告し、愛知タイプライター
（株）と契約を開始したものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

6830 愛知県 行政財産使用料

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月1日 10,676,772

継続して借用することが経済的である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6831 愛知国際放送（株）
平成１７年度　ＲＡＤＩＯ－ｉに
よる通行止広報業務

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年11月18日 2,205,000

本業務は、道路・河川利用者及び地域住民に対して
工事による交通規制情報を、各種広報媒体の中の一
つであるＦＭラジオ放送により広報し理解・協力を
求め、通行規制を伴う工事を円滑に推進するもので
ある。これらの業務遂行にあたっては、庄内川堤防
の工事区間を利用する人に対して広く周知できるＦ
Ｍラジオ放送局が 適であり、かつＣＭを流すこと
が出来る必要がある。（３）愛知国際放送（株）は
東海地区を中心に放送エリアを有するＦＭラジオ放
送局であり、ＣＭを流すことが出来る放送局であ
る。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6832 伊賀市 水道料

村松　千明
中部地方整備局北勢国道事務
所
四日市市南富田町4-6

平成17年4月1日 1,183,059

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

6833 伊賀市水道事業管理者 水道料

村松　千明
中部地方整備局北勢国道事務
所
四日市市南富田町4-6

平成17年4月1日 1,873,672

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

6834 伊賀市長 公共下水道受益者負担金

村松　千明
中部地方整備局北勢国道事務
所
四日市市南富田町4-6

平成17年4月22日 1,500,000

供給することが可能な業者が一である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6835 伊賀市長 公共下水道受益者負担金

村松　千明
中部地方整備局北勢国道事務
所
四日市市南富田町4-6

平成17年8月12日 1,000,000

供給することが可能な業者が一である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6836 伊東瓦斯（株）
Ｈ１７国立伊東重度障害者セン
ターガス管改修工事

伊藤　文也
中部地方整備局静岡営繕事務
所
静岡市葵区春日2-4-25

平成17年9月21日 18,060,000

本工事の地域内では経済産業大臣の認可を受けたガ
ス事業者がほかにないため、同社と随意契約するも
のである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6837
伊豆箱根交通（株）沼津
営業所

平成１７年度　タクシー利用

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年4月1日 1,293,280

会計法第２９条の６予算決算及び会計令９９条８項
による
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6838 一宮市水道事業等管理者 水道料

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年4月1日 2,392,181

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

6839 臼幸産業（株）
平成１７年度　１３８・２４６号
除雪作業

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年11月24日 7,140,000

本作業区間の御殿場市から駿東郡小山町間の平均標
高は約４００～４５０ｍで、１３８号篭坂峠の標高
は１，０７２ｍと高く、気温が低い厳しい条件下に
ある。また、交通量は１３８号で８，７５５台／日
（H11）、２４６号で１９，８４５台／日（H11）と
多く、さらに２４６号と平行して走る東名高速道路
が降雪により通行止めになった際には、通行車両が
迂回路として利用するために交通量が増大する。こ
れらの迂回車両も含め、雪に対する装備が十分でな
いため、迅速な除雪作業を実施する必要がある。当
該区間の除雪作業において実績と豊富な経験を有
し、除雪区間の現場状況等を十分熟知し必要な体制
の確保が可能で本作業を履行できるのは、臼幸産業
（株）をおいて、他に競合できる者はいない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

6840 遠藤建設（株） 平成１７年度　１３９号除雪作業

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年11月22日 7,717,500

本作業区間の富士宮市北山から富士宮市根原間は標
高差が６００ｍ以上の勾配を有し、また、８，９０
６台／日（H11）の交通量があり、その多くは雪に
対する装備が十分でないため、迅速な除雪作業を実
施する必要がある。当該区間の除雪作業において実
績と豊富な経験を有し、除雪区間の現場状況等を十
分熟知し必要な体制の確保が可能で本作業を履行で
きるのは、遠藤建設（株）をおいて、他に競合でき
る者はいない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
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点検の結果 講ずる措置 備考

6841 応用地質（株）
平成１７年度　１９号桟地区水文
環境調査

若尾　豊信
中部地方整備局飯田国道事務
所
飯田市東栄町3350

平成17年4月1日 19,950,000

本調査は、一般国道１９号桟地区で計画されている
道路が、水利上地域に与える影響を調査するための
基礎資料を得るものであり、「平成１４年度１９号
桟地区水文環境調査（翌債」発注にあたり）「簡便
型プロポーザル方式」により 適な建設コンサルタ
ントとして応用地質（株）を特定し、随意契約を行
い調査を実施した。平成１７年度の業務において
も、平成１６年度と同様の調査を行うことから、同
業者と随意契約を行うものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6842 応用地質（株）
平成１７年度　１５３号足助ＢＰ
足助地区水文調査

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年4月1日 20,475,000

本業務は、平成１５年度にプロポーザルにて提案の
あった、一般国道１５３号足助バイパス足助地区に
おける「水文環境調査」の継続調査業務である。こ
のため、本業務を履行できる者は過年度業務を実施
した応用地質（株）が特定されるものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6843 応用地質（株）
平成１７年度　高山国道管内水文
調査

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成17年6月28日 15,645,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「簡便型プロポーザ
ル方式」により、「建設コンサルタント選定委員
会」において、 適な建設コンサルタントとして、
応用地質㈱を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6844 応用地質（株）
平成１７年度　高須輪中排水機場
樋管調査業務

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成17年8月1日 8,085,000

本業務は､樋管本体の構造及び周辺堤防地質の把握
及び構造物との関連等の知識が必要であり、全国の
樋門樋管の空洞化等の調査、検討業務を多く実施し
ていると共に、当事務所管内でも樋門樋管の空洞化
等の調査も実施するなど現地にも精通しており、緊
急に業務を実施するために も適したものとして応
用地質㈱を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

問題があるもの
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6845 応用地質（株）
平成１７年度　三遠トンネル掘削
土処理方法検討業務委託

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年8月1日 39,060,000

本業務は、主たる業務が標準歩掛によって積算でき
ないため、「プロポーザル方式」により、「建設コ
ンサルタント選定委員会」において、 適な建設コ
ンサルタントとして、応用地質株式会社を特定し
た。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6846 応用地質（株）
平成１７年度　岐阜国道管内道路
防災点検業務

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年8月8日 28,350,000

本業務は、内容が技術的に高度なものの上、専門的
な技術が要求されるため、「簡便型プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適なコンサルタントとして、応用地質
（株）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6847 応用地質（株）
平成１７年度　高山国道管内防災
点検業務委託

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成17年8月9日 41,055,000

本業務は、内容が技術的に高度又は専門的な技術が
要求されるもののため、「プロポーザル方式」によ
り、「建設コンサルタント選定委員会」において、

適な建設コンサルタントとして、応用地質（株）
を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6848 応用地質（株）
平成１７年度　天竜川上流域風化
深調査業務委託

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成17年9月14日 22,155,000

本業務は、２年間の継続業務とする「プロポーザル
方式」により、 適な建設コンサルタントとして応
用地質株式会社を選定したもので、本業務はその２
年目の業務である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）
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6849 応用地質（株）
平成１７年度　佐久間ダム貯水池
地質調査

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年10月31日 59,377,500

本業務は、内容が技術的に高度のため、「建設コン
サルタント選定委員会」が、当該業務についてプロ
ポーザルに基づき技術的に 適として、応用地質
（株）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6850 応用地質（株）
平成１７年度　名国管内トンネル
空洞調査業務委託

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年12月8日 18,532,500

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、応用地
質（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6851 応用地質（株）
平成１７年度　高山国道管内水文
解析調査

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成17年12月9日 43,470,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「平成１７年度高山
国道管内水文調査」の平成１７年度実施業務及び平
成１８年度実施業務として「簡便型プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして特定され
た応用地質(株)に、平成１８年度実施業務の一部を
先行して実施させるものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6852 応用地質（株）
平成１７年度　１号金谷地区地す
べり自動観測システム修繕

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年12月14日 9,660,000

現地に設置している自動観測機器は、平成１０年度
１号島田金谷地区防災対策工事において、応用地質
（株）が設置したものであり、応用地質株式会社製
の「ロボティルトＢ（自動挿入式傾斜計）」、「Ｍ
ｃ－ＤＳＣ（データロガー）」、「水位トランス
デゥーサー（自動水位計）」、「スライドセンサー
Ｂ（孔内伸縮計）」の各機器が設置されている。こ
れらの各製品および部品の製作・修理・校正は応用
地質株式会社のみでおこなっており、地滑り観測シ
ステムの全体を取り替えるのであれば、他社機械で
も変更可能であるが、費用は甚大である。このよう
に、本修繕の主たる部分（点検・校正・修理）は、
応用地質株式会社以外では実施できず、応用地質株
式会社以外で実施しようとした場合にも、主たる部
分の作業は、応用地質株式会社での作業となること
から、前回設置を実施した応用地質株式会社以外で
は設置することができない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6853 応用地質（株）
平成１７年度鈴鹿川堤防詳細点検
調査業務

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成18年1月26日 43,050,000

本業務は、標準的な業務の実施手法が定められてい
ない業務であること及び技術的に高度かつ専門的な
ものであることから、簡便型（通常型）プロポーザ
ル方式に基づき選定委員会において技術的に 適と
して応用地質株式会社を選定した
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6854 応用地質（株） 平成１７年度　孔内傾斜計購入

冨田　陽子
中部地方整備局富士砂防事務
所
富士宮市三園平1100

平成18年2月22日 2,362,500

孔内傾斜計を挿入するため、事前にケーシングパイ
プを設置するが、これは、現地地質条件などによ
り、常に垂直に設置できるものではなく、由比地す
べり地内の場合、すでに約５°の傾斜がついている
箇所がある。このため、この地区での測定において
は、大きな測定範囲（±30°程度）を持ったもので
なければならなく、さらに必要な精度（非直線性）
も満足する極小径の孔内傾斜計でなければならな
い。現在、この条件を満たす孔内傾斜計は、応用地
質製のもののみである。また、既存の応用地質製機
器は、測定深度１００ｍまでの対応であり、当事務
所が新たに測定する孔長を考慮し、測定深度１５０
ｍまでの対応への機器改造も必要となる。この機器
改造と販売を同時に行える業者は、本機器メーカで
ある応用地質（株）のみである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6855 応用地質（株）
平成１７年度　青崩峠道路地質調
査

若尾　豊信
中部地方整備局飯田国道事務
所
飯田市東栄町3350

平成18年3月24日 96,915,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、応用地
質（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6856 応用地震計測（株）
平成１７年度　安倍川上流地震計
修理

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成17年5月13日 2,047,500

当地震計は、アメリカ合衆国のキネメトリックス社
製の装置で、機器の修理は製造メーカー若しくは
メーカーの依頼を受けた専門的な技術を取得した代
理店の業者しか対応出来ない。応用地震計測（株）
は、当地震計における日本国内唯一の独占代理店で
ある上、国内の他の業者ではサービスを実施してい
ないことから、応用地震計測（株）と随意契約する
ものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6857 岡部町水道事業管理者 水道料

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年4月1日 1,866,640

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

6858 沖電気工業（株）
平成１７年度　雪氷車輌位置情報
収集

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成17年11月11日 1,984,500

雪氷車輌の位置情報を収集するためには、既設の位
置情報収集装置を使用するが、この収集装置のハー
ド及びソフトは、沖電気工業（株）製であり、製造
メーカ独自のノウハウによる部分も多い。またこの
収集装置は、沖電気工業（株）が提供する車輌位置
情報収集ＡＳＰシステムの一部であるため、車輌位
置情報収集業務についても沖電気工業（株）とする
必要がある。位置情報収集業務は、高山国道事務所
の道路情報システム及び、「ひだ道ガイド」等外部
へ情報提供するシステムに深く関わっており、高山
国道の道路情報ネットワーク構成を熟知している必
要がある。推薦業者は、車輌位置情報収集システム
と、道路情報システム間のデータ通信システムの構
築に関わっており、これらの構成・運用内容及び保
守に至るまで十分熟知している。以上の理由から、
本業務を遂行できるのは、沖電気工業（株）をおい
て他にはない。従って、契約の性質又は目的が競争
を許さないと認められる。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
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6859 海津市 水道料

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成17年4月1日 11,002,634

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

6860
開発コンサルタント
（株）

平成１７年度　東海環状相川泥川
大谷川高架橋詳細設計業務委託

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年9月29日 50,190,000

本業務は、専門的な技術を要求される内容であるた
め、「プロポーザル方式」により、「建設コンサル
タント選定委員会」において、 適な建設コンサル
タントとして、開発コンサルタント（株）を選定し
た。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6861
掛川市水道事業管理者
掛川市長

水道料

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年4月1日 2,110,390

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

6862 ㈱ゼニライトブイ
平成１７年度　城南波高計保守点
検業務

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成17年4月1日 4,935,000

本業務実施にあたっては、以下の条件が必要とな
る。１）波高計測装置を搭載しているブイは、許可
標識（航路標識法施行規則第１条及び第３条但し書
きの規定により設置された航路標識）のため、ブイ
の構造及び性能に熟知していること。２）波高計測
装置は、特注により平成１０年度に改造（製作）さ
れた計測装置であり使用部品にメーカー特有なもの
があるため、計測装置に熟知していること。３）周
辺海域関係漁業組合などを熟知していること。４）
周辺海域の海象条件を熟知していること。これらの
条件を充足し、業務を遂行するのに必要な能力及び
実績を持つのは、本計測装置を昭和５６年製作・納
入し、納入後、保守・修繕工事を実施してきた株式
会社ゼニライトブイをおいて他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施
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6863 ㈱ゼニライトブイ
平成１７年度　海象観測機器整備
業務

山口　一美
中部地方整備局東海幹線道路
調査事務所
豊橋市駅前大通2-33-1 開発ビ
ル6階

平成17年12月9日 17,430,000

今回交換する灯浮標については、伊勢湾口部におけ
る橋梁の設計条件及び工事稼働算定等の基礎資料に
用いる波浪資料を収集することを目的に、平成８年
３月に設置し観測を開始しているところであり、精
度の高い橋梁設計条件の設定等のためには観測を継
続する必要がある。また、これに伴う観測機能を備
えた灯浮標の整備についても実施する事が不可欠で
ある。本件の灯浮標は、通常の航路標識としての機
能の外に、波浪観測機能を有する全国的にも稀な構
造であり、灯浮標内部には観測装置等、特殊な精密
機器が数多く入っていること、伊勢湾口部の複雑な
海底地形の影響による特有な波浪及び波風に対し
て、耐波性、耐揺動性かつ灯火（航路標識）の確実
性が要求されるとともに、波浪に対する追従性、観
測データの信頼精度を高める灯浮標の直立性を確保
する必要があることから、取扱に対する専門知識と
豊富な経験、技術力を必要とする。（株）ゼニライ
トブイは、本灯浮標を製造した業者であり、特に要
求される直立性の技術として「灯浮標（特許整理番
号6631-3D）」の特許を有しており、灯浮標の設置
作業時における高度の技術を有している。また、全
国において、多くの灯浮標の製造・整備の実績を有
しているとともに、伊勢湾口部においては、平成５
年度及び平成７年度に３基の灯浮標（波浪観測装
置）の製造・設置、メンテナンス（移設・交換・整
備）を実施していることから経験が豊富であり、ま
た、外洋の厳しい条件下での作業における精密機器
が入った灯浮標を扱う実績がある、灯浮標本体の特
性及び専門知識として波浪観測システム・データ通
信システムに関し精通している唯一の業者である。
以上の理由から、契約の特性または目的が競争を許
さないと認められるため、随意契約しようとするも
のである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6864 ㈱時事通信社
平成１７年度時事行財政情報提供
業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月1日 23,940,000

時事通信社の官庁速報は、中央省庁、地方自治体に
配置した取材記者から原稿を迅速に処理できる「時
事通信社全国ネットワーク」を確立しているため、
中央省庁から地方自治体まで幅広く、かつ有益な行
財政情報をインターネットで迅速かつ効率的に入手
することができる。また、東京の他、ニューヨー
ク、ロンドンにも編集センターを設けており、日本
国内及び海外における移り変わる政治・経済・社会
等の各情勢についてリアルタイムに的確な情報を得
ることが可能である。さらに、各種の統計、指標及
びＤＢが整備されており、様々な行財政データの情
報収集という点においても、業務の迅速化、効率化
に資するものである。このような情報提供を受ける
にあたって中央省庁、地方自治体はもちろん、新聞
社、放送局、銀行、商社等の民間企業における実績
を持ち、信頼性、情報収集力の面においても優れた
組織体制を備えた業者は他になく、本業務における
行財政ニュースや各分野の 新情報も（株）時事通
信社のみが取り扱っているとともに、著作権を有し
ていることから本業務を遂行できるものは（株）時
事通信社の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、国の物品等又は特定
役務の調達手続きの特例を定める政令第１３条第１
項第１号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6865 環境計測（株）
平成１７年度　常時環境観測装置
修繕

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年4月13日 6,720,000

会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令９
９条の２に基づく、不落札随契を行うものである。
(会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令
第９９条の２）

その他 競争入札に移行したもの

6866
関門ドックサービス
（株）

平成１７年度　水質浄化設備等点
検整備

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成17年4月13日 34,755,000

会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令９
９条の２に基づく、不落札随契を行うものである。
(会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令
第９９条の２）

その他 競争入札に移行したもの

6867 岩村土建（株）
平成１７年度　小里川ダム単価契
約維持作業

中島　一好
中部地方整備局小里川ダム管
理所
恵那市山岡町田代1565-21

平成17年4月1日 16,124,153

会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令９
９条の２に基づく、不落札随契を行うものである。
(会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令
第９９条の２）

その他 競争入札に移行したもの

6868
基礎地盤コンサルタンツ
（株）

平成１７年度　中津川ＢＰ三五沢
地区地滑り観測調査業務委託

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成17年4月1日 8,032,500

業務実施に際しては、高度な専門知識・経験を要す
ると共に、当該箇所の地滑り対策の設計及び観測手
法についても充分理解し、施工当初から現在に至る
までの変状経緯を熟知していなければならない。本
業務は、工事の進捗状況に応じて継続的に地形の変
状を観測し安全管理するもので、その計測システム
を開発したのは「基礎地盤コンサルタンツ株式会
社」である。本業務は、過年度プロポーザル方式に
て「基礎地盤コンサルタンツ株式会社」が技術的に

適と特定され、受託者が継続して履行する必要が
ある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6869
基礎地盤コンサルタンツ
（株）

平成１７年度　菊川・天竜川堤防
調査検討業務

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年5月16日 26,880,000

本業務は昨年度、内容が技術的に高度のため、「建
設コンサルタント選定委員会」が、当該業務につい
てプロポーザルに基づき技術的に 適として、基礎
地盤コンサルタンツ（株）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6870
基礎地盤コンサルタンツ
（株）

平成１７年度　狩野川南条護岸修
正設計業務

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年7月26日 6,090,000

本業務の実施にあたっては「平成１５年度狩野川南
条築堤護岸工事」で実施した堤防開削の観察結果及
び試料採取による土質試験結果を基に、総合的に堤
防の安定度を再評価するものである。本業務は、内
容が技術的に高度でかつ専門的な技術が要求される
業務であるため、当該業務について「プロポーザル
方式」に基づき、「建設コンサルタント選定委員
会」において 適な建設コンサルタントとして、基
礎地盤コンサルタンツ㈱を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6871
基礎地盤コンサルタンツ
（株）

平成１７年度　富士海岸堤防耐震
点検業務

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年9月5日 11,655,000

本業務は、「建設コンサルタント選定委員会」が、
当該業務についてプロポーザルに基づき、技術的に

適として基礎地盤コンサルタンツ㈱を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6872
基礎地盤コンサルタンツ
（株）

平成１７年度　海岸堤防耐震点検
業務

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成17年9月7日 9,555,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため平成１７年度単年業務
としてプロポーザル方式により「建設コンサルタン
ト選定委員会」において、 適な建設コンサルタン
トとして、基礎地盤コンサルタンツ（株）を特定し
た。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6873
基礎地盤コンサルタンツ
（株）

平成１７年度　地すべり調査検討
業務委託

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成17年9月28日 15,330,000

本業務は、２年間の継続業務とする「プロポーザル
方式」により、 適な建設コンサルタントとして基
礎地盤コンサルタンツ株式会社を選定したもので、
本業務はその２年目の業務である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6874
基礎地盤コンサルタンツ
（株）

平成１７年度　多治見管内法面防
災詳細設計業務委託

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成17年10月3日 20,895,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により「建設コンサルタント選定委員会」にお
いて、 適な建設コンサルタントとして、基礎地盤
コンサルタンツ株式会社を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6875
基礎地盤コンサルタンツ
（株）

平成１７年度　由比地すべり監視
カメラ配置計画検討業務

冨田　陽子
中部地方整備局富士砂防事務
所
富士宮市三園平1100

平成18年2月23日 6,405,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、基礎地
盤コンサルタンツ（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6876 岐阜ゼロックス（株）
平成１７年度　カラー電子複写機
賃貸借及び保守　その２

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成17年4月1日 1,771,368

本業務は、使用予定期間を平成１９年３月３１日ま
での３年間として算出されており、年次途中での更
新は不可能である。したがって、本賃貸借の相手方
は推薦業者以外にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

6877 岐阜ゼロックス（株）
平成１７年度　カラー電子複写機
賃貸借及び保守等その１

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成17年4月1日 2,160,679

賃貸借料が、使用予定期間（平成１６年４月１日よ
り賃貸借開始）を３年として算出されているため、
途中年次での更新が不可能である。したがって、本
賃貸借の相手方は推薦業者以外にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

6878 岐阜ゼロックス（株）
平成１７年度　カラー電子複写機
賃貸借及び保守等その３

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成17年4月1日 4,627,238

本業務は、使用予定期間を、調査課の機器について
は平成１５年１２月１日から３年間、管理第一課の
機器については平成１６年３月１日から３年間とし
て算出されているため、途中年次での更新は不可能
である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

6879 岐阜ゼロックス（株）
平成１７年度　電子複写機賃貸
借・保守及び消耗品供給

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成17年4月1日 3,318,751

現電子複写機はゼロックスから借り上げているが、
現在の機器で継続使用に耐えうるため、１７年度に
ついても継続したほうが経済的で有利である。借り
上げ機器はゼロックスのものであるため本業務の相
手方は当地区には推薦業者しかいない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

6880 岐阜ゼロックス（株）
平成１７年度　調査課電子複写機
の賃貸借及び保守

神野　忠広
中部地方整備局越美山系砂防
事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺
137

平成17年4月1日 1,408,076

当電子複写機の賃貸借及び保守について、「平成１
４年度電子複写機の賃貸借及び保守その４」におい
て機器仕様、保守管理体制、地域特性等により指名
競争に付し、リース料率３ヶ年の計算による入札の
結果、当該業者が契約相手方となった。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

6881 岐阜リコー（株）
平成１７年度　出張所外電子複写
機の賃貸借及び保守

神野　忠広
中部地方整備局越美山系砂防
事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺
137

平成17年4月1日 1,327,490

当電子複写機の賃貸借及び保守について、「平成１
５年度電子複写機の賃貸借及び保守」において機器
仕様、保守管理体制、地域特性等により指名競争に
付し、リース料率３ヶ年の計算による入札の結果、
当該業者が契約相手方となった。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約
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6882 岐阜県知事
下呂維持出張所庁舎借上に係る管
理費

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成17年4月26日 1,299,677

継続して借用することが経済的である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6883
岐阜市水道事業及び下水
道事業管理者

水道料

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年4月1日 2,166,124

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

6884
技術研究組合　走行支援
道路システム開発機構

平成１７年度　静岡国道多画像処
理システム機能設定改善業務委託

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年11月22日 27,090,000

本業務を履行するためには、ＡＨＳに関する要素技
術、システムコンセプト、システムの設計・評価等
に関するきわめて高い知識と技術力を必要としてい
る。多画像処理システムは、走行支援道路システム
に関する試験研究を目的として設立された組合であ
る「技術研究組合走行支援道路システム開発機構」
で開発されたものであり、パラメータ設定等の機能
設定改善については、開発主体である「技術研究組
合走行支援道路システム開発機構」以外に履行でき
ない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6885 宮下建設工業（株）
平成１７年度　単価契約　小渋ダ
ム維持作業

野村　正之
中部地方整備局天竜川ダム統
合管理事務所
長野県上伊那郡中川村大草
6884-19

平成17年4月1日 19,802,906

会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令９
９条の２に基づく、不落札随契を行うものである。
(会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令
第９９条の２）

その他 競争入札に移行したもの

6886 共立電気（株）
平成１７年度　道路管理データ
ベースシステム装置賃貸借

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成17年4月1日 2,570,400

データベースシステムは、道路管理業務を実施する
うえにおいて、道路の現況を把握する も根幹的な
システムである。現在多治見砂防国道事務所は平成
１６年度に一般競争入札により平成２０年６月３０
日までの継続賃貸借を条件に共立電気（株）のシス
テムが導入されており、蓄積されたデータの互換性
また、それに伴う効率性及び経済性等を判断する
と、共立電気（株）のシステムの他にはない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6887 共立電気（株）
平成１７年度　道路管理データ
ベースシステム装置賃貸借

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成17年4月1日 2,570,400

賃貸借料は平成１６年度を初年度とし、使用予定期
間を４年として算出されているため、途中年度での
更新が不可能であることから、共立電気株式会社と
随意契約を行うものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6888 共立電気（株）
平成１７年度道路管理データベー
スシステム装置賃貸借

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年4月1日 2,507,400

「道路管理データベースシステム装置賃貸借」は、
４年間のリース契約を前提として共立電機（株）と
契約しており、今年度は２年目にあたるものであ
る。以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を
許さないと認められるため、平成１７年度も引き続
き随意契約しようとするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6889 共立電気（株）
平成１７年度　道路管理データ
ベースシステム装置賃貸借

松本　良一
中部地方整備局紀勢国道事務
所
松阪市鎌田町144-6

平成17年4月1日 2,507,400

本契約は、昨年度からの賃貸借を継続するものであ
り機器の保守点検等管理に関しても適切な対応がな
され、業務に支障を生じる事態もないので引き続き
賃貸借するものである。上記の諸条件を充足するも
のは共立電気（株）しかなく契約の性質又は目的が
競争を許さないことから随意契約をするものであ
る。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの
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6890 共立電気（株）
平成１７年度　道路管理デ－タベ
－スシステム装置賃貸借

村松　千明
中部地方整備局北勢国道事務
所
四日市市南富田町4-6

平成17年4月1日 2,469,600

本システム装置の機能については、下記を満足する
ことが必要である。１．データの互換性を考慮する
こと、地整管内で異なったハードを導入すること
は、オンライン化とならず不適当である。２．光デ
スク付属装置の導入により、資料等の直接データ
ベース化をすることが必要である。共立電気株式会
社は、本システム装置の開発をし、諸条件を満たす
ものである。したがって、本システム装置の賃貸借
を実施出来るのは、共立電気株式会社の他にない。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さ
ないと認められる。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6891 共立電気（株）
平成１７年度　道の相談室システ
ムサーバー装置賃貸借

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月1日 2,982,420

本賃貸借は、平成１６年度の一般競争契約におい
て、賃貸借期間について平成２１年３月３１日まで
の継続賃貸借を入札条件として公告し、共立電気株
式会社と契約を開始したものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6892 共立電気（株）
平成１７年度道路管理データベー
ス機器賃貸借

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年4月1日 2,507,400

本機器は、平成１６年７月１日から４箇年リースで
賃借し、本年度も引き続き賃貸借契約を締結するも
のである。以上の理由から、契約の性質及び目的が
競争を許さないと認められる。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6893 協和設計（株）
平成１７年度　東海環状綾野南高
架橋詳細設計業務委託

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年9月27日 81,900,000

本業務は、専門的な技術を要求される内容であるた
め、「プロポーザル方式」により、「建設コンサル
タント選定委員会」において、 適な建設コンサル
タントとして、協和設計（株）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6894 協和設計（株）
平成１７年度　３０２号鳥澄高架
橋詳細設計業務委託

西井　幸春
中部地方整備局愛知国道事務
所
名古屋市千種区池下町2-62

平成17年10月31日 75,075,000

本業務は、高度な専門知識及び技術が要求されるた
め、平成１７年度に「品質価格評価型プロポーザル
方式」により技術提案を受け、「建設コンサルタン
ト選定委員会」において、 適な建設コンサルタン
トとして、協和設計（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6895 協和設計（株）
平成１７年度　２３号名四ＢＰ跨
線部検討業務

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年11月14日 14,490,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、協和設
計株式会社を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6896 協和設計（株）
平成１７年度　可児御嵩バイパス
橋梁詳細設計業務委託

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成17年11月24日 23,415,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、協和設
計株式会社を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6897 協和設計（株）
平成１７年度　三遠道路久井田高
架橋構造検討業務委託

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年12月7日 11,760,000

本業務は、主たる業務が標準歩掛によって積算がで
きないため、「プロポーザル方式」により、「建設
コンサルタント選定委員会」において、 適な建設
コンサルタントとして、協和設計株式会社を特定し
た。よって、随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6898 協和設計（株）
平成１７年度三重河川国道管内駐
車調査

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成18年1月25日 11,760,000

本業務は、標準的な業務の実施方法等（標準歩掛
等）が定められていないため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適なコンサルタントとして、協和設計
（株）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6899 協和設計（株）
平成１７年度２３号中勢道路木造
地区詳細設計業務

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成18年1月27日 30,030,000

本業務は、「プロポーザル方式」により、「建設コ
ンサルタント選定委員会」において、 適な建設コ
ンサルタントとして、協和設計（株）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6900
玉野総合コンサルタント
（株）

平成１７年度　名国管内道路植栽
管理計画策定業務委託

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年8月31日 20,979,000

本業務は、業務全体計画として、１年目にデータ解
析・路線資料整理を行い、２年目に植栽管理計画の
策定を行う計画である。本業務は、内容が技術的に
高度なもの又は専門的な技術が要求されるもののた
め、「プロポーザル方式」により、「建設コンサル
タント選定委員会」において、 適な建設コ、ンサ
ルタントとして、玉野総合コンサルタント（株）を
特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6901
玉野総合コンサルタント
（株）

平成１７年度　静清管内橋梁補修
設計業務委託

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年12月26日 30,397,500

本業務は、内容が技術的に高度なもののため、「プ
ロポーザル方式」により、「建設コンサルタント選
定委員会」において、 適な建設コンサルタントと
して、玉野総合コンサルタント（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6902
玉野総合コンサルタント
（株）

平成１７年度　静清地区沿道環境
対策調査業務委託

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成18年1月24日 10,185,000

本業務では、内容が技術的に高度なもの又は専門的
な技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントととして、玉野
総合コンサルタント（株）を特定した。よって、随
意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6903
玉野総合コンサルタント
（株）

平成１７年度　初鹿谷第１砂防え
ん堤詳細設計業務委託

神野　忠広
中部地方整備局越美山系砂防
事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺
137

平成18年3月16日 5,670,000

本業務は、砂防えん堤の詳細設計及び既設の歴史的
砂防施設修復検討を実施し、設計積算の資料を作成
するものである。本業務は、内容が技術的に高度な
もの又は専門的な技術が要求されるもののため、
「プロポーザル方式」により、「建設コンサルタン
ト選定委員会」において、 適な建設コンサルタン
トとして、玉野総合コンサルタント(株)を特定し
た。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6904
玉野総合コンサルタント
（株）

平成１７年度　庄内川岩塚測量設
計業務

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成18年3月22日 3,620,000

本業務は、測量及び護岸詳細設計を実施し、今後発
注する工事の基礎資料とするものである。本業務
は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な技術が
要求されるもののため、「プロポーザル方式」によ
り、「建設コンサルタント選定委員会」において、

適な建設コンサルタントとして玉野総合コンサル
タント（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6905
玉野総合コンサルタント
（株）

平成１７年度木曽川一色築堤設計
業務

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成18年3月28日 19,740,000

本業務はコスト縮減や新技術・新工法の採用など業
務内容が技術的に高度でありかつ専門的な技術を必
要とする業務であることから「建設コンサルタント
選定委員会」が、当該業務について「プロポーザル
方式」に基づき技術的に 適であるとして、玉野総
合コンサルタント（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6906 金剛（株）
平成１７年度　移動書架移設作業
その４

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成18年2月9日 6,930,000

本移動書架は、機密文書を含む重要な行政文書の保
管場所であり、今回の仮移転及び耐震化工事完了後
に行う、現書庫への復元のいずれの場合において
も、現在と同等の機能・容量を維持しつつ移転する
必要がある。また、本移動書架は現在の地下２階書
庫の状況（室内長・幅、天上高、柱の位置や換気の
状況等）に合わせてメーカー独自の規格・規模の書
棚等を組み合わせて構成し設置されており、今回の
仮移転及び耐震改修工事完了後に行う現書庫への復
元は、次の条件で実施する必要がある。①移転先で
ある仮設倉庫は、地下２階書庫に比べて室内長・
幅、天上高とも狭小であり、書棚の段落ち加工を行
う。また、段落ち加工の結果、文書保管容量が減少
しないよう、補足部材を用いて書棚を追加し、書庫
機能を確保する。②現在の書架にオプションとして
設置されている照明器具、除湿・換気装置等の付属
設備についても必要に応じ取り外し、移転させ仮設
倉庫で書庫機能を確保させるために必要となる部品
は再使用、それ以外は、再使用を前提に仮設倉庫内
で仮置き、保管する。上記のとおり、今回の移設に
際しては、庁舎耐震改修工事完了後の復元及び移動
書架の加工等を考慮しつつ、機能を維持して移設す
る必要がある。本業務を実施するにあたっては、書
架の機能保証を得て将来の復元時にも確実に機能回
復できる状態を担保する必要があるが、上記独自規
格の棚部材の解体・移転及び照明、換気器具等の付
属設備の取り外しや移転は現書架の設置メーカーで
行わなければ機能保証が得られない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 競争入札に移行したもの

6907 金子工業（株）
平成１７年度　４１号高山地区橋
梁補修工事

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成18年3月27日 178,500,000

会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令９
９条の２に基づく、不落札随契を行うものである。
(会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令
第９９条の２）

その他 競争入札に移行したもの

6908 金本建設（株）
平成１７年度　飯田維持管内道路
構造物補強工事

若尾　豊信
中部地方整備局飯田国道事務
所
飯田市東栄町3350

平成18年3月29日 59,850,000

会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令９
９条の２に基づく、不落札随契を行うものである。
(会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令
第９９条の２）

その他 競争入札に移行したもの

6909 桑名市公営企業管理者 ガス料

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成17年4月1日 5,339,741

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

6910 桑名市公営企業管理者 水道料

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成17年4月1日 1,844,701

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約
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6911 郡リース（株）
平成１７年度　設楽ダム相談所賃
貸借

山内　博
中部地方整備局設楽ダム工事
事務所
新城市杉山字大東57

平成17年4月1日 1,738,800

当借り上げ建物は、５年間使用を前提とした１４年
度借り上げ建物であること、建物を１年間のレンタ
ルとして借り入れるより経済的に有利であると考え
られることから、郡リース（株）に競合する者はい
ない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6912 形原造船（株）
平成１７年度　底泥浚渫船の点検
保守及び整備業務

金木　誠
中部地方整備局中部技術事務
所
名古屋市東区大幸南1-1-15

平成18年2月24日 7,560,000

本業務の実施にあたっては、自動運転制御による特
殊な浚渫機能を有する自航船であるため、点検及び
機能追加整備を行うには、構造・機能や操作制御等
に熟知していることが必要不可欠である。形原造船
（株）は、平成１４・１５年度の２箇年で、当該浚
渫船を建造納入しており、本業務に必要とされる専
門的な技術力、知識力を有している。したがって、
本業務の履行に必要とされる諸条件を充足するもの
は、建造を行った形原造船（株）をおいて他にな
い。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6913
建設技術フェアｉｎ中部
実行委員会

建設技術フェアブース賃貸借

金木　誠
中部地方整備局中部技術事務
所
名古屋市東区大幸南1-1-15

平成17年11月8日 2,440,000

「建設技術フェア２００５ｉｎ中部」の主催である
建設技術フェアin中部実行委員会は、企画・運営等
を担当している唯一の相手方であり他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6914 建電設備（株）
平成１７年度　浜松電気通信施設
点検業務

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年4月13日 126,000,000

会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令９
９条の２に基づく、不落札随契を行うものである。
(会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令
第９９条の２）

その他 競争入札に移行したもの

6915 建電設備（株）
平成１７年度　紀勢国道電気通信
施設点検業務

松本　良一
中部地方整備局紀勢国道事務
所
松阪市鎌田町144-6

平成17年4月13日 89,250,000

会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令９
９条の２に基づく、不落札随契を行うものである。
(会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令
第９９条の２）

その他 競争入札に移行したもの

6916 建電設備（株）
地蔵野洞門光ケーブル損傷応急復
旧作業

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成17年7月15日 2,152,500

本業務は、国道４１号下呂市内で起きた光ケーブル
損傷の応急復旧作業を行うものであり、本施設の復
旧作業にあたっては、道路管理に影響を与える可能
性が大きく、緊急に且つ安全に行わなければならな
いため、「平成１７年度高山国道電気通信施設点検
業務」を履行中であり、高山国道事務所の光ネット
ワークシステム及び構成を熟知しており、且つ速や
かに作業に取りかかる事ができる建電設備（株）を
おいて他にはない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6917 犬飼建設（株）
平成１７年度　八田川　味鋺築堤
工事

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成18年3月17日 35,175,000

会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令９
９条の２に基づく、不落札随契を行うものである。
(会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令
第９９条の２）

その他 競争入札に移行したもの

6918
国家公務員共済組合連合
会　名古屋共済会館

会議費及び会場借上料

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

3,350,990

近隣で安価のため
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6919 国際航業（株）
平成１７年度　多治見砂防管内猛
禽類調査業務委託

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成17年4月1日 25,200,000

本業務は「平成１６年度多治見砂防管内猛禽類調査
業務委託」において、内容が技術的に高度かつ専門
な知識が要求されるため「建設コンサルタント選定
委員会」がプロポーザル方式に基づき、２ヶ年にお
ける提案内容において技術的に 適として国際航業
（株）を選定し、昨年度からの継続業務であり、上
記で特定された受託者が継続して履行する必要があ
る。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6920 国際航業（株）
平成１７年度　庄内川干潟環境検
討業務

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年4月21日 10,815,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「簡便型プロポーザ
ル方式」により、「建設コンサルタント選定委員
会」において、 適な建設コンサルタントとして、
国際航業（株）を特定し、平成１５年度から平成１
６年度に渡り業務を実施している。平成１６年度ま
でに資料の整理および生息生物場の指標を抽出して
いる。平成１７年度は不足している春期の資料収集
を行い、それによって修正された指標を元に整備計
画に伴う再生手法、干潟の保全活用方法について検
討する。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

6921 国際航業（株）
平成１７年度　天竜川河口テラス
計測業務

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年6月13日 35,962,500

本業務は、内容が技術的に高度のため、「建設コン
サルタント選定委員会」が、当該業務についてプロ
ポーザルに基づき技術的に 適として、国際航業
（株）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6922 国際航業（株）
平成１７年度　富士山大沢川源頭
域崩壊変遷状況調査業務

冨田　陽子
中部地方整備局富士砂防事務
所
富士宮市三園平1100

平成17年6月14日 14,910,000

本業務は過去３０年にわたる崩壊調査の一環であ
り、大沢崩れの性状に関する豊富な知識及び経験が
求められるため、平成１５年度に「建設コンサルタ
ント選定委員会」において、３ヶ年の「プロポーザ
ル方式」により 適なコンサルタントとして国際航
業株式会社を選定したものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6923 国際航業（株）
平成１７年度　東駿河湾環状道路
施工計画検討業務委託

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年8月5日 20,475,000

本業務は、内容が技術的に高度かつ専門的な知識が
要求されるため昨年度「建設コンサルタント選定委
員会」が、プロポーザルに基づき、技術的に 適な
コンサルタントとして、国際航業株式会社を選定し
た。本業務においては、今年度も継続して実施する
ため、昨年度で検討した施工計画に係わる理解、検
討方法の一貫性が求められる。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6924 国際航業（株）
平成１７年度　１号矢作地区構造
物詳細設計業務委託

西井　幸春
中部地方整備局愛知国道事務
所
名古屋市千種区池下町2-62

平成17年8月17日 55,545,000

本業務は、「簡便型プロポーザル方式」により技術
提案を受け、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、国際航
業（株）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6925 国際航業（株）
平成１７年度　安倍川上流部航空
レーザ測量業務

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成17年9月5日 15,204,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、平成１７年度単年業
務として「プロポーザル方式」により「建設コンサ
ルタント選定委員会」において、 適な建設コンサ
ルタントとして、国際航業（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6926 国際航業（株）
平成１７年度　４２号管内道路防
災カルテ点検業務委託

松本　良一
中部地方整備局紀勢国道事務
所
松阪市鎌田町144-6

平成17年9月27日 18,690,000

本業務は、設計歩掛りがなく、当事務所の法面防災
点検の発注に係る簡便プロポーザルにて、道路防災
カルテ点検等の実績により選択した５社から技術資
料を求め、資格・経験・業務成績・理解度・業務方
針・業務方法等の評価より、 高点の国際航業
（株）を決定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6927 国際航業（株）
平成１７年度２３号中勢道路整備
計画検討業務

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年10月25日 21,840,000

内容が技術的に高度なもの又は専門的な技術が要求
されるもののため、「簡便型プロポーザル方式」に
より、「建設コンサルタント選定委員会」におい
て、 適な建設コンサルタントとして、国際航業
（株）三重営業所を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6928 国際航業（株）
平成１７年度　２３号豊橋ＢＰ西
部区間豊橋小坂井水文調査

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年11月1日 18,375,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため「プロポーザル方式」
により、「建設コンサルタント選定委員会」におい
て、 適な建設コンサルタントとして、国際航業株
式会社を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6929 国際航業（株）
平成１７年度１５６号岐阜東ＢＰ
岩田山トンネル予備設計業務委託

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成18年1月12日 28,980,000

本業務は、専門的な技術を要求される内容であるた
め「プロポーザル方式」により「建設コンサルタン
ト選定委員会」において、 適な建設コンサルタン
トとして、国際航業（株）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6930 国際航業（株）
平成１７年度　揖斐川上流環境モ
ニタリング調査業務委託

神野　忠広
中部地方整備局越美山系砂防
事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺
137

平成18年2月1日 6,090,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により「建設コンサルタント選定委員会」にお
いて、 適な建設コンサルタントとして、国際航業
(株)を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6931 国際航業（株）
平成１７年度　設楽ダム生活再建
地計画調査業務委託

山内　博
中部地方整備局設楽ダム工事
事務所
新城市杉山字大東57

平成18年2月6日 5,617,500

本業務は、豊かな経験を必要とし、また、標準的な
実施方法等が定められていない業務のため、「簡便
型プロポーザル方式」により、「建設コンサルタン
ト選定委員会」において、 適な建設コンサルタン
トとして国際航業株式会社を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6932 国際航業（株）
平成１７年度　由比地すべり防災
計画検討業務

冨田　陽子
中部地方整備局富士砂防事務
所
富士宮市三園平1100

平成18年2月27日 10,710,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、国際航
業（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6933 国土防災技術（株）
平成１７年度　由比地すべり大久
保施設配置計画検討業務

冨田　陽子
中部地方整備局富士砂防事務
所
富士宮市三園平1100

平成18年2月2日 18,228,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、国土防
災技術（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6934
砂防エンジニアリング
（株）

平成１７年度　多治見管内砂防資
料管理システム検討業務委託

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成17年12月8日 8,715,000

本業務は内容が技術的に高度かつ専門的な知識が要
求されるため「建設コンサルタント選定委員会」が
当該業務についてプロポーザル方式に基づき技術的
に 適として砂防エンジニアリング㈱を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6935
犀川堤外地土地区画整理
組合

管理者負担金

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年6月20日 300,000,000

平成１７年度協定書（平成１７年６月２０日付締
結）
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6936 坂田電機（株）
平成１７年度　安倍川堤防モニタ
リング計器設置工事

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成17年12月16日 11,770,500

坂田電気（株）は、土中からの無線データ送信の基
本特許を取得しており、地中通信技術システム技術
を用いたワイヤレス間隙水圧計は国内外を含めて唯
一のメーカーである。また、平成１６年度工事にお
いて当社により間隙水圧計、侵食計及び遠隔監視装
置が設置されており、今年度設置の間隙水圧計は全
体システムの一部と捉えられる。更に当社は、国土
交通省や農林水産省のダム等に多くの施工実績があ
るほか、地中通信技術システムを用いた各種の計測
計器の開発に（独）土木研究所や（財）河川情報セ
ンター等との共同研究に携わっているなど信頼性も
高く、専門的な知識と豊富な経験を有している。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6937 三井リース事業（株） 大判電子複写機の賃貸借

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年4月1日 2,954,700

本契約は、平成１４年度に契約した「大判電子複写
機の賃貸借」を継続して行うものである。「大判電
子複写機の賃貸借」は、５年間のリース契約を前提
として三井リース事業（株）と契約しており、今年
度は４年目にあたるため。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6938
三井共同建設コンサルタ
ント（株）

平成１７年度　天竜川　外記島取
水堰改築検討業務委託

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成18年1月31日 7,980,000

本業務は、河川改修計画によって用水施設の付替え
に伴い取水方法の検討・取水構造施設の位置・構造
形式の検討を行うものである。本業務は、内容が技
術的に高度なものおよび専門的な技術が要求される
もののため、「プロポーザル方式」により「建設コ
ンサルタント選定委員会」において、 適な建設コ
ンサルタントとして三井共同建設コンサルタントが
特定された。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6939
三井共同建設コンサルタ
ント（株）

平成１７年度　高山国府バイパス
三枝橋水理検討業務委託

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成18年2月2日 9,460,500

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「簡便型（通常型）
プロポーザル方式」により、「建設コンサルタント
選定委員会」において、 適な建設コンサルタント
として、三井共同建設コンサルタント株式会社を特
定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6940 三重エフエム放送（株） 三重エフエムによる道路広報業務

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年4月1日 4,032,000

本業務の遂行にあたっては、三重県の地域性に精通
し、地域に密着した放送会社であると共に、三重県
内での平均聴取率が第一位である三重エフエム放送
株式会社と契約することが、本業務の趣旨を達成す
るうえで効果的で効率的な方法である。以上の理由
から、契約の性質及び目的が競争を許さないと認め
られるため、随意契約しようとするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの
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6941 三重ゼロックス（株）
平成１７年度　カラー電子複写機
の賃貸借及び保守

松本　良一
中部地方整備局紀勢国道事務
所
松阪市鎌田町144-6

平成17年4月1日 2,275,515

当該機器は、平成１６年度より三重ゼロックス
（株）から賃貸借しているものであり、機器の保守
点検等の管理に関しても適切な対応がなされ、業務
に支障を生ずる事態もないので、三重ゼロックス
（株）と引き続き賃貸借契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

6942 三重テレビ放送（株）
平成１７年度　紀勢国道管内記録
映像広報業務

松本　良一
中部地方整備局紀勢国道事務
所
松阪市鎌田町144-6

平成17年12月14日 5,932,500

本業務は、内容が技術的に高度のため、「紀勢国道
事務所建設コンサルタント等選定委員会」が当該業
務についてプロポーザルに基づき技術的に 適とし
て、三重テレビ放送（株）を選定した。以上の理由
から、契約の性質又は目的が競争を許さないと認め
られるため、随意契約しようとするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6943 三重リコー（株）
平成１７年度電子複写機の賃貸借
及び保守その２

村松　千明
中部地方整備局北勢国道事務
所
四日市市南富田町4-6

平成17年4月1日 4,204,225

本業務は、平成１５年度から導入している電子複写
機の賃貸借及び保守を引き続き行うものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

6944 三重リコー（株）
平成１７年度電子複写機の賃貸借
及び保守

村松　千明
中部地方整備局北勢国道事務
所
四日市市南富田町4-6

平成17年4月1日 2,675,621

本業務は、平成１６年度から導入している電子複写
機の賃貸借及び保守を引き続き行うものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

6945
三重リコピー販売株式会
社

平成１７年度　紀勢国道情報提供
装置保守業務

松本　良一
中部地方整備局紀勢国道事務
所
松阪市鎌田町144-6

平成17年4月1日 2,331,000

本業務においては、不正アクセス、障害対応等に対
しても速やかに対処しうる能力を有する事が必要で
ある。また、本装置を導入した「平成１４年度紀勢
国道情報提供用装置購入」の入札公告時に監視等の
運用保守を３年間程度を想定した一般競争入札を
行っている。三重リコピー販売（株）は、前記業務
履行を前提にしており、業務実績と上記諸条件を充
足する唯一の対象業者である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

6946
三重リコピー販売株式会
社

平成１７年度　リコー電子複写機
の保守及び消耗品供給

松本　良一
中部地方整備局紀勢国道事務
所
松阪市鎌田町144-6

平成17年4月1日 1,478,173

本業務の履行にあたっては、業務執行に停滞が生じ
ないよう迅速かつ適切な対応・処理が不可欠である
ため、当該購入機器の内容に精通し、また機器設置
場所から比較的近距離に営業所等を有し、かつ当該
営業所には、有能な保守専門技術者が常駐する業者
でなければならない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

6947
三重リコピー販売株式会
社

平成１７年度リコー電子複写機賃
貸借及び保守

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年4月1日 9,372,439

本機器の借り上げは、平成１４年８月１日から２
台、平成１５年８月１日から８台、平成１７年２月
１日から７台を３年間の借り上げ及び保守体制の整
備されていることを条件として一般競争入札により
三重リコピー販売株式会社及び三重リコー株式会社
と契約したものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

6948 三重銀総合リース（株）
平成１７年度　大型電子複写機賃
貸借

松本　良一
中部地方整備局紀勢国道事務
所
松阪市鎌田町144-6

平成17年4月1日 2,628,360

当該機器は、平成１５年度より三重銀総合リース
（株）から賃貸借しているものであり、機器の保守
点検等管理に関しても適切な対応がなされ、業務に
支障を生ずる事態も発生していないので、三重銀総
合リース（株）と引き続き賃貸借契約するものであ
る。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの
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6949 三重銀総合リース（株） 平成１７年度　電子複写機賃貸借

森岡　泰裕
中部地方整備局豊橋河川事務
所
豊橋市中野町字平西1-6

平成17年4月1日 3,244,500

一般競争における賃貸借期間において「当該年度終
了後、平成１９年３月３１日まで更新することがあ
り得る」旨を約した案件にあたり、現機種で継続し
て契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6950 三重銀総合リース（株） 大型電子複写機賃貸借

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年4月1日 2,614,500

本機器の借り上げにあたっては、５年間を前提とし
た借り上げ機器を継続使用するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6951 三重銀総合リース（株） 平成１７年度　電子複写機賃貸借

西井　幸春
中部地方整備局愛知国道事務
所
名古屋市千種区池下町2-62

平成17年4月1日 2,611,980

１）業務の対象とする賃貸借機器については、平成
１５年度より月間賃貸借料率の予定期間を５年とし
て算出し賃貸借しているものであり、今年度は３年
目の期間更新となる。２）現在の業務量・使用頻度
から及び賃貸借機器のトラブルから判断しても業務
に支障ない。したがって、現行機種を引き続き賃貸
借契約できる者は三重銀総合リース（株）の他な
い。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6952 三重銀総合リース（株）
平成１７年度大型電子複写機賃貸
借

村松　千明
中部地方整備局北勢国道事務
所
四日市市南富田町4-6

平成17年4月1日 5,244,120

本業務は、平成１４年度から導入している富士ゼ
ロックス（株）製の大型電子複写機の賃貸借を引き
続き行うものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6953 三重銀総合リース（株）
平成１７年度大型電子複写機賃貸
借

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年4月1日 2,633,400

本機器の借り上げは、平成１３年１０月１日から５
年間を借り上げ条件として一般競争入札により三重
銀総合リース株式会社と契約したものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6954 三重銀総合リース（株） 平成１７年度　大型複写機賃貸借

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年4月1日 2,593,080

当初賃貸借契約から６０ヶ月を経過していないた
め、同社と随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6955 三谷商事（株） ソフトウェア　購入

金木　誠
中部地方整備局中部技術事務
所
名古屋市東区大幸南1-1-15

平成18年2月16日 4,252,500

橋梁の塗膜劣化程度を診断する塗膜診断システム
は、画像処理ソフト・WinROOFを前提として開発し
ており、この画像処理ソフト・WinROOFは三谷商事
（株）が著作権を保有している。したがって、画像
処理ソフトを購入するにあたり、三谷商事（株）の
他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6956
三菱ＵＦＪリサーチ＆コ
ンサルティング（株）

平成１７年度　道路の信頼性向上
手法検討業務

山口　一美
中部地方整備局東海幹線道路
調査事務所
豊橋市駅前大通2-33-1 開発ビ
ル6階

平成18年2月23日 5,134,500

本業務は、中部地方の道路交通面の特徴を把握した
上で、地域の課題や道路利用者のニーズ等を考慮し
た道路の信頼性向上に資する評価指標について多角
的な検討を複数年かけて行う予定のうち、全体計画
の企画立案、道路の信頼性向上に資する評価項目の
抽出、道路の信頼性向上に資する評価指標（案）の
提案、次年度以降業務の検討項目提案等について行
うものである。
本業務は、内容が技術的に高度なため、「建設コン
サルタント選定委員会」が、当該業務についてプロ
ポーザルに基づき技術的に 適として三菱ＵＦＪリ
サーチ＆コンサルティング（株）を選定した。
以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さ
ないと認められるため、会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３号により随意契約す
るものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6957 三菱重工工事（株）
平成１７年度　新豊根ダム放流設
備修繕工事

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年12月7日 9,240,000

本件は、放流設備である高圧コースターゲートの制
御設備が、老朽化したため、ゲート操作盤の更新等
を実施するものであり、洪水調節用のコンジット
（主放流）ゲートが故障した場合の予備用ゲートと
して非常に重要な一連の設備であるため、コース
ターゲートの試運転調整だけではなく、コンジット
ゲートの操作も含めた総合的な試験調整が必要とな
る。このため、放流設備の詳細な構造・制御方式を
熟知している事が必要となり、製作・据付等を勘案
すると、既設設備を製作・納入した施工業者である
三菱重工工事（株）の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6958
三菱電機ビルテクノサー
ビス（株）

平成１７年度　１号静岡駅前地下
通路昇降設備保守業務

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年4月1日 2,383,920

本件は、エレベーター設備について保守を行うもの
であり、本設備の機能上、人命尊重の立場から特に
安全性、正確性が要求され、当該保守業務にあたっ
ては、構造、性質などを熟知した技術者が必要であ
り、また、突発的な故障に対しては迅速な対応が要
求される。よって、本設備の製造及び設置した三菱
電機（株）のエレベーターの保守部門を専属に行っ
ている三菱電機ビルテクノサービス（株）の他にな
い。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

6959
三菱電機ビルテクノサー
ビス（株）

平成１７年度　長島ダム堤体昇降
設備保守業務

石橋　年孝
中部地方整備局長島ダム管理
所
静岡県榛原郡本川根町犬間
541-3

平成17年4月1日 2,274,300

本件は、エレベーター設備について保守を行うもの
であり、本設備の機能上、人命尊重の立場から特に
安全性、正確性が要求され、当該保守業務にあたっ
ては、構造、性質などを熟知した技術者が必要であ
り、また、突発的な故障に対しては迅速な対応が要
求される。よって、本設備の製造及び設置した三菱
電機（株）のエレベーターの保守部門を専属に行っ
ている三菱電機ビルテクノサービス（株）の他にな
い。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

6960
三菱電機ビルテクノサー
ビス（株）

平成１７年度　エレベータ設備保
守点検

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年4月1日 1,035,300

本件は、エレベーター設備について保守点検を行う
ものであり、本設備の機能上、人命尊重の立場から
特に安全性、正確性が要求され、当該保守業務にあ
たっては、構造、性質などを熟知した技術者が必要
であり、また、突発的な故障に対しては迅速な対応
が要求される。よって、本設備の製造及び設置した
三菱電機（株）のエレベーターの保守部門を専属に
行っている三菱電機ビルテクノサービス（株）の他
にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 競争入札に移行したもの

6961
三洋コマーシャルサービ
ス（株）

平成１７年度吸収式冷温水機保守

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年5月26日 1,785,000

本業務は、吸収式冷温水機が常に安全で良好な運転
状況を保つための保守点検を実施するものであり、
本冷温水機は三洋電機（株）製ＴＳＡ－ＢＵＷ－２
８０ＣＧ２型で、製作メーカー独自の設計に基づき
製作されたものである。保守点検のあたっては、制
御方法と吸収溶液の管理基準について本機独自のノ
ウハウが必要とされる。また、本機種には、動作状
態を記録する装置が設置されており、異常時におけ
る対応も２４時間３６５日迅速にでき、なおかつ万
全に保守点検ができるのは現在の製作メーカーであ
る三洋電機空調（株）のサービス管理部門である三
洋コマーシャルサービス（株）だけである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
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6962
山下不動産鑑定（株）岐
阜支店

不動産鑑定料

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年6月16日 4,954,950

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識
と不動産の鑑定評価に関する法律に基づく不動産鑑
定士の資格が必要である。今回、依頼した不動産鑑
定士は、公共用地取得における多くの業務受託実績
を有しており、また、当該地域における適正な取引
事例も豊富に収集し、かつ、地価動向等の情報収集
能力にも優れているため、当該地域の不動産鑑定に
おける高い信頼性を有する者と認められるものであ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能
力を有する者としては同人が 適である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6963
山口・崎経常建設（共
企）

平成１７年度　紀宝バイパス飯盛
地区水路整備工事

松本　良一
中部地方整備局紀勢国道事務
所
松阪市鎌田町144-6

平成18年3月30日 84,000,000

会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令９
９条の２に基づく、不落札随契を行うものである。
(会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令
第９９条の２）

その他 競争入札に移行したもの

6964 山都印刷株式会社
平成１７年度　高山国道広報誌作
成業務

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成18年1月27日 5,826,450

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「簡便型プロポーザ
ル方式」により、「選定委員会」において、 適業
者として、山都印刷株式会社を特定した。よって、
随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6965 山本建設（株）
平成１７年度　１号笹原新田応急
復旧工事

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年10月19日 12,600,000

本工事の実施にあたっては、被災箇所の地形・地質
等の地理的要件を熟知し、迅速な対応が可能であ
り、且つ優れた能力と実績を有する業者であること
が必要不可欠である。このような災害時の対応とし
て、静岡国道事務所では適切に対応出来る工事業者
と「災害時における情報の収集提供及び応急対策業
務に関する協定」を締結しており、１号富士東部区
間の協定業者であり、現在平成１７年度単価契約富
士管内東部維持作業を受注し、当該箇所の日常的な
維持作業を行っている山本建設（株）が適者である
として、発注の協議を行い既に承諾を得ているもの
であり、現在も施工中である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6966 山本建設（株） 平成１７年度　１号除雪作業

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年11月24日 14,175,000

本作業区間の箱根峠から三島市川原ヶ谷間は標高差
が８００ｍ以上あり、縦断勾配も急でカーブが連続
している。また、９，４６７台／日（H11）の交通
量があり、その多くは雪に対する装備が十分でない
ため、迅速な除雪作業を実施する必要がある。当該
区間の除雪作業において実績と豊富な経験を有し、
除雪区間の現場状況等を十分熟知し必要な体制の確
保が可能で本作業を履行できるのは、山本建設
（株）をおいて、他に競合できる者はいない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

6967
四日市市上下水道事業管
理者

水道料

村松　千明
中部地方整備局北勢国道事務
所
四日市市南富田町4-6

平成17年4月1日 1,516,860

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

6968
四日市市上下水道事業管
理者

水道料

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年4月1日 1,751,047

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約
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6969 七宗町長 水道料

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年4月1日 1,465,600

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

6970
芝口不動産鑑定所　不動
産鑑定士　芝口　健治

不動産鑑定料

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年5月23日 1,062,600

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識
と不動産の鑑定評価に関する法律に基づく不動産鑑
定士の資格が必要である。今回、依頼した不動産鑑
定士は、公共用地取得における多くの業務受託実績
を有しており、また、当該地域における適正な取引
事例も豊富に収集し、かつ、地価動向等の情報収集
能力にも優れているため、当該地域の不動産鑑定に
おける高い信頼性を有する者と認められるものであ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能
力を有する者としては同人が 適である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6971
芝口不動産鑑定所　不動
産鑑定士　芝口　健治

不動産鑑定料

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年11月22日 1,035,300

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識
と不動産の鑑定評価に関する法律に基づく不動産鑑
定士の資格が必要である。今回、依頼した不動産鑑
定士は、公共用地取得における多くの業務受託実績
を有しており、また、当該地域における適正な取引
事例も豊富に収集し、かつ、地価動向等の情報収集
能力にも優れているため、当該地域の不動産鑑定に
おける高い信頼性を有する者と認められるものであ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能
力を有する者としては同人が 適である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6972
住鉱コンサルタント
（株）

平成１７年度　与田切川土砂動態
解析業務委託

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成17年6月30日 14,017,500

本業務は、内容が技術的に高度なものまたは、専門
的な技術が要求されるものであるため、「プロポー
ザル方式」により、「建設コンサルタント選定委員
会」において、 適な建設コンサルタントとして住
鉱コンサルタント株式会社を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6973
住鉱コンサルタント
（株）

平成１７年度　富士山大沢川源頭
域調査工事詳細設計業務

冨田　陽子
中部地方整備局富士砂防事務
所
富士宮市三園平1100

平成17年11月24日 20,475,000

本業務は、富士砂防事務所管内の大沢川源頭域につ
いて、平成１６年度に実施した富士砂防大沢川源頭
域調査工事計画検討業務の成果にもとづいた渓床対
策の詳細設計を行うものである。本業務は、内容が
技術的に高度でかつ専門的な技術が要求される業務
であるため、「プロポーザル方式」により、「建設
コンサルタント選定委員会」において、 適な建設
コンサルタントとして、住鉱コンサルタント（株）
を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6974
住鉱コンサルタント
（株）

平成１７年度　ドン谷砂防施設基
本構想検討及び詳細設計業務委託

神野　忠広
中部地方整備局越美山系砂防
事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺
137

平成17年12月9日 8,872,500

本業務は、地域特性・地元ニーズ等を勘案したコ
ミュニティー支援を検討し、 適案について渓流保
全工及び付替道路の予備実施するものである。本業
務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な技術
が要求されるもののため、「簡便型プロポーザル方
式」により「建設コンサルタント選定委員会」にお
いて、 適な建設コンサルタントとして、住鉱コン
サルタント(株)を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6975
春日井大留上　土地区画
整理組合　理事長　稲垣
主司

管理者負担金

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年6月30日 110,000,000

春日井都市計画事業春日井大留上土地区画整理事業
の費用負担に関する覚書による負担金
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6976
駿河不動産鑑定事務所
不動産鑑定士　鳥羽山
眞一

不動産鑑定料

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年11月28日 1,182,300

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識
と不動産の鑑定評価に関する法律に基づく不動産鑑
定士の資格が必要である。今回、依頼した不動産鑑
定士は、公共用地取得における多くの業務受託実績
を有しており、また、当該地域における適正な取引
事例も豊富に収集し、かつ、地価動向等の情報収集
能力にも優れているため、当該地域の不動産鑑定に
おける高い信頼性を有する者と認められるものであ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能
力を有する者としては同人が 適である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6977 小栗　晴美 建物借上料

平光　文男
中部地方整備局新丸山ダム工
事事務所
岐阜県加茂郡八百津町八百津
3351

平成17年4月1日 1,543,200

継続して借用することが経済的である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号） その他

随意契約によらざるを得
ないもの

6978 昭和設計（株）
平成１７年度　静岡国道事業計画
検討補助業務委託

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年5月2日 34,702,500

本業務では、「簡便型プロポーザル方式」により
「業者選定委員会」において、適切な業者として、
昭和設計（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6979 昭和土木（株） ２３号富島地区遮音壁修繕

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成18年1月31日 2,064,300

本修繕作業は、道路利用者の安全・円滑な交通を確
保するため迅速な対応を必要とするものである。昭
和土木（株）は、平成１７年度単価契約第三維持補
修作業を契約しており、日々の維持補修作業により
出張所管内を熟知しており、材料の調達、資材の搬
入、作業等が速やかに行えるものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6980 昭和土木（株） ２３号港陽インター遮音壁補修

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成18年3月22日 2,192,060

本修繕作業は、道路利用者の安全・円滑な交通を確
保するため迅速な対応を必要とするものである。昭
和土木（株）は、平成１７年度単価契約第三維持補
修作業を契約しており、日々の維持補修作業により
出張所管内を熟知しており、材料の調達、資材の搬
入、作業等が速やかに行えるものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

6981 松岡建設（株） 高塚宿舎ガス配管修繕

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成18年2月3日 1,942,500

高塚宿舎で都市ガスの漏れが発見され、応急処理し
たが、ガス配管の経年による腐食が進行しており、
直ちに本復旧するよう桑名市より指摘された。松岡
建設（株）は日頃より木曽川下流河川事務所の宿舎
の修繕に関し精通しており、迅速に対応してきた実
績がある。したがって、緊急に本件を実施するため
には松岡建設（株）が も適した契約相手方と判断
される。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6982 松下電器産業（株）
平成１７年度越美山系砂防土石流
監視システム改造工事

神野　忠広
中部地方整備局越美山系砂防
事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺
137

平成17年7月11日 21,315,000

本業務における土石流監視システムの改造は、製造
メーカ独自のコンピューターの電圧条件、回路定
数、信号及び制御に関する電気的条件により製造さ
れたハード、ソフト一体の設備を改造するもので、
既設土石流監視システムと密接不可分の関係にある
ことから、既設設備の納入業者である松下電器産業
（株）と随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施
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6983 松下電器産業（株）
平成１７年度　４２号矢ノ川トン
ネル換気設備計測装置修繕工事

松本　良一
中部地方整備局紀勢国道事務
所
松阪市鎌田町144-6

平成17年12月8日 2,940,000

本工事は、トンネル換気設備の計測装置であるＶＩ
計が車両による損傷を受けたため早期に復旧を図る
ものであり、ＶＩ計は、換気設備ファンの運転停止
及び台数制御等を行うためトンネル内煤煙濃度を光
の透過率で測定する装置として投光部と受光部で一
つの計測装置であるため、同じ製造業者の同じ製品
でなければ受光部と装置の整合性がとることが出来
ないことから既設ＶＩ計の製造業者でありその製品
を熟知し修繕技術を有するのは松下電器産業（株）
しかない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 競争入札に移行したもの

6984 松下電器産業（株）
平成１７年度　Ｒ２５８号交通量
常時観測装置改造工事

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年12月15日 3,885,000

本工事は、４車線化に伴い岐阜国道事務所管内一般
国道２５８号養老町船附に設置してある交通量常時
観測装置により２車線の交通量を観測している観測
装置及び観測データ処理装置の改造を行うもので、
ハードの追加、及びソフト変更等を行うものであ
る。ソフト改造等は、既に運用しているシステムに
おいて、ソフト変更を行うものであり、著作権（財
産権及び著作者人格権）が発生し、財産権は国が所
有しているが、著作者人格権は、そのシステムを独
自で設計・製作した当該業者が所有しているもので
ある。また、これらのシステムは､メーカ独自の設
計により製作された製品であり、ハードとソフト一
体で構成されている。したがって、他の業者では改
造することができないことから、既設のシステムを
製作納入した業者である松下電器産業（株）と随意
契約を行うものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6985 松本土建（株）
平成１７年度　木曽維持管内舗装
修繕工事

若尾　豊信
中部地方整備局飯田国道事務
所
飯田市東栄町3350

平成18年3月28日 81,375,000

会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令９
９条の２に基づく、不落札随契を行うものである。
(会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令
第９９条の２）

その他 競争入札に移行したもの

6986 松本日産自動車（株）
平成１７年度　連絡車２台交換購
入

若尾　豊信
中部地方整備局飯田国道事務
所
飯田市東栄町3350

平成17年4月13日 4,900,000

会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令９
９条の２に基づく、不落札随契を行うものである。
(会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令
第９９条の２）

その他 競争入札に移行したもの

6987 新日本技研（株）
平成１７年度　１号静清ＢＰ安倍
川大橋詳細設計業務委託

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年9月2日 57,225,000

本業務は、内容が技術的に高度なもののため、「プ
ロポーザル方式」により、「建設コンサルタント選
定委員会」において、 適な建設コンサルタントと
して、新日本技研（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6988 新日本技研（株）
平成１７年度　東海環状中曽根北
高架橋詳細設計業務委託

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年9月28日 52,500,000

本業務は、専門的な技術を要求される内容であるた
め、「プロポーザル方式」により、「建設コンサル
タント選定委員会」においてが 適な建設コンサル
タントとして、新日本技研(株）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6989 新日本法規出版（株） 定期刊行物

西井　幸春
中部地方整備局愛知国道事務
所
名古屋市千種区池下町2-62

1,824,962

再販売価格が維持されている出版元
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6990 新日本法規出版（株） 定期刊行物

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

3,797,214

再販売価格が維持されている出版元
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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6991 深井建設（株）
平成１７年度　２５８号浅草横断
歩道橋改修工事

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成18年2月17日 8,400,000

本横断歩道橋は大垣市立江東小学校の通学路指定が
なされており、別途工事の完成までに横断歩道橋改
修工事を完成させ、学童の交通安全を確保する必要
があり、緊急に施工しなければならない工事であっ
て競争に付する時間的余裕がない。深井建設（株）
は、本工事の同種工事の施工実績があり、かつ技術
者の確保ができることから、契約の相手方として問
題がないと認められる。以上により、緊急の必要性
により競争に付することができないと認められるた
め随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6992 神鋼電機（株）
平成１７年度　紀勢国道事務所庁
舎受変電設備改造工事

松本　良一
中部地方整備局紀勢国道事務
所
松阪市鎌田町144-6

平成17年8月10日 30,450,000

本改造内容は、新庁舎負荷設備に対応するため変圧
器の取り替え、各種計器の取り替え、配線用遮断器
の増設及び総合動作試験等を行うものである。既設
受変電設備は、機器構成及び電気的条件が会社独自
により設計・製作されているため、既設設備を製作
した会社でないと改造することが出来ない。よっ
て、既設受変電設備を製作・納入した業者である神
鋼電機（株）と随意契約を行うものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

6993 水谷印刷（株）
平成１７年度三重河川国道事務所
広報誌作成

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年4月1日 11,602,500

本業務は、標準的な業務の実施手法が定められてい
ない業務であることから、平成１６年度に３箇年を
前提とした簡便型プロポーザル方式に基づき選定委
員会において、技術的に 適として水谷印刷株式会
社を選定した。以上の理由から、契約の性質及び目
的が競争を許さないと認められるため、随意契約し
ようとするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6994 水谷印刷（株）
平成１７年度　中部技術事務所広
報誌印刷製本

金木　誠
中部地方整備局中部技術事務
所
名古屋市東区大幸南1-1-15

平成17年5月12日 3,304,350

本業務は、広報誌「ちゅうぎネット」の発行、印刷
製本及び発送を引き続き実施するものであり、昨年
度、豊富な経験及び知識を必要としたため、技術提
案書等による「プロポーザル方式」を実施し、審査
の結果水谷印刷㈱を 適として選定して実施したと
ころである。したがって、本業務の性質から、紙面
の企画及び構成等を一定期間継続させて実施する必
要性が高いことから、本業務の相手方としては、昨
年度、業務を受託した水谷印刷㈱の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 競争入札に移行したもの

6995 水谷印刷（株）
平成１７年度　愛知国道広報誌作
成業務

西井　幸春
中部地方整備局愛知国道事務
所
名古屋市千種区池下町2-62

平成17年6月10日 22,467,144

本業務は、平成１７年度末までを履行期間として、
平成１５年度にプロポーザルにて技術提案を受け、
「建設コンサルタント選定委員会」において、当該
業務についてプロポーザルに基づき 適な業者とし
て水谷印刷（株）を特定した。以上の理由から、契
約の性質又は目的が競争を許さないと認められるた
め、随意契約しようとするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6996 水谷印刷（株）
平成１７年度　矢作ダム広報誌作
成業務

小出　武文
中部地方整備局矢作ダム管理
所
愛知県豊田市閑羅瀬町東畑67

平成17年6月21日 4,177,215

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、平成１５年度から平
成１７年度にかけての７号分を「プロポーザル方
式」により、「矢作ダム管理所入札・契約手続運営
委員会」において、 適な業者として水谷印刷
（株）を特定したもので、本年度５号から７号を発
刊する。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの
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6997 水谷印刷（株）
平成１７年度　新丸山ダム広報業
務

平光　文男
中部地方整備局新丸山ダム工
事事務所
岐阜県加茂郡八百津町八百津
3351

平成17年8月2日 6,982,500

本業務は、平成１６年度から３カ年の全体構想を企
画立案する「プロポーザル方式」の技術提案に基づ
き実施するものである。昨年度提案された地域との
双方向コミュニケーションをコンセプトとした全体
構想に基づき、広報誌作成、地域共催イベントの企
画出展を実施することがより効果的な広報として必
要不可欠である。したがって、本業務の目的及び業
務内容に関し適切に遂行できるのは、平成１６年度
「プロポーザル方式」による全体構想を提案した水
谷印刷（株）をおいて他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

6998 水谷印刷（株）
平成１７年度　多治見管内事業広
報誌作成業務

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成17年10月7日 8,242,500

本業務は、多治見砂防国道事務所が実施する道路事
業及び砂防事業に関する広報誌の企画及び製作を行
うものである。本業務は、内容が技術的に高度なも
の又は専門的な技術が要求されるものであるため、
「プロポーザル方式」により、「建設コンサルタン
ト選定委員会」において、 適な業者として、(株)
水谷印刷を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

6999 水谷印刷（株） 平成１７年度事業広報誌作成業務

村松　千明
中部地方整備局北勢国道事務
所
四日市市南富田町4-6

平成17年11月15日 8,557,500

本業務は、親しみやすく、かつ北勢国道事務所の事
業により深い関心を持って頂けるような紙面構成・
企画とするため、選定委員会が、 も優位な提案を
した 適な契約の相手方として水谷印刷株式会社を
特定した。以上の理由から、契約の性質及び目的が
競争を許さないと認められるため、随意契約しよう
とするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

7000 水谷印刷（株）
平成１７年度　名四国道パンフ
レット作成業務

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成18年1月6日 5,145,000

本業務は、道路事業全般にわたる事業の紹介や事業
の意義・役割の理解と協働を得るために、平成１７
年度版から平成１９年度版までを一環した企画・構
成を行うことから、専門的な知識や高度な技術が要
求されるもののため「プロポーザル方式」により、
「建設コンサルタント選定委員会」において、 適
な業者として、水谷印刷（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

7001 水谷印刷（株）
平成１７年度　東海環状事業広報
誌作成業務

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成18年2月3日 8,570,730

本業務は、専門的な技術を要求される内容であるた
め、「プロポーザル方式」により、「建設コンサル
タント選定委員会」において、 適な建設コンサル
タントとして、水谷印刷（株）を選定した。よっ
て、随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7002 杉木　正和 新城市第六宿舎借上料

山内　博
中部地方整備局設楽ダム工事
事務所
新城市杉山字大東57

平成17年4月1日 831,600

継続して借用することが経済的である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7003 星和電機（株） 平成１７年度河川情報板改造工事

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成18年2月16日 15,750,000

本工事は、当事務所の河川情報板及び制御装置の
ハードウェア及びソフトウェアに精通している必要
があり、現在のシステムを独自の技術により設計製
作しハードウェア及びソフトウェアを熟知している
星和電機㈱を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施
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7004 星和電機（株） 道路情報表示板修繕

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成18年2月28日 3,045,000

本修繕は、現在運用中の道路情報板であり早急な改
善が必要であると共に、且つ修繕方法が装置の末端
構成部品内の電気回路部再接続であり装置内部の構
成を熟知している必要がある。これらが円滑且つ確
実に行えるのは、当設備を設計・製作した当該業者
しかいない。以上の理由から、契約の性質又は目的
が競争を許さないと認められる。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7005 西日本電信電話（株） 電話料

伊藤　文也
中部地方整備局静岡営繕事務
所
静岡市葵区春日2-4-25

平成17年4月1日 3,253,412

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7006 西日本電信電話（株） 電話線専用料

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年4月1日 24,635,735

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7007 西日本電信電話（株） 電話料

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年4月1日 9,821,611

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7008 西日本電信電話（株） 電話料

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成17年4月1日 3,015,817

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7009 西日本電信電話（株） 電話料

金木　誠
中部地方整備局中部技術事務
所
名古屋市東区大幸南1-1-15

平成17年4月1日 1,275,519

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7010 西日本電信電話（株） 電話線専用料

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成17年4月1日 1,353,751

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7011 西日本電信電話（株） 電話料

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成17年4月1日 3,453,026

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7012 西日本電信電話（株） 電話料

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成17年4月1日 7,233,784

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7013 西日本電信電話（株） 電話線専用料

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年4月1日 10,427,175

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7014 西日本電信電話（株） 電話料

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年4月1日 6,808,554

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7015 西日本電信電話（株） 電話料

山内　博
中部地方整備局設楽ダム工事
事務所
新城市杉山字大東57

平成17年4月1日 1,024,746

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7016 西日本電信電話（株） 電話料

森岡　泰裕
中部地方整備局豊橋河川事務
所
豊橋市中野町字平西1-6

平成17年4月1日 2,374,765

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7017 西日本電信電話（株） 電話線専用料

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年4月1日 1,296,464

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約
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契約の相手方の商
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7018 西日本電信電話（株） 電話料

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年4月1日 25,731,381

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7019 西日本電信電話（株） 電話線専用料

神野　忠広
中部地方整備局越美山系砂防
事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺
137

平成17年4月1日 1,278,250

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号） その他

随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7020 西日本電信電話（株） 電話料

西井　幸春
中部地方整備局愛知国道事務
所
名古屋市千種区池下町2-62

平成17年4月1日 12,025,822

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7021 西日本電信電話（株） 電話料

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成17年4月1日 7,981,401

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7022 西日本電信電話（株） 電話料

石橋　年孝
中部地方整備局長島ダム管理
所
静岡県榛原郡本川根町犬間
541-3

平成17年4月1日 1,197,097

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号） その他

随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7023 西日本電信電話（株） 電話料

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年4月1日 2,745,510

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7024 西日本電信電話（株） 電話料

村松　千明
中部地方整備局北勢国道事務
所
四日市市南富田町4-6

平成17年4月1日 3,295,665

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7025 西日本電信電話（株） 電話料

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月1日 13,029,052

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7026 西日本電信電話（株） 電話線専用料

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年4月1日 1,441,758

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7027 西日本電信電話（株） 電話料

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年4月1日 4,898,925

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7028 西日本電信電話（株） 電話料

冨田　陽子
中部地方整備局富士砂防事務
所
富士宮市三園平1100

平成17年4月1日 1,208,299

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7029 西日本電信電話（株） 電話線専用料

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年4月1日 19,611,524

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7030 西日本電信電話（株） 電話料

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年4月1日 14,128,097

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約
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7031 西日本電信電話（株）
平成１７年度　柿田川情報システ
ム総合保守点検業務

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年4月1日 6,835,500

本システムは、平成１２年度に西日本電信電話
（株）が受注し納入した「柿田川水中動画像配信シ
ステム」を中枢とするもので、類い希な柿田川の自
然環境の素晴らしさ及び湧水の現況をIT（情報技
術）を用い、国内はもとより広く世界中に公開する
ことを目的とし、ハード部としては自然河川の水中
からのライブ映像を一般のパソコンから遠隔操作で
きる点が世界初の取組みとして当時より注目されて
おり、またシステムのソフト部である配信コンテン
ツとしても、日本国政府が新世紀を迎える記念とし
て平成１３年１月１日～平成１３年１２月３１日に
かけて、新世紀記念行事担当室（担当大臣：竹中平
蔵）が窓口となり、主催したミレニアム行事（イン
ターネット博覧会：通称インパク）において四半期
賞（大臣賞ならびに国際賞）及び年間賞のうちの国
際賞を受賞するなど高く評価され、累計のインター
ネットアクセス数は５，０００，０００件を超え現
在も伸び続けている。このようなハード部からソフ
ト部にかけての総合的なシステムを適切かつ総合的
に常時保守及び点検を実施する本業務には、システ
ムのプロダクト等を詳細に把握している必要があ
り、開発当時より本システムに関わりシステムプロ
ダクトに深く精通している西日本電信電話（株）の
みが実施可能である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

7032 西日本電信電話（株） 電話料

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年4月1日 3,028,741

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7033
西日本電信電話（株）静
岡支店

地下管路共同収容使用料

冨田　陽子
中部地方整備局富士砂防事務
所
富士宮市三園平1100

平成17年4月1日 1,603,980

供給することが可能な業者が一である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7034
西日本電信電話（株）静
岡支店

電話線専用料

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年4月1日 4,102,972

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7035
西日本電信電話（株）静
岡支店

電話料

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年4月1日 1,759,237

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7036
西日本電信電話（株）大
阪支店　ＢＡ出納責任者
早野　潤

電話料

松岡　博
中部地方整備局横山ダム工事
事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山
1330

平成17年4月1日 1,058,315

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号） その他

随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7037
西日本電信電話（株）大
阪支店　ＢＡ出納責任者
早野　潤

電話料

松本　良一
中部地方整備局紀勢国道事務
所
松阪市鎌田町144-6

平成17年4月1日 2,957,238

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7038
西日本電信電話（株）大
阪支店　ＢＡ出納責任者
早野　潤

電話料

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年4月1日 3,460,398

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7039
西日本電信電話（株）大
阪支店　ＢＡ出納責任者
早野　潤

電話料

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年4月1日 7,116,321

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

7040
西日本電信電話（株）名
古屋支店

平成１７年度　地下管路等共同収
容使用料

金木　誠
中部地方整備局中部技術事務
所
名古屋市東区大幸南1-1-15

平成17年4月1日 1,932,840

供給することが可能な業者が一である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7041
西日本電信電話（株）名
古屋支店

地下管路等の共同収容

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年4月1日 1,209,600

協定による負担金
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7042
西日本電信電話（株）名
古屋支店　営業企画部出
納責任者

電話料

山口　一美
中部地方整備局東海幹線道路
調査事務所
豊橋市駅前大通2-33-1 開発ビ
ル6階

平成17年4月1日 1,107,506

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号） その他

随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7043
西日本電信電話（株）名
古屋支店　営業企画部出
納責任者

電話線専用料

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年4月1日 7,206,068

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7044
西日本電信電話（株）名
古屋支店　営業企画部出
納責任者

電話線専用料

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年4月1日 3,944,270

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7045 静岡ガス（株）静岡支店 ガス料

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年4月1日 3,404,137

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7046
静岡コンサルタント
（株）

平成１７年度　静国管内交通安全
事業整備効果検討業務委託

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年5月23日 18,270,000

本業務を実施するにあたっては、内容が技術的に高
度なものまたは専門的な技術が要求されるため、過
年度にプロポーザル方式で 適コンサルとして静岡
コンサルタント（株）を特定し、平成１６年度は、
現況調査、既存資料等のの整理を行い、これに継続
して平成１７年度は、整備効果の調査・分析・評
価、問題点の整理と改善策の検討、２４６号事故対
策の事故要因の分析・対策立案整備効果の検証およ
び対策工法の詳細設計を実施することから、本業務
の履行可能な者は過年度に履行した静岡コンサルタ
ント（株）の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

7047 静岡リコー（株）
平成１７年度　電子複写機の賃貸
借及び保守　その２

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成17年4月1日 3,124,540

本機器賃貸借にあたっては、前年度から賃貸借及び
保守契約を締結しており同機器を引き続き使用する
ものである。（平成１５年４月１日から平成１８年
３月３１日）
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

7048 静岡リコー（株）
平成１７年度　電子複写機の賃貸
借及び保守　その３

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成17年4月1日 3,198,889

２本機器賃貸借にあたっては、前年度から賃貸借及
び保守契約を締結しており同機器を引き続き使用す
るものである。（平成１５年８月１日から平成１８
年７月３１日）
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

7049 静岡リコー（株）
平成１７年度　電子複写機の賃貸
借及び保守　その４

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成17年4月1日 2,375,615

２本機器賃貸借にあたっては、前年度から賃貸借及
び保守契約を締結しており同機器を引き続き使用す
るものである。（平成１６年４月１日から平成１９
年３月３１日）
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

7050 静岡市公営企業管理者 水道料

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年4月1日 2,722,000

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
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契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
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契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

7051 石川島播磨重工業（株）
平成１７年度　蓮ダム主放流設備
修繕工事

山本　孝之
中部地方整備局蓮ダム管理所
三重県松阪市飯高町森1810-11

平成18年2月7日 24,360,000

本工事は、主放流ゲート水密ゴムに損傷及び漏水が
発見されたため、水密ゴムの交換を行うものであ
り、蓮ダム主放流ゲート用として専用に設計された
特殊なケーソン型水密ゴムを製造するための金型も
当初施工業者だけが保有している。この水密ゴム
は、水門メーカーごとに形状、材料特性、初期圧着
量、摩擦力等に関するノウハウを持ち設計製作・据
付調整に反映している。これが他社施工での水密ゴ
ム交換となると、水門操作時に漏水・噴射・水密ゴ
ム破損等が生じ、下流域への被害を及ぼしかねな
い。以上のことから石川島播磨重工業（株）の他に
ない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7052 川合　英男 新城市第三宿舎借上料

山内　博
中部地方整備局設楽ダム工事
事務所
新城市杉山字大東57

平成17年4月1日 1,548,000

継続して借用することが経済的である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7053 川崎重工業（株）
平成１７年度　蓮ダム副放流設備
修繕工事

山本　孝之
中部地方整備局蓮ダム管理所
三重県松阪市飯高町森1810-11

平成18年1月17日 9,786,000

副放流設備は、水門・開閉器・機側操作盤などの構
成要素が一体のシステムとなって、はじめて機能を
発揮するものである。このため、本ゲートはジェッ
トフローゲートという特殊ゲートを採用している。
今回の修繕工事の対象は、ゲートを動作させる油圧
ユニットと機側操作盤であり、これらの機器の据付
を行おうとする場合、分解の手順・方法、機器の特
性、制御プロトコル等の情報が必要である。しかし
これらの情報は、当初の施工業者のみが保有する著
作物に該当するものと考えられるため、本工事を施
工可能な業者は、当初施工した川崎重工業（株）の
他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7054 川崎地質（株）
平成１７年度　東海環状岐阜三輪
地区水文地質調査

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年4月1日 18,480,000

本調査は通年で測定を行い、継続して水文データを
蓄積する必要がある。水文データを蓄 積・解析す
るにあたっては過年度成果を含めて行う必要がある
ため、同条件での観測・分 析が求められる。 本調
査は平成１６年度にプロポーザル業務にて選定され
た川崎地質株式会社が随意契約 により継続して実
施しているものであり、本業務においても川崎地質
株式会社と随意契約 を行うものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

7055 川崎地質（株）
平成１７年度　２３号豊橋ＢＰ水
文調査

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年4月1日 7,980,000

本業務は、平成１６年度にプロポーザルにて２ヶ年
に及ぶ調査提案のあった、一般国道２３号豊橋バイ
パスにおける水文調査の継続調査業務である。本調
査は、豊橋バイパス西部区間周辺の水文及び環境の
熟知など、昨年度までに実施した調査、検討、経過
等の習熟が重要となる。また水文調査については連
続観測が必要であり、本業務を履行できる業者は過
年度業務を実施した川崎地質株式会社以外には無
い。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

7056 川崎地質（株）
平成１７年度雲出川・櫛田川堤防
詳細点検調査業務

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成18年1月27日 38,535,000

本業務は、標準的な業務の実施手法が定められてい
ない業務であること及び技術的に高度かつ専門的な
ものであることから、簡便型（通常型）プロポーザ
ル方式に基づき選定委員会において技術的に 適と
して川崎地質株式会社を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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7057
全国官報販売協同組合名
古屋事業部

定期刊行物

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

2,765,867

再販売価格が維持されている出版物
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7058 太啓建設（株） １５５号豊田バイパス標識修繕

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成18年3月22日 1,207,500

本修繕作業は、道路利用者の安全・円滑な交通を確
保するため迅速な対応を必要とするものである。太
啓建設（株）は、平成１７年度単価契約豊田出張所
維持補修作業を契約しており、日々の維持補修作業
により出張所管内を熟知しており、材料の調達、資
材の搬入、作業等が速やかに行えるものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7059
大日コンサルタント
（株）

平成１７年度　広域防災拠点型道
の駅検討業務委託

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成17年8月10日 8,400,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、大日コ
ンサルタント㈱を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7060
大日コンサルタント
（株）

平成１７年度１５６号美濃市「道
の駅」道路詳細設計業務委託

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年10月7日 9,292,500

本業務は、専門的な技術を要求される内容であるた
め、「プロポーザル方式」により、「建設コンサル
タント選定委員会」において、 適な建設コンサル
タントとして大日コンサルタント（株）を選定し
た。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7061
大日コンサルタント
（株）

平成１７年度　岐阜国道管内道路
整備効果検討業務委託

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成18年1月11日 43,575,000

本業務は、高度な技術を要求される内容であるた
め、「標準プロポーザル方式」により、「建設コン
サルタント選定委員会」において、 適な建設コン
サルタントとして大日コンサルタント㈱を選定し
た。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7062
大日コンサルタント
（株）

平成１７年度　横山ダム新横山橋
設計施工検討業務

松岡　博
中部地方整備局横山ダム工事
事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山
1330

平成18年2月3日 8,400,000

本業務は、内容が技術的に高度でかつ専門的な技術
が要求されるため、「プロポーザル方式」により
「建設コンサルタント選定委員会」において、 適
な建設コンサルタントとして、大日コンサルタント
（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7063
大日コンサルタント
（株）

平成１７年度　広域防災拠点型道
の駅詳細設計業務委託

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成18年2月10日 4,935,000

本業務に先立ち実施された「平成１７年度 広域防
災拠点型道の駅検討業務委託」は、内容が技術的に
高度なもの又は専門的な技術が要求されるもののた
め、「プロポーザル方式」により、「建設コンサル
タント選定委員会」において、 適な建設コンサル
タントとして、大日コンサルタント㈱を特定した。
本業務は「平成１７年度 広域防災拠点型道の駅検
討業務委託」の一部分である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

7064
大日コンサルタント
（株）

平成１７年度　広域防災拠点型道
の駅建築設計業務委託

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成18年2月10日 6,405,000

本業務に先立ち実施された「平成１７年度 広域防
災拠点型道の駅検討業務委託」は、内容が技術的に
高度なもの又は専門的な技術が要求されるもののた
め、「プロポーザル方式」により、「建設コンサル
タント選定委員会」において、 適な建設コンサル
タントとして、大日コンサルタント㈱を特定した。
本業務は「平成１７年度 広域防災拠点型道の駅検
討業務委託」の一部分である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）
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点検の結果 講ずる措置 備考

7065
大日本コンサルタント
（株）

平成１７年度　飯喬道路環境調査

若尾　豊信
中部地方整備局飯田国道事務
所
飯田市東栄町3350

平成17年4月1日 84,630,000

①飯喬道路１，２工区では過年度調査により確認さ
れた猛禽類の営巣箇所について、現在工事実施に伴
う影響を当該業者がモニタリングしている状況であ
る。本業務は猛禽類の特定個体の判別等が非常に重
要であるため現地調査員の熟知が重要となり、請負
業者を変更した場合営巣箇所の確認などが困難とな
ること及び調査内容の信頼性低下が懸念されるとと
もに営巣箇所等重要な種に対する機密の保持が不可
欠である。②飯喬道路３工区においては、環境影響
評価の手続きに向けた基礎資料を得るために環境調
査を行うものである。平成１５年度にプロポーザル
方式により 適なコンサルタントとして大日本コン
調査の結果、クマタカサルタント株式会社を特定し
た。過年度のやオオタカなど複数の猛禽類の生息が
確認された。今後、猛禽類の行動圏の把握や次期繁
殖の可能性など追跡調査する必要があるため、今年
度も引き続き基礎的調査を実施するものである。以
上の理由から、契約の性質又は目的が競争を許さな
いと認められるため、随意契約しようとするもので
ある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

7066
大日本コンサルタント
（株）

平成１７年度　青崩峠道路環境調
査

若尾　豊信
中部地方整備局飯田国道事務
所
飯田市東栄町3350

平成17年4月1日 42,840,000

「平成１６年度青崩峠道路自然環境調査」発注にあ
たり「標準プロポーザル方式」により 適な建設コ
ンサルタントとして大日本コンサルタント株式会社
を特定した。青崩峠道路では過年度調査により確認
された猛禽類などの営巣箇所や他の動物、貴重な植
物等の調査について、環境影響評価に向けた現地調
査等を当該業者が実施中である。また、昨年度より
環境影響評価の手続きを開始したところである。本
年度も引き続き環境影響評価に必要な現地調査及び
関係機関との調整、資料作成等の各種手続きを継続
して実施するものである。以上の理由から、契約の
性質又は目的が競争を許さないと認められるため、
随意契約しようとするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

7067
大日本コンサルタント
（株）

平成１７年度　東海環状自然環境
創生実施検討業務委託

西井　幸春
中部地方整備局愛知国道事務
所
名古屋市千種区池下町2-62

平成17年4月1日 19,110,000

本業務は、内容が技術的に高度なため、プロポーザ
ルにて技術提案を受け、「建設コンサルタント選定
委員会」において、当該調査についてプロポーザル
に基づき技術的に 適として、「大日本コンサルタ
ント株式会社」を選定した。以上の理由から、契約
の性質又は目的が競争を許さないと認められるた
め、随意契約をしようとするものである。なお、本
調査はギフチョウの産卵・羽化に係る行動発現時期
が３月から５月にかけて行われるため、年度当初か
ら継続的に生息状況を現地調査により把握する必要
がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

7068
大日本コンサルタント
（株）

平成１７年度　１９号環境対策検
討業務委託

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成17年6月3日 22,995,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、大日本
コンサルタント㈱を特定した。  よって、随意契約
するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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7069
大日本コンサルタント
（株）

平成１７年度　庄内川砂防効果検
討業務委託

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成17年7月7日 32,235,000

本業務に先立ち実施された「平成１６年度庄内川砂
防効果検討業務委託」は、内容が技術的に高度なた
め、「建設コンサルト選定委員会」が、 適な建設
コンサルタントとして、大日本コンサルタント㈱を
選定し、昨年度業務において継続して履行する必要
がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

7070
大日本コンサルタント
（株）

平成１７年度　４２号道路管理計
画検討業務委託

松本　良一
中部地方整備局紀勢国道事務
所
松阪市鎌田町144-6

平成17年7月15日 24,045,000

本業務は、内容が技術的に高度であり専門的な技術
が要求されるため平成１６年度に「プロポーザル方
式」により「建設コンサルタント選定委員会」にお
いて、 適な建設コンサルタントとして、大日本コ
ンサルタント（株）を選定し、提案に基づき施策を
具体化するため継続して実施し、提案内容を完成す
る 終年度の業務である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

7071
大日本コンサルタント
（株）

平成１７年度　４７５号環境施策
調査業務委託

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年7月20日 13,860,000

本業務は内容が技術的に高度なもの又は専門的な技
術が要求されるものの為、「プロポーザル方式」に
より、「建設コンサルタント選定委員会」におい
て、 適な建設コンサルタントとして、大日本コン
サルタント（株）を特定した。よって、随意契約す
るものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7072
大日本コンサルタント
（株）

平成１７年度　名国管内耐震補強
方針検討業務委託

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年8月3日 57,750,000

本業務の遂行にあたっては、平成１６年度に「プロ
ポーザル方式」により 適な建設コンサルタントと
して大日本コンサルタント（株）を特定し、契約・
実施している。今年度は、プロポーザルの２年目
で、２３号を除く名古屋国道事務所管内の既設橋梁
の既存資料整理、耐震補強方針策定及び耐震補強方
針に基づく耐震補強箇所・項目の優先順位付けを継
続的に行う必要がある。従って、本業務の履行に必
要とされる諸条件を充足するものは、大日本コンサ
ルタント㈱のみである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

7073
大日本コンサルタント
（株）

平成１７年度　名国三河地区橋梁
補強・補修設計業務委託

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年8月11日 46,935,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、大日本
コンサルタント（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7074
大日本コンサルタント
（株）

平成１７年度　１号日光大橋予備
設計業務委託

西井　幸春
中部地方整備局愛知国道事務
所
名古屋市千種区池下町2-62

平成17年8月18日 57,225,000

本業務は、「簡便型プロポーザル方式」により技術
提案を受け、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、大日本
コンサルタント（株）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7075
大日本コンサルタント
（株）

平成１７年度　２３号知立ＢＰ安
城榎前地区橋梁詳細設計業務委託

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年8月29日 216,825,000

本業務は内容が技術的に高度なもの又は専門的な技
術が要求されるものの為、「プロポーザル方式」に
より、「建設コンサルタント選定委員会」におい
て、 適な建設コンサルタントとして、大日本コン
サルタント（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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7076
大日本コンサルタント
（株）

平成１７年度　東駿河湾環状道路
情報管理施設設置検討業務委託

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年9月5日 50,085,000

本業務は、上記の業務内容において標準的な業務の
実施方法等が定められていないため、「建設コンサ
ルタント選定委員会」が当該業務についてのプロ
ポーザルに基づき、技術的に 適なコンサルタント
として、大日本コンサルタント株式会社を選定し
た。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7077
大日本コンサルタント
（株）

平成１７年度　４７４号飯喬道路
天竜峡大橋景観検討業務委託

若尾　豊信
中部地方整備局飯田国道事務
所
飯田市東栄町3350

平成17年9月26日 18,060,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、大日本
コンサルタント（株）を特定した。よって、随意契
約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7078
大日本コンサルタント
（株）

平成１７年度　１５６号大和改良
万場大橋橋梁詳細設計業務委託

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年9月27日 50,505,000

本業務は、専門的な技術を要求される内容であるた
め、「簡便型プロポーザル方式」により、「建設コ
ンサルタント選定委員会」において、 適な建設コ
ンサルタントと して、大日本コンサルタント
（株）を選定した｡
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7079
大日本コンサルタント
（株）

平成１７年度　１号藤枝ＢＰ横内
高架橋詳細設計業務委託

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年10月4日 40,740,000

本業務は、内容が技術的に高度なもののため、「プ
ロポーザル方式」により、「建設コンサルタント選
定委員会」において、 適な建設コンサルタントと
して、大日本コンサルタント（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7080
大日本コンサルタント
（株）

平成１７年度２５号事故対策検討
業務

村松　千明
中部地方整備局北勢国道事務
所
四日市市南富田町4-6

平成17年10月19日 13,807,500

本業務は、専門的な技術が要求されるため、「建設
コンサルタント選定委員会」が、当該業務について
プロポーザルに基づき技術的に 適として大日本コ
ンサルタント株式会社を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7081
大日本コンサルタント
（株）

平成１７年度　一般国道４１号屏
風岩改良設計業務委託

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成17年11月4日 40,005,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「簡便型プロポーザ
ル方式」により、「建設コンサルタント選定委員
会」において、 適な建設コンサルタントとして、
大日本コンサルタント(株)を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7082
大日本コンサルタント
（株）

平成１７年度　１号藤枝ＢＰ仮宿
高架橋詳細設計業務委託

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年11月4日 62,265,000

本業務は、内容が技術的に高度なもののため、「プ
ロポーザル方式」により、「建設コンサルタント選
定委員会」において、 適な建設コンサルタントと
して、大日本コンサルタント（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7083
大日本コンサルタント
（株）

平成１７年度　中田切川渓流保全
工予備設計業務委託

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成17年11月9日 11,760,000

本業務は、渓流保全工の予備設計及び護岸工の詳細
設計を行うものである。本業務は、内容が技術的に
高度なもの又は専門的な技術が要求されるもののた
め、「プロポーザル方式」により「建設コンサルタ
ント選定委員会」において、 適な建設コンサルタ
ントとして、大日本コンサルタント株式会社を特定
したものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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7084
大日本コンサルタント
（株）

平成１７年度　設楽ダム地質探査
調査業務委託

山内　博
中部地方整備局設楽ダム工事
事務所
新城市杉山字大東57

平成17年11月14日 4,725,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるため、「プロポーザル方式」によ
り、「建設コンサルタント選定委員会」において、

適な建設コンサルタントとして、㈱大日本コンサ
ルタント㈱を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7085
大日本コンサルタント
（株）

平成１７年度　伊勢志摩地域交通
円滑化調査業務委託

松本　良一
中部地方整備局紀勢国道事務
所
松阪市鎌田町144-6

平成17年12月5日 6,615,000

本業務は、内容が技術的に高度であり専門的な技術
が要求されるため平成１６年度に「プロポーザル方
式」により「建設コンサルタント選定委員会」にお
いて、 適な建設コンサルタントとして、大日本コ
ンサルタント（ 株） を選定し、２ヶ年にわたる調
査提案のあったものの継続調査である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

7086
大日本コンサルタント
（株）

平成１７年度　水無沢環境保全対
策追跡調査業務委託

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年12月14日 6,300,000

本業務は、主たる業務が標準歩掛によって積算がで
きないため、「プロポーザル方式」により、「建設
コンサルタント選定委員会」において、 適な建設
コンサルタントとして、大日本コンサルタント
（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7087
大日本コンサルタント
（株）

平成１７年度　名古屋国道管内駐
車調査

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年12月16日 54,600,000

本業務は、「プロポーザル方式」により、「建設コ
ンサルタント選定委員会」において、 適な建設コ
ンサルタントとして大日本コンサルタント（株）を
選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7088
大日本コンサルタント
（株）

平成１７年度　東三河都市圏幹線
道路ビジョン検討業務

山口　一美
中部地方整備局東海幹線道路
調査事務所
豊橋市駅前大通2-33-1 開発ビ
ル6階

平成17年12月26日 18,480,000

本業務は、東三河地域を中心に奥三河地域、遠州地
域が一体となって、現況の産業基盤を有効にかつ効
率的に活用し、今後適切な発展を目指すために必要
となる幹線道路整備のビジョン（短期・中期・長
期）について、複数年かけて検討するものである。
本業務は、内容が技術的に高度なため、「建設コン
サルタント選定委員会」が、当該業務についてプロ
ポーザルに基づき技術的に 適として大日本コンサ
ルタント㈱を選定した。以上の理由から、契約の性
質又は目的が競争を許さないと認められるため、会
計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４
第３号により随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7089
大日本コンサルタント
（株）

平成１７年度中部の地方都市再生
のための都市整備検討業務委託

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成18年1月19日 8,085,000

今回の業務は、内容が「都市・地域計画・都市整
備」部門における長期計画・総合計画に関する知識
と経験を踏まえた実施手法の提案を求めて行うこと
が適切なものであることから「簡便型プロポーザル
方式」による業者選定を実施し、「中部地方整備局
建政部建設コンサルタント選定委員会」において、

適な建設コンサルタントとして、大日本コンサル
タント株式会社を特定した。よって、会計法第２９
条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号により随意契約しようとするものであ
る。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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7090
大日本コンサルタント
（株）

平成１７年度　管内休憩施設配置
検討業務委託

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成18年1月24日 7,875,000

本業務の内容は、高度且つ専門的な技術が要求され
ることから、「プロポーザル方式」により、「建設
コンサルタント選定委員会」において、 適な建設
コンサルタントとして、大日本コンサルタント
（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7091 大有建設（株）
平成１７年度　岐阜・静岡・長野
地区試験舗装調査業務委託

金木　誠
中部地方整備局中部技術事務
所
名古屋市東区大幸南1-1-15

平成17年11月21日 14,490,000

本業務は、舗装の供用性、機能の効果を解析する業
務であり、内容が技術的に高度のため、「建設コン
サルタント選定委員会」が、当該業務についてプロ
ポーザルに基づき技術的に 適として大有建設
（株）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7092 第一法規（株）
平成１７年度例規集データ管理運
用業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月1日 1,260,000

公開に向けたシステム準備や必要な例規データのシ
ステム化の作業は、平成１５年度の指名競争により
受注した第一法規㈱が行っている。このシステム及
び例規データは、第一法規(株)が自社で管理する専
用サーバで管理されており、例規集検索時には、そ
の都度インターネットで通信されるシステムとなっ
ている。したがって、本業務の履行に必要とされる
諸条件を充足する者は、第一法規(株)の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7093 第一法規（株） 定期刊行物

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

2,730,290

再販売価格が維持されている出版元
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7094 瀧上建設興業（株）
平成１７年度　岡崎出張所管内橋
梁補修工事

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成18年3月20日 109,725,000

会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令９
９条の２に基づく、不落札随契を行うものである。
(会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令
第９９条の２）

その他 競争入札に移行したもの

7095 池田建設（株）
平成１７年度　天竜川　伊那地区
堤防除草・養生工事

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成17年6月2日 49,140,000

会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令９
９条の２に基づく、不落札随契を行うものである。
(会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令
第９９条の２）

その他 競争入札に移行したもの

7096
中央コンサルタンツ
（株）

平成１７年度　庄内川　維持工事
測量設計業務

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年9月5日 13,125,000

本業務は、護岸修繕、河道掘削、障害物除去、堤脚
保護の現地測量、工法検討及び設計を実施するもの
である。本業務は、内容が技術的に高度なもの又は
専門的な技術が要求されるもののため、「プロポー
ザル方式」により、「建設コンサルタント選定委員
会」において、 適な建設コンサルタントとして、
中央コンサルタント（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7097
中央コンサルタンツ
（株）

平成１７年度　３０２号鳥澄地区
道路詳細設計業務委託

西井　幸春
中部地方整備局愛知国道事務
所
名古屋市千種区池下町2-62

平成17年10月31日 68,775,000

本業務は、高度な専門知識及び技術が要求されるた
め、平成１７年度に『品質価格評価型プロポーザル
方式」により技術提案を受け、「建設コンサルタン
ト選定委員会」において、 適な建設コンサルタン
トとして、中央コンサルタンツ（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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7098
中央コンサルタンツ
（株）

平成１７年度岐阜国道管内駐車調
査業務委託

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年12月26日 14,175,000

本業務は、商業地域での調査の実施、民間施設への
立入調査・ヒアリング調査等が必要となるため、業
務実施にあたり施設管理者、施設利用  者並びに周
辺住民に対し細かい配慮が必要である。また、調査
対象数が非常に多くより効率的な調査の実施を要求
される内容であるため、「プロポーザル方式」によ
り、「建設コンサルタント選定委員会」において、

適な建設コンサルタントとして中央コンサルタン
ツ(株）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7099
中央コンサルタンツ
（株）

平成１７年度　八幡管内防災設計
業務委託

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成18年1月18日 82,740,000

本業務は､内容が技術的に高度なものの上､専門的な
技術及び経験と知識が要 求されるため､簡便型(通
常型)プロポーザル方式により、「建設コンサルタ
ント選定委員会｣において､ 適なコンサルタントと
して、中央コンサルタンツ㈱を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7100
中央コンサルタンツ
（株）

平成１７年度国営公園羽島地区基
本検討業務

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成18年2月21日 9,345,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして中央コン
サルタンツ株式会社を特定した。よって、本業務は
会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４
第３号に基づき随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7101
中日本建設コンサルタン
ト（株）

平成１７年度　１号三日月橋構造
物詳細設計業務委託

西井　幸春
中部地方整備局愛知国道事務
所
名古屋市千種区池下町2-62

平成17年8月15日 33,810,000

本業務は、「簡便型プロポーザル方式」により技術
提案を受け、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、中日本
建設コンサルタント（株）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7102
中日本建設コンサルタン
ト（株）

平成１７年度　設楽ダム貯水池運
用検討業務委託

山内　博
中部地方整備局設楽ダム工事
事務所
新城市杉山字大東57

平成17年12月13日 19,845,000

中日本建設コンサルタント㈱は、豊川水系設楽ダム
貯水池運用計画に必要な水資源開発基本計画策定の
ための利水計算プログラムを開発しており、利水計
算に必要なシステム等の専門知識、経験、技術力を
有し、豊川の利水計算を熟知している。よって本業
務は中日本建設コンサルタント㈱以外に競合するも
のはない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7103
中日本建設コンサルタン
ト（株）

平成１７年度豊川流水管理システ
ム改善業務

森岡　泰裕
中部地方整備局豊橋河川事務
所
豊橋市中野町字平西1-6

平成18年1月24日 25,935,000

中日本建設コンサルタント㈱は、豊川水系水資源開
発基本計画策定のための利水計算プログラムを開発
し「豊川流水管理システム」を作成し今回その改善
を行う業務であり、著作者の権利（著作権及び著作
人格権）が発生し、著作権を国は有しているが著作
人格権は「豊川流水管理システム」を作成した中日
本建設コンサルタント㈱が有している。よって本業
務は中日本建設コンサルタント㈱以外に競合するも
のはない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7104
中日本建設コンサルタン
ト（株）

平成１７年度除草システム改良業
務

森岡　泰裕
中部地方整備局豊橋河川事務
所
豊橋市中野町字平西1-6

平成18年3月13日 4,357,500

本業務は、現在運用している除草システムに精通し
ている必要があるとともに、著作者の権利（著作権
及び著作人格権）が発生することから、著作人格権
を有する中日本建設コンサルタント㈱を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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7105 中日本航空（株）
平成１７年度　航空機運航業務
（まんなか号）

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月1日 14,203,506

本業務は、先に一般競争入札に付した「平成１７年
度航空機維持管理業務」において、本業務を随意契
約すると条件明示していることから、その受託者で
ある中日本航空（株）の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

単価契約

7106 中日本航空（株）
平成１７年度　天竜川下流部地形
計測業務

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年6月1日 41,895,000

本業務は、内容が技術的に高度のため、「建設コン
サルタント選定委員会」が、当該業務についてプロ
ポーザルに基づき技術的に 適として、中日本航空
（株）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7107 中日本航空（株）
平成１７年度　４１号金山・下呂
航空写真購入

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成17年7月14日 2,100,000

中日本航空（株）は当該地域の 新の航空写真（Ｈ
１７．５撮影）を保有しており、新規に航空写真撮
影を実施するより経済的に有利であると認められ
る。以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を
許さないと認められる。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7108 中日本航空（株）
平成１７年度三重河川国道管内道
路台帳附図Ⅰ整備作業

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成18年1月20日 22,647,450

本業務は、標準的な業務の実施方法等（標準歩掛
等）が定められていないため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な測量業務として、中日本航空株式会
社を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7109 中日本航空（株）
平成１７年度　狩野川砂防流域に
おける土砂移動実績解析業務委託

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成18年2月1日 10,290,000

本業務で使用する「崩壊地自動判別システム」は、
財団法人砂防・地すべり技術センター及び中日本航
空（株）の共同特許により開発されたものである
が、実作業となる上記作業を履行できるのは中日本
航空（株）の他はない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

7110
中部テレコミュニケー
ション（株）

電話線専用料

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成17年4月1日 1,078,980

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7111
中部テレコミュニケー
ション（株）

電話線専用料

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月1日 1,360,800

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7112 中部電力（株） 電気料

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年4月1日 120,057,776

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7113 中部電力（株） 電気料

榎村　康史
中部地方整備局三峰川総合開
発工事事務所
長野県伊那市長谷溝口1527

平成17年4月1日 5,090,215

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7114 中部電力（株） 電気料

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成17年4月1日 57,728,283

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7115 中部電力（株） 電気料

金木　誠
中部地方整備局中部技術事務
所
名古屋市東区大幸南1-1-15

平成17年4月1日 10,325,268

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7116 中部電力（株） 電気料

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成17年4月1日 47,335,066

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約
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7117 中部電力（株） 電気料

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成17年4月1日 102,276,931

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7118 中部電力（株） 電気料

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年4月1日 103,836,239

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7119 中部電力（株） 電気料

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成17年4月1日 19,362,928

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7120 中部電力（株） 電気料

山内　博
中部地方整備局設楽ダム工事
事務所
新城市杉山字大東57

平成17年4月1日 3,017,326

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7121 中部電力（株） 電気料
山本　孝之
中部地方整備局蓮ダム管理所
三重県松阪市飯高町森1810-11

平成17年4月1日 9,823,087

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7122 中部電力（株） 電気料

若尾　豊信
中部地方整備局飯田国道事務
所
飯田市東栄町3350

平成17年4月1日 93,197,720

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7123 中部電力（株） 電気料

小出　武文
中部地方整備局矢作ダム管理
所
愛知県豊田市閑羅瀬町東畑67

平成17年4月1日 7,765,135

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7124 中部電力（株） 電気料

松岡　博
中部地方整備局横山ダム工事
事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山
1330

平成17年4月1日 7,135,547

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号） その他

随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7125 中部電力（株） 電気料

松本　良一
中部地方整備局紀勢国道事務
所
松阪市鎌田町144-6

平成17年4月1日 56,805,901

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7126 中部電力（株） 電気料

森岡　泰裕
中部地方整備局豊橋河川事務
所
豊橋市中野町字平西1-6

平成17年4月1日 21,312,050

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7127 中部電力（株） 電気料

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年4月1日 160,735,569

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7128 中部電力（株） 電気料

神野　忠広
中部地方整備局越美山系砂防
事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺
137

平成17年4月1日 7,250,016

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号） その他

随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7129 中部電力（株） 電話線専用料

神野　忠広
中部地方整備局越美山系砂防
事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺
137

平成17年4月1日 6,615,000

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号） その他

随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7130 中部電力（株） 電気料

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年4月1日 13,245,047

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7131 中部電力（株） 電気料

西井　幸春
中部地方整備局愛知国道事務
所
名古屋市千種区池下町2-62

平成17年4月1日 10,125,844

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

7132 中部電力（株） 電気料

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成17年4月1日 11,320,594

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7133 中部電力（株） 電気料

石橋　年孝
中部地方整備局長島ダム管理
所
静岡県榛原郡本川根町犬間
541-3

平成17年4月1日 15,477,023

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号） その他

随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7134 中部電力（株） 電気料

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年4月1日 14,927,989

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7135 中部電力（株） 電気料

村松　千明
中部地方整備局北勢国道事務
所
四日市市南富田町4-6

平成17年4月1日 51,703,769

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7136 中部電力（株） 電気料

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月1日 37,298,868

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

長期継続契
約

7137 中部電力（株） 電気料

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年4月1日 113,552,728

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7138 中部電力（株） 電気料

中島　一好
中部地方整備局小里川ダム管
理所
恵那市山岡町田代1565-21

平成17年4月1日 11,031,415

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7139 中部電力（株） 電気料

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年4月1日 121,919,308

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7140 中部電力（株） 電気料

八田　文夫
中部地方整備局丸山ダム管理
所
岐阜県加茂郡八百津町鵜の巣
1422-5

平成17年4月1日 3,393,174

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号） その他

随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7141 中部電力（株） 電気料

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年4月1日 279,257,506

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7142 中部電力（株） 電気料

平光　文男
中部地方整備局新丸山ダム工
事事務所
岐阜県加茂郡八百津町八百津
3351

平成17年4月1日 2,744,853

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号） その他

随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7143 中部電力（株） 電気料

野村　正之
中部地方整備局天竜川ダム統
合管理事務所
長野県上伊那郡中川村大草
6884-19

平成17年4月1日 13,145,916

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号） その他

随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7144
中部電力（株）伊那営業
所

平成１７年度　電柱共架料

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成17年4月1日 2,326,782

供給することが可能な業者が一である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7145
中部電力（株）松阪営業
所

平成１７年度　共架料その３
山本　孝之
中部地方整備局蓮ダム管理所
三重県松阪市飯高町森1810-11

平成17年4月1日 1,067,850

供給することが可能な業者が一である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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7146
中部電力（株）飯田営業
所

平成１７年度　電柱共架料

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成17年4月1日 1,909,065

供給することが可能な業者が一である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7147
中部電力（株）豊田営業
所

共架料

小出　武文
中部地方整備局矢作ダム管理
所
愛知県豊田市閑羅瀬町東畑67

平成17年4月1日 1,400,490

供給することが可能な業者が一である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7148 中部日本放送（株）
平成１７年度　ＣＢＣによる通行
止広報業務

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年11月15日 2,885,400

本業務は、道路・河川利用者及び地域住民に対して
工事による交通規制を、各種広報媒体の中の一つで
あるＡＭラジオ放送により広報し理解・協力を求
め、通行規制を伴う工事を円滑に推進するものであ
る。これらの業務遂行にあたっては、庄内川堤防の
工事区間を利用する人に対して広く周知できるＡＭ
ラジオ放送局が 適であり、かつＣＭを流すことが
出来る必要がある。中部日本放送（株）は東海地区
を中心に放送エリアを有するＡＭラジオ放送局であ
り、ＣＭを流すことが出来る放送局である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7149 中部復建（株）
平成１７年度　静国管内休憩施設
検討業務委託

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年9月6日 22,155,000

本業務は、内容が技術的に高度なものまたは専門的
な技術が要求されるため、「簡便型プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、中部復
建（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7150 朝日航洋（株）
平成１７年度　与田切川河床変動
解析業務

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成17年6月15日 22,312,500

本業務は、内容が技術的に高度なものまたは、専門
的な技術が要求されるものであるため、「プロポー
ザル方式」により、「建設コンサルタント選定委員
会」において、 適な建設コンサルタントとして朝
日航洋株式会社を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7151 朝日新聞名古屋本社
平成１７年度　四日市広報その１
業務

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年11月7日 3,822,000

本業務は、道路事業について、地域住民や道路利用
者の理解を深めるために、新聞紙上を活用して道路
広報を行うものである。
本業務の遂行にあたっては、三重県の広い地域に広
報を行う必要があるため、三重県内の新聞発行部数
が多い朝日新聞に掲載することが本業務の趣旨を達
成するうえで効果的で効率的な方法である。以上の
理由から、会計法第２９条の３第４項及び予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号により随意契約す
るものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの
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7152 朝日新聞名古屋本社
平成１７年度　社会資本整備に関
する広報業務

山口　一美
中部地方整備局東海幹線道路
調査事務所
豊橋市駅前大通2-33-1 開発ビ
ル6階

平成18年3月15日 3,307,500

朝日新聞社は、中部地方整備局管内における全国紙
としては購買者数が も多く、首都圏をはじめ全国
にも多くの購買者数を持っている。また、道路を含
めた広範な社会問題に積極的に取り組んでいること
から、幅広い年代層、特に社会的な影響力を持って
いるオピニオンリーダー等の有識者層から高い評価
を得ている。さらに、過年度実施の「平成１５年度
ＩＴＳに関する広報業務」、「中部の未来を変える
環状道路網（平成１５年３月）」等の進め方、成果
については良好な評価を得ており、本業務に関する
深い理解及び知識を有している。本業務は、これか
らの社会資本整備のあり方や方向性について、中部
経済界のトップの方と学識経験者の方との紙上対談
「これからの社会資本を考える」による特集新聞掲
載を企画している朝日新聞名古屋本社より広告企画
案の提案があり、その提案に基づき新聞掲載により
広報を行うものであり、本業務内容を熟知し、効率
的かつ効果的な広報が行える唯一の者である。、、
したがって本業務の履行に必要とされる諸条件を充
足する者は朝日新聞名古屋本社の他にない。以上の
理由から、契約の性質又は目的が競争を許さないと
認められるため、随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7153 朝日電気工業（株）
平成１７年度　４２号光伝送装置
（ＩＰ）設置工事

松本　良一
中部地方整備局紀勢国道事務
所
松阪市鎌田町144-6

平成17年10月31日 214,200,000

会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令９
９条の２に基づく、不落札随契を行うものである。
(会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令
第９９条の２）

その他 競争入札に移行したもの

7154 長野ゼロックス（株）
平成１７年度　電子複写機賃貸借
及保守その３

若尾　豊信
中部地方整備局飯田国道事務
所
飯田市東栄町3350

平成17年4月1日 1,959,660

本件の賃貸借にあたっては、前年度賃貸借した機器
を引き続き使用するものであり、他に競合するもの
はない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

7155 津市水道事業管理者 水道料

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年4月1日 2,711,662

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7156
電源開発（株）水力・送
変電事業部　中部支店

電気料

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年4月1日 1,069,806

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7157
電設コンサルタンツ
（株）

平成１７年度　電気通信施設検討
業務委託

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年9月6日 9,030,000

本業務は、光通信ネットワークの将来計画及び電気
通信施設の更新計画の検討と行うものであり、内容
が技術的に高度で専門的であるため「簡便型プロ
ポーザル方式」により、「建設コンサルタント選定
委員会」において、 適な建設コンサルタントとし
て電設コンサルタンツ㈱を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7158
電設コンサルタンツ
（株）

平成１７年度　道路管理設備設計
業務委託

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成17年10月17日 9,555,000

本業務は、内容が技術的に高度又は専門的な技術が
要求されるもののため、「簡便型プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて 適な建設コンサルタントとして、電設コン
サルタンツ（株）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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7159
電設コンサルタンツ
（株）

平成１７年度　矢作ダム電気通信
施設設計業務

小出　武文
中部地方整備局矢作ダム管理
所
愛知県豊田市閑羅瀬町東畑67

平成17年12月13日 10,290,000

本業務は、内容が技術的に高度なため、「建設コン
サルタント選定委員会」が、当該業務についてプロ
ポーザルに基づき技術的に 適として電設コンサル
タンツ（株）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7160
電設コンサルタンツ
（株）

平成１７年度　中部管内ネット
ワーク設計業務委託

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成18年1月27日 11,865,000

本業務は、中部地方整備局管内の本線系ネットワー
ク設計（事務所～出張所）と中部地方整備局道路部
端末ネットワークの検討を行うものであり、内容が
技術的に高度でかつ専門的な技術力が要求されるた
め「プロポーザル方式」により、「建設コンサルタ
ント選定委員会」において、 適な建設コンサルタ
ントとして、電設コンサルタンツ（株）を選定し
た。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7161
電設コンサルタンツ
（株）

平成１７年度北勢国道電気通信施
設設計業務

村松　千明
中部地方整備局北勢国道事務
所
四日市市南富田町4-6

平成18年1月31日 9,765,000

本業務は、電気通信施設について詳細設計を行うも
のであり、専門的な技術が要求されるため、「建設
コンサルタント選定委員会」が、当該業務について
プロポーザルに基づき技術的に 適として電設コン
サルタンツ株式会社を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7162 土岐市 水道料

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成17年4月1日 1,370,359

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7163
東亜ディーケーケー
（株）

大気測定車の改造及び測定機器点
検業務

金木　誠
中部地方整備局中部技術事務
所
名古屋市東区大幸南1-1-15

平成18年1月27日 5,869,500

本業務は、安全対策のための手すり設置、及び環境
基準に基づいて測定位置の追加による機器の改造、
及び測定機器の点検を行う業務であり、測定機器は
特殊な機器で構成され、点検及び改造を行うために
は構造、性能、仕様等を熟知していなければならな
い。東亜ディーケーケー㈱は、平成１４年度に大気
測定車を中部技術事務所に納入しており、本業務に
必要とされる専門的な技術力、知識力を有してい
る。したがって東亜ディーケーケー（株）の他には
ない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

7164 東海ラジオ放送（株）
平成１７年度　道路事業に関する
ラジオ広報業務

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年4月1日 9,229,500

本業務の遂行にあたっては、愛知県を中心とした広
い範囲（岐阜県・三重県）を対象としており、この
範囲の民放４局（東海ラジオ・CBCラジオ・JIP-
FM・FMAICHI）の中でも東海ラジオ放送（株）は高
いシェアを占めている。また、平成１３年４月より
「小島一宏morningあいland」内の１コーナーとし
てラジオ広報を開始し、放送時間帯の聴取率も２０
才から６９才までの男女で２．６％（約２６万人）
と一番高く認知度も上がり定着している。したがっ
て、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する
業者は、東海ラジオ放送（株）の他にない。以上の
理由により、契約の性質又は目的が競争を許さない
と認められるため、随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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7165 東海ラジオ放送（株）
平成１７年度　愛知国道道路広報
業務

西井　幸春
中部地方整備局愛知国道事務
所
名古屋市千種区池下町2-62

平成17年6月30日 9,460,500

本業務の遂行にあたっては、聴取層の広いＡＭラジ
オを媒体とし、年間を通じて平日（月曜日～金曜
日）の通勤時間帯に放送が可能であり、道路整備事
業に関する番組を製作放送した実績が必要である。
東海ラジオ放送株式会社は、本業務において必要と
される放送が可能であり、道路整備事業に関する番
組製作に平成１４年度より実績を有している。した
がって、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足
する者は、東海ラジオ放送株式会社の他にない。以
上の理由により、随意契約を行うものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7166 東海ラジオ放送（株）
平成１７年度　道路事業に関する
ラジオ広報業務

山口　一美
中部地方整備局東海幹線道路
調査事務所
豊橋市駅前大通2-33-1 開発ビ
ル6階

平成17年9月20日 8,977,500

本業務の遂行にあたっては、愛知県を中心とした広
い範囲（岐阜県・三重県）を対象としており、この
範囲の民放４局（東海ラジオ・CBCラジオ・JIP-
FM・FMAICHI）の中でも東海ラジオ放送（株）は高
いシェアを占めている。また、平成１３年４月より
「小島一宏morningあいland」内の１コーナーとし
てラジオ広報を開始し、放送時間帯の聴取率も２０
才から６９才までの男女で２．６％（約２６万人）
と一番高く認知度も上がり定着している。したがっ
て、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する
業者は、東海ラジオ放送（株）の他にない。以上の
理由により、契約の性質又は目的が競争を許さない
と認められるため、随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7167 東海ラジオ放送（株）
平成１７年度　東海ラジオによる
通行止広報業務

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年11月18日 2,925,300

本業務は、道路・河川利用者及び地域住民に対して
工事による交通規制を、各種広報媒体の中の一つで
あるＡＭラジオ放送により広報し理解・協力を求
め、通行規制を伴う工事を円滑に推進するものであ
る。これらの業務遂行にあたっては、庄内川堤防の
工事区間を利用する人に対して広く周知できるＡＭ
ラジオ放送局が 適であり、かつＣＭを流すことが
出来る必要がある。（３）東海ラジオ放送（株）は
東海地区を中心に放送エリアを有するＡＭラジオ放
送局であり、ＣＭを流すことが出来る放送局であ
る。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7168 東海ラジオ放送（株）
平成１７年度　道路事業に関する
ラジオ広報業務

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年12月19日 8,851,500

本業務の遂行にあたっては、愛知県を中心とした広
い範囲（岐阜県・三重県）を対象としており、この
範囲の民放４局（東海ラジオ・CBCラジオ・JIP-
FM・FMAICHI）の中でも東海ラジオ放送（株）は高
いシェアを占めている。また、平成１３年４月より
「小島一宏morningあいland」内の１コーナーとし
てラジオ広報を開始し、放送時間帯の聴取率も２０
才から６９才までの男女で２．６％（約２６万人）
と一番高く認知度も上がり定着している。したがっ
て、本業務の履行に必要とされる諸条件を充足する
業者は、東海ラジオ放送（株）の他にない。以上の
理由により、契約の性質又は目的が競争を許さない
と認められるため、随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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7169 東海自動車工業（株）
平成１７年度　車両位置取得装置
取付作業

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成18年1月25日 4,725,000

本作業は、中部地方整備局で実施する旅行速度調査
に係る車両位置取得装置（以下「装置」という）
を、しずてつジャストライン（株）の協力を得て、
しずてつジャストライン（株）が運行するバスに取
り付けるものである。取り付け作業にあたっては、
しずてつジャストライン（株）が保有する路線バス
車両に精通していること及び、車両運行に支障のな
いよう実施する必要がある。東海自動車工業（株）
は、しずてつジャストライン（株）が運行するバス
の車両点検整備を行う唯一の会社であり、しずてつ
ジャストライン（株）より指定されている。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7170 東京設備（株） 平成１７年度　公園電気設備工事

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成18年3月22日 43,050,000

会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令９
９条の２に基づく、不落札随契を行うものである。
(会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令
第９９条の２）

その他 競争入札に移行したもの

7171 東芝エレベータ（株）
平成１７年度　長島ダム管理庁舎
昇降設備保守業務

石橋　年孝
中部地方整備局長島ダム管理
所
静岡県榛原郡本川根町犬間
541-3

平成17年4月1日 1,209,600

本業務は、エレベーター設備について保守を行うも
のであり、本設備の機能上、人命尊重の立場から特
に安全性、正確性が要求され、当該保守業務にあ
たっては、構造、性質などを熟知した技術者が必要
であり、また、突発的な故障に対しては迅速な対応
が要求される。以上の要件を満たすことが出来るの
は、本設備の製造及び設置した（株）東芝の保守部
門を専属に担当する東芝エレベータ（株）の他にな
い。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

7172 東芝エレベータ（株）
平成１７年度　１号八町公会堂前
歩道橋外２件昇降装置保守業務

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年4月1日 3,931,200

本業務は、エレベータについて保守点検を行うもの
であり、本設備の性質上、人命尊重の立場から特に
安全性、正確性及び突発的な事故に対して迅速な対
応が要求されることから、業務実施にあたっては、
機器の構造、性能等について熟知した技術者が必要
であるため、本設備の製造、設置業者である東芝エ
レベータ（株）をおいて他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

7173 東芝エレベータ（株）
平成１７年度　長良川サービスセ
ンターエレベータ点検業務

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成17年4月6日 1,890,000

本業務はエレベータ設備の保守点検を行うものであ
り、自の設計に基づく構造と機能を有しており、本
設備の保守点検を行えるのは、東芝エレベータ
（株）の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

7174
東芝ソシオシステムサ
ポート（株）

平成１７年度　飯田国道事務所電
子情報システム機器保守業務委託

若尾　豊信
中部地方整備局飯田国道事務
所
飯田市東栄町3350

平成17年4月13日 16,676,730

会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令９
９条の２に基づく、不落札随契を行うものである。
(会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令
第９９条の２）

その他 競争入札に移行したもの

7175
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度Ｃ／Ｓシステム機器
賃貸借

伊藤　文也
中部地方整備局静岡営繕事務
所
静岡市葵区春日2-4-25

平成17年4月1日 1,837,080

本契約は、電子計算機（クライアントサーバーシス
テム機器）で使用する装置の賃貸借及びプログラ
ム・プロダクトの使用権の設定に関する契約を行う
ものであり、機器は東芝ソリューション（株）中部
支社のものであって、今回装置の一部分は１６年度
にて賃貸借期間が満了するが、残りの部分は平成１
９年３月まで賃貸借期間がある。そのため賃貸借期
間の満了する部分のみ他社と契約することは、装置
の保守が不可能となるため東芝ソリューション
（株）の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの
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7176
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　情報処理機器賃貸
借

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年4月1日 9,898,980

本契約は土木積算、ＣＣＭＳ、ＣＡＭＳ、メール等
の業務をオンラインで行うための情報処理機器の賃
貸借を行うものであるり、情報処理機器の借り上げ
にあたっては、前年度契約した機器を引き続き使用
するものであり東芝ソリューション（株）の他にな
い。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7177
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　データ伝送端末機
賃貸借

榎村　康史
中部地方整備局三峰川総合開
発工事事務所
長野県伊那市長谷溝口1527

平成17年4月1日 1,088,220

本契約は、Ｃ／Ｓ業務、行政ＷＡＮ、共有ドライ
ブ、ネットワークプリンターを稼働させるための端
末機器の賃貸借及びプログラムプロダクトの使用権
の設定に関する契約を行うものであり、その端末機
器は、平成１４年度に㈱東芝（現在東芝ソリュー
ション㈱に会社分割）が設置したものであり、東芝
ソリューション（株）の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7178
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　データ伝送端末機
賃貸借

金木　誠
中部地方整備局中部技術事務
所
名古屋市東区大幸南1-1-15

平成17年4月1日 7,967,820

本契約は、データ伝送端末機およびクライアント／
サーバ（Ｃ／Ｓ）システム機器の賃貸借を行うもの
であり、その端末機器は東芝ソリューション㈱が設
置したものであり、東芝ソリューション（株）の他
にない。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7179
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　中部技術事務所電
子情報システム機器保守業務委託

金木　誠
中部地方整備局中部技術事務
所
名古屋市東区大幸南1-1-15

平成17年4月1日 10,426,500

本業務は、クライアント／サーバシステム（Ｃ／Ｓ
システム）及び、新ＴＲＡＢＩＳサーバ、電子納品
保管管理システムサーバ、周辺機器のソフトウェ
ア、ネットワーク等を良好な状態で維持するための
電子情報システム保守を行うものであり、保守対象
機器に関して高度で専門的な知識、各システムに対
するソフト･ハード両面の専門的な知識や技術、必
要な期間内に正確且つ確実に対応すること、セキュ
ルティポリシーに精通していることが要求される。
このため、電子情報システムの基幹となるＣ／Ｓシ
ステムのサーバは、本局サーバも含めすべて東芝型
で構築されていること、センターバッチシステム及
び、Ｃ／Ｓシステムのソフトの多くを東芝が提供し
ていること、中部地方整備局のセキュルティポリ
シーにおいて過去からの実績があることから、東芝
ソリューション（株）のほかにない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

7180
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　情報システム機器
賃貸借

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成17年4月1日 8,223,705

本契約は、クライアント／サーバー方式の各種シス
テムを稼働させるために必要となる情報システム機
器等の賃貸借を行うものである。本業務で使用する
情報システム機器等は、３年リースとして過年度よ
り東芝ソリューション（株）と契約しているもので
あり、システムの一部は東芝ソリューション（株）
が開発したものも含まれている。本年度において
も、昨年度に引き続き継続して使用をすることか
ら、諸条件を充足す者は、東芝ソリューション
（株）の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量
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びにその所属する部局
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（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

7181
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　電子情報システム
機器賃貸借

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成17年4月1日 15,281,490

本契約は、Ｃ／Ｓシステムのサーバ等の賃貸借を行
うものである。現在運用中のシステムは、ハード及
びソフトが東芝社製であり、東芝社製以外のソフト
やハード機器については支障をきたすため、東芝社
製とすることが必要であるため、運用中のシステム
を熟知している東芝ソリューション（株）の他にな
い。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7182
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　電子情報システム
機器保守業務委託

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成17年4月1日 11,844,000

本業務は、情報共有サーバ、グループウェアサー
バ、Ｃ／Ｓシステムサーバ等の総合的な保守を行う
ものである。現在運用中のこれらのシステムについ
て、ハード及びソフトの開発を行ったのは東芝ソ
リューション（株）であり、運用中のこれらのシス
テムのプログラム内容及びトラブル対応を熟知し、
運用ノウハウを唯一持っている東芝ソリューション
（株）の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

7183
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度Ｃ／Ｓシステム機器
賃貸借

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年4月1日 5,732,160

本契約は、Ｃ／Ｓシステム機器及び周辺装置機器の
賃貸借を行うものであり、本体機器を中心に接続装
置部、通信処理装置部があり、各装置がケ－ブル等
で接続されている。本体機器は、各機器部と特定の
インタ－フェイスで結合されているが、本体機器が
㈱東芝製となっており、それに接続するワークス
テーション等その他の機器である。サーバについて
は今年度更新時期であるが、現在大きな支障なく稼
働しているため、再リースが可能と思われ継続する
ものである。またルータ等の接続機器は複数年契約
途中であるため継続して行うものである従って、従
来からの東芝ソリューション（株）が適切と考えら
れる。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7184
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　Ｃ／Ｓシステム機
器賃貸借

山口　一美
中部地方整備局東海幹線道路
調査事務所
豊橋市駅前大通2-33-1 開発ビ
ル6階

平成17年4月1日 1,669,500

本契約の賃貸借対象機器は一部を除き、平成１６年
度末にて借り上げ期間が終了し、新たな借り上げが
必要な状況にあるが、平成１７年度までに一部新シ
ステムの運用及びクライアントＰＣの全面的更新が
されることとなっているほか、今後のシステムの改
善・強化も想定されるため、新たな賃貸借対象の選
定には今後の動向を見越し、機器の仕様等を設定す
る必要がある。しかしまだその動向が未定の部分も
あり、当面は現在のシステムの運用に支障が無い、
現在の機器の賃貸借を１年間継続・延長することが
妥当と考える。また、本業務の遂行に当たっては、
機器の保守・運用にも係わることから、中部地方整
備局の運用システム（Ｃ／Ｓシステム）及びインフ
ラ（本局・事務所サーバ等）に精通し、事務所サー
バーの構築、本局サーバーとの接続、運用、保守に
至るまで十分な実績とノウハウを持つこと、作業上
発生したハードウェア、ソフトウェアに関するトラ
ブル等への対応がスムーズに運ぶことが望まれるた
め、東芝ソリューション（株）の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの
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7185
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　設楽ダムデータ伝
送端末機賃貸借

山内　博
中部地方整備局設楽ダム工事
事務所
新城市杉山字大東57

平成17年4月1日 3,994,200

本契約は、データ伝送端末機の賃貸借を行うもので
あり、本体機器、ワークステーション部、接続装置
部、通信処理装置部が、本体機器を中心にケーブル
等で接続され、本体機器は、各機器部と特定のイン
ターフェイスで統合されている。これらのほとんど
が東芝製である。また、機器故障に関し、限られた
期間内にスムーズかつ確実に対応する必要があるた
め、東芝ソリューション㈱の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7186
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　蓮ダムＣ／Ｓシス
テム機器賃貸借

山本　孝之
中部地方整備局蓮ダム管理所
三重県松阪市飯高町森1810-11

平成17年4月1日 3,958,080

本契約は、中部地方整備局のインフラ（本局・事務
所サーバ等）及びＣ／Ｓシステムに精通しており、
事務所サーバの構築、本局サーバとの接続、運用、
保守に至るまで、十分な実績とノウハウが求められ
る。また、当該システム等は、中部地方整備局の統
一した方針や運用で利用されており、開発・調整・
設定などの連携が必要であり、各システム毎の十分
な知識・技術・経験が必要である。さらに、故障及
び異常が発生した時、早急（２時間以内）に技術者
を派遣でき、ソフト、ハード両面での故障等早急に
対応できることが必要であり、東芝ソリューション
（株）の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7187
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　道路情報提供シス
テム機器保守業務委託

若尾　豊信
中部地方整備局飯田国道事務
所
飯田市東栄町3350

平成17年4月1日 10,290,000

保守対象システムの開発を行ったのは東芝ソリュー
ション（株）であり、著作権を有し、システムプロ
グラム内容及びトラブル対応を熟知し、唯一運用ノ
ウハウを持っている業者である。したがって、円滑
に運用させることが可能なのは東芝ソリューション
（株）のみである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

7188
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　クライアントサー
バーシステム等賃貸借

若尾　豊信
中部地方整備局飯田国道事務
所
飯田市東栄町3350

平成17年4月1日 12,732,615

本契約は、クライアントサーバ機器及び周辺機器の
賃貸借を行うものである。本件の賃貸借にあたって
は、前年度賃貸借した機器を引き続き使用するもの
であるので、東芝ソリューション（株）の他にな
い。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7189
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　矢作ダム情報シス
テム機器賃貸借

小出　武文
中部地方整備局矢作ダム管理
所
愛知県豊田市閑羅瀬町東畑67

平成17年4月1日 1,912,680

本契約は、Ｃ／Ｓシステムで使用するサーバ等の賃
貸借及び保守を行うものであり、使用するサーバ等
は、周辺機器であるクライアントパソコン、ネット
ワークプリンタ、自動運転制御装置、無停電電源装
置等とインターフェイスを介してネットワーク化さ
れ、ネットワークの中心となるため、周辺機器への
影響が著しく大きい。そのため、定期的な点検、障
害時の迅速な対応等が必要である。現在Ｃ／Ｓシス
テムで使用されているサーバ等のネットワークは、
東芝ソリューション㈱により構築されたものであ
り、機器についても東芝ソリューション㈱製である
為、保守、管理、運用、支援、セキュリティー対応
など当該受託者が継続して履行する必要がある。そ
のため、本件を実行できるのは東芝ソリューション
㈱の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの
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7190
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　情報システム機器
賃貸借

松岡　博
中部地方整備局横山ダム工事
事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山
1330

平成17年4月1日 3,271,380

本契約は、Ｃ／Ｓシステムで使用するサーバ等の賃
貸借及び保守を行うものである。土木積算システ
ム、新ＣＣＭＳ等を実施するための専用機として東
芝ソリューション（株）が開発したものであるた
め、本件を実行できるのは東芝ソリューション㈱の
他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7191
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　電子計算機装置賃
貸借

松本　良一
中部地方整備局紀勢国道事務
所
松阪市鎌田町144-6

平成17年4月1日 7,257,075

本契約は、サーバ及びサーバ等の周辺装置を借上げ
るものである。本契約は、昨年度（当初契約、平成
１５年度）からの賃貸借を継続するものであり、機
器の保守点検等管理に関しても適切な対応がなさ
れ、業務に支障を生ずる事態もないので、引き続き
賃貸借するものであるため、東芝ソリューション㈱
の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7192
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　豊橋河川管内デー
タ伝送端末機賃貸借

森岡　泰裕
中部地方整備局豊橋河川事務
所
豊橋市中野町字平西1-6

平成17年4月1日 1,058,400

本契約は、Ｃ/Ｓサーバ本体及びその周辺装置の賃
貸借を受けるものである。36ヶ月を前提として締結
したサーバの賃貸借契約（平成14年3月契約）は、
平成16年度まで東芝ソリューション（株）と随意契
約を締結してきた。平成17年10月にＣ/Ｓサーバの
更新を予定していることから、平成17年4月から9月
末までの6ヶ月間の再リースを東芝ソリューション
（株）とするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7193
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　情報システム機器
賃貸借

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年4月1日 33,438,195

本契約は、情報システム機器及び周辺機器を賃貸借
するものであり、主たる装置・周辺機器類は、平成
１６年度において東芝ソリューション㈱と先四カ年
を前提とするリース契約の初年度分の契約を締結し
ており、平成１７年度の賃貸借契約は当該リース契
約の２年目にあたる契約であり、機器賃貸借契約の
相手方は東芝ソリューション㈱の他にはない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7194
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　Ｃ／Ｓシステム機
器賃貸借

神野　忠広
中部地方整備局越美山系砂防
事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺
137

平成17年4月1日 6,768,090

本契約は、Ｃ／Ｓシステム機器一式を賃貸借するも
のであり、機器一式は、専用機として東芝ソリュー
ション（株）が開発し、システムの拡充・メンテナ
ンスに関して他社においては実施出来ないため、東
芝ソリューション㈱の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7195
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　情報システム機器
賃貸借

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年4月1日 7,078,680

本契約は、クライアントサーバシステムを構築し、
本局の情報システム機器とのオンライン処理業務を
行うための情報システム機器の賃貸借を行うもので
あり、機器についてはリース期間の途中であり、他
社との競争を許さないため、東芝ソリューション㈱
の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7196
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　電子計算機賃貸借

西井　幸春
中部地方整備局愛知国道事務
所
名古屋市千種区池下町2-62

平成17年4月1日 6,446,790

本契約は、クライアントサーバシステムを借り上げ
るものである。本機器の賃貸借は、東芝ソリュー
ション㈱と月間賃貸借料率の予定期間を４年として
算出し、賃貸借契約しているものであり、今年度は
４年目の期間更新となる。したがって、現行機種を
引き続き賃貸借できるものは、東芝ソリューション
㈱のほかにない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの
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随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

7197
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　Ｃ／Ｓシステム機
器賃貸借

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成17年4月1日 4,795,560

本契約は、Ｃ／Ｓシステム機器及び周辺機器の賃貸
借を行うものである。本体機器は、４年賃貸の 終
期限である平成１６年１０月末となっており、今年
度、次年度以降の機能拡張規模の検討を行っていた
所であるが、１０月頃に平成１７年度新規契約につ
いては、ＷＴＯ政府調達協定の対象案件に該当する
ことが判明した。そのため、他メーカーと周辺機器
との適合性等の検討に４ヶ月を要したため、平成１
７年度新規契約に遅れを生じた。従って、平成１７
年度新規納入される平成１７年８月末までの期間の
賃貸借契約は東芝ソリューション（株）以外にな
く、また、周辺機器についても４年賃貸の２年目で
あり引き続き賃貸借を継続する必要があることか
ら、本業務に対応できるのは東芝ソリューション
（株）の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7198
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　Ｃ／Ｓサーバ周辺
機器賃貸借

石橋　年孝
中部地方整備局長島ダム管理
所
静岡県榛原郡本川根町犬間
541-3

平成17年4月1日 1,211,805

本契約は、電子計算端末機の賃貸借の契約を行うも
のであり、東芝ソリューション㈱とリース及びレン
タルで賃貸契約した機器を引き続き使用しようとす
るものであるため、東芝ソリューション㈱の他にな
い。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7199
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　データ伝送Ｃ／Ｓ
システム機器賃貸借

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年4月1日 6,981,135

本システムは、東芝ソリューション（株）により、
事務所内外のシステムに合わせシステムの安定を保
つよう設計、設置されており、また、当システムを
継承することにより、新たなシステム設計、設置、
整備作業を必要としないため、業務を大幅に削減す
ることができるため、東芝ソリューション（株）の
他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7200
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度電子計算機賃貸借

村松　千明
中部地方整備局北勢国道事務
所
四日市市南富田町4-6

平成17年4月1日 9,174,060

本契約は、Ｃ／Ｓシステム機器及び周辺機器の賃貸
借を行うものである。本件で賃貸借する電子計算機
は、平成１６年１１月１日より東芝ソリューション
（株）と契約したもので、平成１６年１１月１日か
ら４年間使用を前提とした借り上げ機器であり、引
き続き賃貸借及び保守契約するものであるため東芝
ソリューション（株）の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7201
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　オンライン申請シ
ステム個別業務サーバ賃貸借

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月1日 13,860,000

本契約は、平成１４年度の一般競争契約において、
賃貸借期間について平成１９年２月２８日までの継
続賃貸借を入札条件として公告し、㈱東芝（現：東
芝ｿﾘｭｰｼｮﾝ（株））と契約を開始したものである。
本年度は、平成１４年度の一般競争契約の入札条件
を受け、契約開始後３年目の契約として、東芝ソ
リューション（株）の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの



件数
契約の相手方の商
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住所
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7202
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　行政情報サーバ機
器等賃貸借

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月1日 100,943,850

本契約は、平成１４年度の一般競争契約において、
賃貸借期間について平成１７年７月３１日までの継
続賃貸借を入札条件として公告し、(株)東芝（現：
東芝ソリューション(株)）と契約を開始したもので
ある。同様に、平成１５年度の一般競争契約におい
て、賃貸借期間について平成２０年３月３１日まで
の継続賃貸借を入札条件として公告し、㈱東芝
（現：東芝ソリューション㈱）と契約を開始したも
のである。本年度は、平成１６年度に引き続き、平
成１４年度及び平成１５年度の一般競争契約の入札
条件を受け、契約開始後３年目及び２年目の契約と
して、東芝ソリューション（株）の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7203
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　道路占用許可電子
申請システム用サーバ賃貸借及び
保守

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月1日 2,295,720

本賃貸借は、中部地方整備局の「道路占用許可電子
申請システム」を運用するために必要となるＵＮＩ
Ｘサーバ（保管サーバ・ＵＸ7000Ｅ/250）及び周辺
機器、ソフトウェアの借上げをするものである。本
賃貸借は、平成１２年度の一般競争契約において、
賃貸借期間について平成１７年３月３１日までの継
続賃貸借（平成１７年３月３１日を越えて継続賃貸
する場合は別途協議）を入札条件として公告し
（株）東芝中部支社（現東芝ソリューション（株）
中部支社）と契約を開始したものである。道路占用
許可電子申請システムは、（財）道路管理センター
が整備した受付サーバと整備局側で用意するデータ
保管サーバとが連動する構成となっている。現行保
管サーバを継続賃貸するのは以下の理由によるもの
である。①上記業者は、サーバの保守管理を４年間
に亘り滞りなく遂行し、本システムに精通している
ため、信頼性の高く適切な業務を行うことができ
る。②平成１７年度末には（財）道路管理センター
の受付サーバの更新がなされる予定であり、新たな
受付サーバの仕様に合わせた整備局側の保管サーバ
の整備が必要である。仮に１７年度当初に保管サー
バを更新してしまうと、受付サーバの更新にあた
り、保管サーバ環境の再整備が必要となり余計なコ
ストがかかってしまう。③現行の保管サーバは現在
のシステム運用に充分耐え得る性能を有するもので
あり、継続賃貸することで大幅な経費節減を可能に
する。よって、会計法第２９条の３第４項及び予決
令第１０２条の４第３号により、上記の者と随意契
約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7204
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　用地補償管理サー
バー装置賃貸借

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月1日 4,581,738

本賃貸借は平成１６年度の一般競争契約において、
賃貸借期間について平成２１年３月２１日までの継
続賃貸借を入札条件として公告し、東芝ソリュー
ション株式会社中部支社と契約を開始したものであ
る。平成１７年度は、平成１６年度の一般競争契約
の入札条件を受け、契約開始後１年目の契約を行う
ものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）
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7205
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　特殊車両申請シス
テムにおける申請審査業務支援
サーバ賃貸借

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月1日 8,772,120

本支援サーバの借上げにあたっては、平成１５年度
の一般競争契約において、賃貸借期間について平成
１９年１２月３１日までの継続賃貸借を入札条件と
して公告し、東芝ソリューション（株）と契約を開
始したものである。本年度は、平成１５年度の一般
競争契約の入札条件を受け、契約開始後３年目の契
約として、上記のものと随意契約を行うものであ
る。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7206
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　ＣＲＭＳサーバ賃
貸借

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月1日 6,007,260

ＣＲＭＳ（債権管理システム）サーバは、調達当初
の「平成１４年度ＣＲＭＳサーバ賃貸借」契約にお
いて一般競争入札を実施し、平成１４年１２月１日
より賃貸借しているものである。本賃貸借は、その
ＣＲＭＳサーバについて、賃貸借契約の継続をする
ものである。本賃貸借の履行にあたり、その請負業
者の推薦においては以下の制約がある。【一般競争
入札の条件により競争が存在しない】①賃貸借期間
については、調達当初の「平成１４年度ＣＲＭＳ
サーバ賃貸借」契約における仕様書第３条第２項に
おいて、平成１７年１１月３０日まで継続賃貸借す
ることを定めていること。②平成１４年１２月１日
から調達のＣＲＭＳサーバにおいて平成１７年１２
月１日以降もＣＲＭＳ（債権管理システム）の要件
が厳しくなるような要因がなく充分機能が果たせる
ため、平成１８年３月３１日までの継続賃貸が可能
である。③②より一般競争入札よりも月額が安くな
ること。東芝ソリューション（株）は、調達当初の
一般競争入札における落札者である。よって、本賃
貸借を履行でき、かつ上記条件を満たすものは、当
該業者の他には存在しない。以上の理由から、契約
の性質又は目的が競争を許さないと認められるた
め、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号により、上記業者と随意契約しようと
するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7207
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度情報システム機器賃
貸借

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年4月1日 6,026,265

本契約は、Ｃ／Ｓシステムを構成するサーバー、自
動運転制御装置、無停電電源装置等のハードウェア
及びサーバＯＳ、ＤＢＭＳ等のソフトウェアを賃借
しようとするものである。平成１５年度に東芝ソ
リューション㈱から賃貸を受けたサーバー等の機器
及び関連ソフトウェアは概ね３６箇月の継続賃貸を
条件とした賃貸であるため、東芝ソリューション㈱
の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7208
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　Ｃ／Ｓシステム機
器賃貸借

八田　文夫
中部地方整備局丸山ダム管理
所
岐阜県加茂郡八百津町鵜の巣
1422-5

平成17年4月1日 1,941,450

本契約は、Ｃ/Ｓシステム機器サーバー及び周辺装
置の賃貸借を行うものであり、本体機器、ルータ機
器、接続装置部等が、本体機器を中心に各装置と特
定のインターフェイスで結合され、本局等の機器も
東芝ソリューション株式会社製であること。また、
管理等においても専門知識が必要であることから、
東芝ソリューション㈱の他にない
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの
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7209
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　Ｃ／Ｓシステム機
器賃貸借

冨田　陽子
中部地方整備局富士砂防事務
所
富士宮市三園平1100

平成17年4月1日 6,089,580

本契約は、データ伝送端末機の賃貸借を行うもので
あり、既存システムや導入する機種に関する専門的
知識が必要であり、かつ機器の異常時に迅速に対応
できる体制が整っている必要がある。東芝ソリュー
ション㈱は、事務所の旧データ伝送端末機及び本局
端末機の製造及び保守業務を行っており、現在のシ
ステムのメンテナンスは勿論、既存システムを熟知
しているため、システムの構築及び異常時の迅速な
対応が可能である。したがって、このような対応が
できるのは東芝ソリューション（株）以外にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7210
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　情報システム機器
賃貸借

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年4月1日 15,989,400

本契約は、クライアントサーバシステムを借り上げ
るものであり、東芝ソリューション㈱と前年度賃貸
借契約を締結した機器と同一システムを継続して使
用するものである。リース契約が本年度も継続する
機器に対しては同社以外との契約が困難となる。
又、前年度契約満了対象機器（事務所及び出張所
ルータ）について、中部地方整備局内の認証された
機器が本年度に変更予定のためリース契約が途中で
解除できるよう再リースとして扱う場合、賃貸借契
約を締結した業者である東芝ソリューション㈱の他
にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7211
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度Ｃ／Ｓシステム機器
賃貸借

平光　文男
中部地方整備局新丸山ダム工
事事務所
岐阜県加茂郡八百津町八百津
3351

平成17年4月1日 6,397,860

本契約は、Ｃ／Ｓシステム機器及び周辺機器の賃貸
借を行うものであり、システムは、平成１３年８月
及び平成１６年１１月に東芝ソリューション（株）
の機器を導入して運用されている。本体機器は、
ワークステーション部、接続機器部、通信処理装置
部があり、本体機器を中心に各装置がケーブル等で
接続され、システム全体を運用するには、平成１３
年度及び平成１６年度に導入した同一機種にて行う
ものである。したがって、本賃貸借に関し適切に遂
行できるのは、東芝ソリューション（株）をおいて
他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7212
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　情報システム機器
賃貸借

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年4月1日 10,617,915

本契約は、クライアント・サーバーシステムの使用
権に関する契約を行うものである。このクライアン
ト・サーバーシステムは東芝ソリューション（株）
の製品であり、機器の保守、技術的支援等を行うに
は、システムの開発経緯を理解し、システム運用に
精通している必要がある。また、システムの瑕疵対
応等の責任の所在も明確になるため、東芝ソリュー
ション（株）の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7213
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　用地補償管理シス
テム環境整備業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月25日 3,664,500

当該業者は、当該システムの開発を行い、開発経緯
を熟知しており、当該システムに精通している。か
つシステムの開発者であり著作者人格権を有し、シ
ステム運用の専門的な知識を有する唯一の業者であ
る。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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7214
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　Ｃ／Ｓシステム機
器賃貸借その２

野村　正之
中部地方整備局天竜川ダム統
合管理事務所
長野県上伊那郡中川村大草
6884-19

平成17年6月1日 897,750

本契約は、Ｃ／Ｓシステム機器一式を賃貸借するも
のであり、現在借上使用中の物件である本Ｃ／Ｓシ
ステム機器一式は、３年間の連続使用を想定して賃
貸借契約と機器の保守契約と合わせた契約形態とし
て平成１４年６月から当初契約した機種であり、１
年毎の賃貸料に比して割安に契約可能であることか
ら経済的に有利となり、（株）東芝（現在東芝ソ
リューション㈱に会社分割）と随意契約を行ってい
る。現在当事務所において、今年度から来年度にか
けて庁舎建て替えに伴う機器移設が予定されている
が、移設予定時に現行機器の更新を行うことによ
り、経済性及び施工性に優れるため、東芝ソリュー
ション㈱の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7215
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　データ伝送端末機
賃貸借その２

榎村　康史
中部地方整備局三峰川総合開
発工事事務所
長野県伊那市長谷溝口1527

平成17年7月29日 1,468,320

本契約は、Ｃ／Ｓ業務、行政ＷＡＮ、共有ドライ
ブ、ネットワークプリンターを稼働させる為の端末
機器の賃貸借及びプログラムプロダクトの使用権の
設定に関する契約を行うものであり、その端末機器
は、平成１４年度に㈱東芝（現在東芝ソリューショ
ン㈱に会社分割）が設置したものであり、東芝ソ
リューション（株）の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7216
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　小里川ダムＣ／Ｓ
システム機器賃貸借その２

中島　一好
中部地方整備局小里川ダム管
理所
恵那市山岡町田代1565-21

平成17年8月15日 2,006,550

本契約は、Ｃ／Ｓシステムのサーバー及び周辺機器
等の賃貸借を行うものであり、専用機としての東芝
ソリューション（株）が構築・開発したものであ
り、他社の機器等を使用する場合においては、通常
業務に多大な支障を招く恐れがある。また、システ
ムの拡充、メンテナンスについては、システムを熟
知している必要があることから東芝ソリューション
（株）の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7217
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　国有財産管理シス
テム改良業務委託

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年10月28日 11,550,000

本業務を遂行するにあたっては、以下の条件を有し
ていることが必要とされる。①既設システム及び当
地方整備局の電子計算機やネットワークの機構・性
能に精通熟知しており、現在稼働中システムの運用
に支障を生じさせないこと。②国有財産法等の関係
法規に関する知識を有し、当整備局内における運用
等を熟知していること。③既設システムとの連接性
が確保できること。東芝ソリューション（株）は、
平成９年度に九州地方整備局の当該システムの開発
を手がけた後、平成１１年度に当地方整備局におい
て当該システムの導入及び改良に携わってきた業者
であり、上記の条件を有し本業務を効率的且つ確実
に遂行できる唯一の相手方と判断される。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7218
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　豊橋河川管内出張
所Ｃ／Ｓ光回線化作業

森岡　泰裕
中部地方整備局豊橋河川事務
所
豊橋市中野町字平西1-6

平成17年12月5日 3,790,500

本契約は、C/S回線を防災系光回線に移行するため
の業務を発注するものであり、C/S回線を防災系光
回線に移行するためには、システムの配信元である
データ伝送端末機等に関わる知識や、移行作業時に
トラブル等が発生した場合に、敏速に復旧するため
の技術力や体制が求められる。また、現在データ伝
送端末機の賃貸借契約（平成17年9月契約）を、東
芝ソリューション（株）と締結していることから東
芝ソリューション（株）の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの
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7219
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　ＣＣＭＳ（契約業
務）改良業務委託

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成18年1月4日 10,962,000

本業務を遂行するにあたっては、以下の条件を有し
ていることが必要とされる。①既設システム及び当
地方整備局の電子計算機やネットワークの機構・性
能に精通熟知しており、現在稼働中システムの運用
に支障を生じさせないこと。②現在連携している当
整備局内の他システム（ＡＫＡＭＳ、ＡＣＡＭＳ）
の性能・機能等について十分な知識を有しているこ
と。③会計法等の関係法規及び入札・契約制度に関
する知識を有し、当整備局内における運用等を熟知
していること。④既設システムとの連接性が確保で
きること。東芝ソリューション（株）は、当整備局
において当該システムの導入及び改良に携わってき
た業者であり、上記の条件を有し本業務を効率的且
つ確実に遂行できる唯一の相手方と判断される。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7220
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　工事契約管理シス
テム改良業務委託

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成18年1月4日 17,577,000

工事契約管理システム（ＣＣＭＳ）（以下「本シス
テム」という。」）は、工事契約に関する全ての業
務を統轄するシステムであり、技術審査基準を踏ま
えた運用を現在行っているが、公共工事の品質確保
の促進に関する法律（以下「品確法」という。）が
平成１７年度４月より施行されたことにより、品確
法の主旨を踏まえ、中部地方整備局における工事の
入札契約に関する基準（以下「技術審査基準」とい
う。）の早期改訂が必要となった。以上のことか
ら、本業務は、本システムの緊急的改良を行うもの
である。また、業務の効率化・簡素化を図ることを
目的として本システムにおける、工事検査業務に係
わる改良並びに発注予定情報等に係わる改良等を行
うものである。今回予定しているシステムの緊急的
改良は、本システムプログラムの基となる、企業の
蓄積データに係わる改良を行う為、既設システムと
の連接性が確保されなければならない。且つ、短期
間での的確な改良並びに改良後における如何なるト
ラブルにも迅速に対応できることが必要不可欠であ
り、本システムの環境、開発経緯及び設計内容に関
して深い知識と経験を有している者が行わなければ
ならない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7221
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　業務契約管理シス
テム改良業務委託

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成18年1月13日 9,177,000

本業務は、業務契約管理システム（ＣＣＭＳ）の緊
急的改良を行うものであり、本システムプログラム
の基となる、コンサル関係企業の蓄積データに係わ
る改良を行う為、改良システムとの連接性が確保さ
れなければならない。且つ、短期間での的確な改良
並びに改良後における如何なるトラブルにも迅速に
対応できることが必要不可欠であり、本システムの
環境、開発経緯及び設計内容に関して深い知識と経
験を有している者が行わなければならない。よっ
て、本システムを設計・開発した東芝ソリューショ
ン（株）の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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7222
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　工事契約管理シス
テム（営繕業務）改良業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成18年1月31日 8,862,000

本業務は、本システムの緊急的改良を行うものであ
る。今回予定しているシステムの緊急的改良は、本
システムプログラムの基となる、企業の蓄積データ
に係わる改良を行う為、既設システムとの連接性が
確保されなければならない。且つ、短期間での的確
な改良並びに改良後における如何なるトラブルにも
迅速に対応できることが必要不可欠であり、本シス
テムの環境、開発経緯及び設計内容に関して深い知
識と経験を有している者が行わなければならない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7223
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　事務所情報システ
ム機器等移設作業

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成18年2月9日 2,299,500

本件は、情報システム機器及び免震装置の移動作業
を行うものであり、稼働中の情報システム機器を移
設するとともに、移設後の動作確認を行うことか
ら、事務所情報システム機器の構成やソフトウエア
を熟知している必要がある。東芝ソリューション
（株）は、当事務所の情報システム（ハードウェア
及びソフトウエア）を製作しているため、機器構成
やソフトウエアを熟知しているまた、システムの運
用及び手順を理解しており、移設後の動作確認がで
きる唯一の者である。したがって本作業を遂行でき
るところは、東芝ソリューション（株）の他にな
い。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7224
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　高山国道情報共有
システム改良業務

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成18年2月13日 18,270,000

本業務は、「建設ＣＡＬＳ監督情報システム」の改
善要望を集約・精査し、それを反映すべく改良を行
い、工事監督業務の迅速化及び簡素化を図るもので
あり、同システムは、試験的に導入し、実証実験を
３箇年行ってきたもので、受発注者間のデータ受け
渡しや電子納品作成支援機能などを有し、所定の成
果を上げてきたものである。本件では、より実情に
即した業務態勢に柔軟に対応できるよう電子押印機
能の拡充や、上位決裁者による加筆・修正機能の追
加及び、同様に添付ファイル差し替え機能の追加な
どを行うものである。改良対象のシステムは、製作
者独自のシステム構造及びデータ構造を用いてお
り、制作業者のノウハウによる部分が非常に多いシ
ステムであることからシステムの構築に関わり、こ
れらの構成・運用内容・ネットワーク構成及び保守
に至るまで十分熟知している東芝ソリューション㈱
おいて他にはない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7225
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　道路情報システム
改良業務

若尾　豊信
中部地方整備局飯田国道事務
所
飯田市東栄町3350

平成18年2月22日 17,640,000

プログラムの改変を行うには、本プログラムに関す
る著作権人格権を東芝ソリューション（株）が所有
しており、本業務を遂行できるのは東芝ソリュー
ション（株）以外にはない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの
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7226
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　小里川ダム連絡所
ネットワーク整備作業

中島　一好
中部地方整備局小里川ダム管
理所
恵那市山岡町田代1565-21

平成18年2月27日 2,623,950

（１）現在運用中の業務ネットワークは、業務執行
に必要なC/S系業務及び業務情報共有化を行うため
のネットワークの効率的な運用が行えるよう東芝ソ
リューション㈱が開発及び保守を行っている。業務
上のデータ処理、関連システムとの互換性・適用性
について、ソフト・ハードにおいて適切に処理で
き、ネットワークシステムに対し設備の追加・変更
作業ができるのは、東芝ソリューション㈱以外には
ない。また、他社が既設サーバーシステムを使用し
本作業を行い、機器の故障やネットワークシステム
に異常を起こした際、迅速に同等のシステムを準備
し、ネットワークを復旧することが極めて困難であ
る。（２）C/S系の業務は平常時の停止は許され
ず、作業時に発生したトラブルによって業務に支障
を与えることは万が一にもあってはならない。仮
に、トラブルが発生した場合には速やかに復旧する
技術と体制が求められる。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7227
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度　多治見管内Ｃ／Ｓ
光伝送装置購入

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成18年3月6日 15,960,000

本購入は、既に接続しているＳＤＨ回線とあわせ光
伝送装置の追加による回線の二重化、高速化を行う
為に機器の納入及びデータの設定変更並びにＣ／Ｓ
系業務の各種試験をおこなうものであり、既設シス
テムのＣ／Ｓ系データ伝送端末機器（サーバ、周辺
機器とデータ伝送装置）の導入は東芝ソリューショ
ン（株）にて実施しており、独自の既設システムの
設計に基づく追加装置の設定を行う必要がある。ま
た、既設装置と密接不可分の関係にあり、他のもの
が設定をおこなうことは不可能である。また、Ｃ／
Ｓ系の業務は平常時の停止は許されず光回線化は休
日を予定しており、この期間においてシステムを完
全な状態にて動作させる必要がある。データ伝送端
末機器については、作業時に発生したトラブルに
よって平常時の業務等に支障を与えることは許され
ず、仮にトラブルが発生した場合には、敏速に復旧
する技術力と体制が求められ、これらの条件を満た
す業者は東芝ソリューション（株）の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの
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7228 東芝情報システム（株）
平成１７年度　道路損傷システム
改良業務委託

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成18年1月19日 3,932,591

道路損傷システムは、道路管理者が道路を損傷した
者に対して道路法第５８条第１項に基づき復旧費用
の負担を命令し、その者から負担金を徴収するとい
う業務を行うに当たり、事務手続きを効率化するた
め、平成５年度に中部地方整備局が導入したシステ
ムである。中部地方整備局内の他のシステムである
維持修繕業務の単価契約システム、ＣＲＭＳと連動
し、中部地方整備局のクライアントサーバー上で事
務所及び出張所と接続することにより事務手続きの
統一化、省力化及び電子化を実現しているシステム
である。本改良業務は、開発後の様式変更等により
生じているデータの入出力上の再構築を行うため、
プログラムの一部に改良を加えとするものである。
本業務の遂行にあたり、業務を行う者は以下の条件
を有していることが必要である。（１）既設システ
ム及び当地方整備局の電子計算機やネットワーク機
構・性能に精通熟知しており、現在稼働中のシステ
ム運用に支障を生じさせないこと。（２）連動して
いる当地方整備局内の他システムの連携機能につい
て知識を有していること。（３）会計法等の関係法
規に関する知識を有し、当整備局内における運用等
を熟知していること。（４）既設システムとの連接
性が確保できること。上記会社は、当整備局におい
て当システムの導入及び改良に携わってきた業者で
あり、上記の条件を有し本業務を効率的かつ確実に
遂行できる唯一の相手方と判断される。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7229 東芝情報システム（株）
平成１７年度　用地調査設計シス
テム改良業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成18年2月6日 2,828,490

東芝情報システム株式会社は、当整備局において当
該システムの導入及び改良に携わってきた業者であ
り、開発経緯を熟知しており、当該システムに精通
していることから、上記の条件を有し本業務を効率
的且つ確実に遂行できる唯一の相手方と判断され
る。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7230 東日本電信電話（株） 電話線専用料

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成17年4月1日 1,377,183

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7231 東日本電信電話（株） 電話料

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成17年4月1日 2,944,197

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7232 東日本電信電話（株） 電話線専用料

若尾　豊信
中部地方整備局飯田国道事務
所
飯田市東栄町3350

平成17年4月1日 17,971,110

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7233 東日本電信電話（株） 電話料

若尾　豊信
中部地方整備局飯田国道事務
所
飯田市東栄町3350

平成17年4月1日 6,382,894

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7234 東邦瓦斯（株） ガス料

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月1日 4,940,969

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7235
東邦瓦斯（株）西部支社
四日市営業所

ガス料

村松　千明
中部地方整備局北勢国道事務
所
四日市市南富田町4-6

平成17年4月1日 1,745,011

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約
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7236
東洋技研コンサルタント
（株）

平成１７年度　４１号宮高山ＢＰ
橋梁詳細設計業務委託

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成18年1月16日 36,855,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「品質価格評価型プ
ロポーザル方式」により、「建設コンサルタント選
定委員会」において、 適な建設コンサルタントと
して、東洋技研コンサルタント株式会社を特定し
た。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7237 道路広報センター ポスター外８点

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年5月25日 2,022,150

平成１７年度の道路整備は「社会資本整備重点計
画」に基づき、経済社会の活性化と暮らしの豊かさ
の向上を図るため、成果主義に基づく行政マネジメ
ントを導入することなどにより、従来にも増して透
明性を高めながら、効果的かつ効率的に進める重要
な年度です。このときにあたり道路広報の一層の充
実と強化を図ることが肝要であるため、これらＰＲ
用品の唯一の発行元である道路広報センターと随意
契約を行うものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7238
道路整備促進期成同盟会
全国協議会

図書１点

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年10月25日 4,279,275

全国の高速道路と一般国道の区間毎の各種データと
併せて、交通拠点となる観光地の情報、その他道路
状況など、道路に係わる情報、データを掲載した
「道路時刻表」は、道路行政を進めていく上で必要
不可欠である。そこで、発行元である道路整備促進
期成同盟会全国協議会と随意契約を行うものであ
る。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7239
特定非営利活動法人
「水の国」しずおか
フォーラム

広報用品購入

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成17年7月15日 2,520,000

安倍川のことを知らない人に紹介するのに分かり易
く・気楽に読んで頂ける冊子として「安倍川道楽紀
行」が 適で、広報用品として選定した。本冊子
は、特定非営利活動法人水の国しずおかフォーラム
が平成１７年１月に発刊発売したものである。した
がって、本広報用品購入するには、特定非営利活動
法人水の国しずおかフォーラムと契約するしかない
ため、特命随契を行うものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7240
特定非営利活動法人　グ
リーンウッド自然体験教
育センター

平成１７年度　天竜川総合学習館
広報運営業務委託

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成17年4月1日 12,751,284

本業務の遂行に当たっては、天竜川の自然体験・防
災に関する講座の企画運営及び自然体験における安
全管理に関する知識・技術・経験が求められる。特
定非営利活動法人グリーンウッド自然体験教育セン
ターは、自然体験教育活動の普及と発展を目指して
設立された法人であり、天竜川における自然体験・
防災教育の企画・運営の実績を持っている。当事務
所管内に上記の諸条件を充足する者は、特定非営利
活動法人グリーンウッド自然体験教育センターの他
にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7241
特定非営利活動法人　砂
防広報センター

土石流対策模型外２点購入

冨田　陽子
中部地方整備局富士砂防事務
所
富士宮市三園平1100

平成17年5月30日 2,063,250

本件は、土砂災害対策事業を紹介する「土石流対策
模型」「急傾斜地崩壊対策模型」「地すべり対策模
型」を購入するものであるが、当模型を製作・販売
しているのは特定非営利活動法人砂防広報センター
のみである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの
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7242
特定非営利活動法人　砂
防広報センター

平成１７年度　土砂災害防止広報
業務

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成17年7月21日 2,961,000

本業務は、「土石流体感３Ｄシアター」（以下「３
Ｄシアター」という）を設置し、広く土砂災害の危
険性を広報するものであるが、３Ｄシアターを所有
しているのは、ＮＰＯ法人砂防広報センターの他に
はない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7243
特定非営利活動法人　大
地とまちを創る匠たち

平成１７年度　岐阜道づくり市民
活動支援業務

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年4月1日 11,392,500

本業務の実施にあたっては､岐阜国道事務所管内に
おける ＮＰＯや市民団体の状況に精通していると
ともに、地域と行政との対話連携の関係を築く橋渡
し的能力を有し、かつ管内の道路状況、交通特性及
び社会経済状況に精通していることが求められる。
「特定非営利活動法人大地とまちを創る匠たち」
は、岐阜県が行っている公益信  託ぎふＮＰＯ基金
の運営委員であり管内のＮＰＯや市民団体の状況に
精通していること、ぎふ ＮＰＯ協働委員会 専門部
会〔岐阜県主催〕に所属し、ＮＰＯや地域住民、企
業、行政との共同事業を実現する能力を有している
こと、また、市民によるまちづくりの推進を図る活
動や道づくりに関わる協働事業を行うことを目的に
設立された団体であり、管内の道路状況､交通特性
及び社会経済状況に精通していること等、本業務に
おいて求められる上記の能力を有する唯一の法人で
ある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

7244
特定非営利活動法人　東
紀州ＩＴコミュニティ

平成１７年度みえ道の駅ユーザー
ズくらぶ利用統計調査

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年8月2日 1,008,000

「みえ道の駅ユーザーズくらぶ」ホームページの更
新と、投稿した利用者及びクラブ会員の利用統計調
査を行い、今後の基礎資料とする業務でありシステ
ム内のデータ等の集積が必要とされる。特定非営利
活動法人「東紀州ＩＴコミュニティ」は、「みえ道
の駅ユーザーズくらぶ」システムを構築し、唯一
ホームページの改変が可能な法人である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7245
特定非営利活動法人　東
紀州ＩＴコミュニティ

平成１７年度　みえ「道の駅」
ユーザーズくらぶ利用統計調査

松本　良一
中部地方整備局紀勢国道事務
所
松阪市鎌田町144-6

平成17年12月22日 1,470,000

「道の駅ユーザーズくらぶ」の運営についてはホー
ムページの維持管理が主たる業務であり、システム
及びデータ等の更新技術が必要とされる。特定非営
利活動法人東紀州ＩＴコミュニティは「道の駅ユー
ザーズくらぶ」のシステムを構築しており、その著
作権を有している事から、唯一システムの改変が可
能な組織である。したがって、本業務の履行に必要
とされる諸条件を充足するものは東紀州ＩＴコミュ
ニティの他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
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びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
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＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

7246
特定非営利活動法人　風
土工学デザイン研究所

平成１７年度　矢作ダム水源地域
ビジョン策定検討業務

小出　武文
中部地方整備局矢作ダム管理
所
愛知県豊田市閑羅瀬町東畑67

平成17年5月23日 12,862,500

本業務は公共性の高い業務であり、多くの者からの
技術、情報等の収集が可能で、特定の利害関係を持
たない者に受託者が特定される必要がある。特定非
営利活動法人風土工学デザイン研究所は”ものづく
り”の新しい美学であ、る風土工学が誤認されるこ
となく、美しい構造物、美しい風土を後世に遺す国
土空間創出の推進に貢献するとともに、より広く文
化・社会・経済の発展に寄与することを目的として
設立された特定非営利活動法人であり、行政と地域
住民との橋渡しや、行政の総合的かつ網羅的情報
と、民間の貴重かつ豊富な現場情報を結合させる高
度な技術力を有している。更に、特定非営利活動法
人風土工学デザイン研究所は、平成１６年度矢作ダ
ム水源地ビジョン策定検討業務について実施してお
り、業務の状況、経緯、関連する情報等に精通、熟
知している。したがって、本業務の履行に必要とさ
れる諸条件を充足する者は特定非営利活動法人風土
工学デザイン研究所の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

7247
特定非営利活動法人　風
土工学デザイン研究所

平成１７年度　木曽川流域風土資
産調査検討業務委託

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成17年6月9日 9,870,000

 本業務の作業過程においては、土木工学の知識の
ほか、専門的な風土工学の知識が要求される。 風
土工学とは、地域の持つ風土文化の個性やローカル
アイデンティティーを具体的に土木事業等の整備等
に反映するために設計レベルへ翻訳する技術であ
り、総合的な工学として新たに確立された学問であ
る。 風土工学デザイン研究所は、個性豊かな地域
づくりのための実学として、風土工学の研究と普及
に貢献するため設立された我が国で唯一の研究所で
ある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

7248
特定非営利活動法人　風
土工学デザイン研究所

平成１７年度　新丸山ダム地域風
土資産検討業務委託

平光　文男
中部地方整備局新丸山ダム工
事事務所
岐阜県加茂郡八百津町八百津
3351

平成17年7月28日 5,344,500

今年度業務は、昨年度行った風土資産マップで知り
得た情報を活用して冊子に編纂する作業を通して、
地域の風土特性と調和し、良好な風土の形成に寄与
する施設のデザインや地域づくりを新丸山ダムデザ
インをとおして検討していくものである。したがっ
て、昨年度業務と深く関係するものであり、地域の
詳細な情報を熟知し、地域とのコミュニケーション
を図りながら実施できる者でなければならない。特
定非営利法人風土工学デザイン研究所は、風土工学
デザイン・地名文化・建築技術に関する幅広い分野
で調査研究・普及活動を行うとともに、市民、国、
地方公共団体等を対象に助言・支援・協力を行い、
国民の感性向上、美しいまちづくり、環境・風土の
保全、地名文化の保全等の公益の増進に寄与するこ
とを目的に設立されており、本業務の目的、業務内
容に関し遂行できるのは当法人をおいて他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
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点検の結果 講ずる措置 備考

7249
特定非営利活動法人　風
土工学デザイン研究所

平成１７年度　由比地すべり風土
工学検討業務

冨田　陽子
中部地方整備局富士砂防事務
所
富士宮市三園平1100

平成17年10月6日 13,020,000

 本業務の作業過程においては、土木工学の知識の
ほか、専門的な風土工学の知識が要求される。 風
土工学とは、地域の持つ風土文化の個性やローカル
アイデンティティーを具体的に土木事業等の整備等
に反映するために設計レベルへ翻訳する技術であ
り、総合的な工学として新たに確立された学問であ
る。 風土工学デザイン研究所は、個性豊かな地域
づくりのための実学として、風土工学の研究と普及
に貢献するため設立された我が国で唯一の研究所で
ある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

7250
特定非営利活動法人　風
土工学デザイン研究所

平成１７年度　狩野川風土工学検
討業務

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年10月6日 11,445,000

本業務は、土木工学の知識のほか地域の持つ風土文
化の個性やローカルアイデンティティーを具体的に
土木事業等の整備に反映させるために専門的な風土
工学の知識が要求される。風土工学デザイン研究所
は、個性豊かな地域づくりのための実学として、風
土工学の研究と普及に貢献するため設立された我が
国で唯一の研究所であり、本業務に必要とされる実
績も多く有している。また平成１６年度の「狩野川
中流域風土マップ検討業務」も風土工学デザイン研
究所が実施している。従って、本業務を遂行できる
機関はこれら諸条件を満足する風土工学デザイン研
究所の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7251
特定非営利活動法人　風
土工学デザイン研究所

平成１７年度　設楽ダム風土資産
調査業務委託

山内　博
中部地方整備局設楽ダム工事
事務所
新城市杉山字大東57

平成17年10月17日 3,255,000

特定非営利活動法人風土工学デザイン研究所は、美
しい構造物、美しい風土を後世に遺す国土空間創出
の推進に貢献するとともに、より広く文化・社会の
発展に寄与することを目的として設立されており、
本業務における目的、業務内容を遂行可能なのは当
法人以外にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

7252
特定非営利活動法人ＮＰ
Ｏ伊豆

平成１７年度　下田街道活用推進
業務委託

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年11月29日 16,422,000

本業務を遂行するためには、行政主導ではなく住民
の視点に立ち、地域の実情を熟知し、住民自らが行
う道づくり・地域づくりという視点での活動や、地
域に根付かせるための活動、自然・歴史・文化など
広い分野の専門家と精通しているとともにネット
ワークを有することが条件となる。「特定非営利活
動法人エヌ・ピー・オー伊豆」は、設立目的として
「伊豆の地域づくりについて、伊豆住民の意見収集
や調整を図りながら、行政、企業等に対して提案を
行い、住民の立場でその実現に参画することで、伊
豆の地域づくりをプロデュースするとともに、人材
養成、交流、情報提供等の事業を行い、伊豆の地域
づくりに寄与する。」としており、上記目的に合う
「下田街道交流会議」を主催し、専門家とのネット
ワークを有するとともに、地域住民自らによる荒れ
た街道の整備や平成１６年６月に発足した「下田街
道活用推進協議会」の旧下田街道小鍋峠・二本杉峠
保存整備等の活動を導くなどの活動実績を有してい
る。このことから、本業務に必要とされる業務執行
能力を充分に有している団体は、特定非営利活動法
人「エヌ・ピー・オー伊豆」の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
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7253
特定非営利活動法人砂防
広報センター

平成１７年度　砂防事業広報業務
委託

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成17年4月1日 63,000,000

本業務を実施するには、砂防行政について十分な知
識を保有するとともに、砂防広報に関する豊かな実
施経験を有し、効果的な広報事業を実行できる能力
と企画力が必要不可欠である。また、愛知万博は国
際博覧会であることから、国際的なイベントに関す
る実務経験を有していることも必要である。特定非
営利活動法人砂防広報センターは、土石流などの自
然災害に関し行政機関と連携して、市民に対しての
災害実態や、災害防止策に関する知識についての啓
発普及活動を通じ、地域の安全に貢献すること目的
として設立された組織であり、従前から全国の砂防
関係事業の広報活動の様々な業務実績を有するとと
もに、国際防災学会をはじめとする国際的なイベン
トの企画運営を行っている。したがって、本業務の
履行に必要とされる諸条件を充足する者は、特定非
営利活動法人砂防広報センター以外の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

7254
特定非営利活動法人砂防
広報センター

平成１７年度　越美山系広報検討
業務委託

神野　忠広
中部地方整備局越美山系砂防
事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺
137

平成17年8月1日 18,585,000

本業務は、砂防事業等に対し専門的知識を有し、砂
防広報の経験と実績を豊富に持ち、多様な砂防広報
を熟知した上で広報の計画・運営に携われることが
不可欠である。上記法人は、砂防事業等の広報を目
的に設立された特定非営利活動法人であり、長年に
亘って砂防広報に関する各種の企画・運営を行って
きた。又、過去の実績から独自に開発した広報手法
を多く有しており、さらに国土交通省の砂防事務所
及び地方自治体との連携事業の調整や有識者で組織
された砂防広報会議による実績など、砂防広報のさ
まざまな企画・運営・制作に関してのノウハウを有
している。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

7255
特定非営利活動法人砂防
広報センター

平成１７年度　砂防講演会業務委
託

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成17年8月10日 11,623,500

本業務を実施するには、砂防行政について十分な知
識を保有するとともに、砂防広報に関する豊かな実
施経験を有し、効果的な広報「砂防講事業を実行で
きる能力と企画力が必要不可欠である。また、講演
会は、多治見砂防国道事務所の他、地域自治体と連
携して開催するものであり、円滑な運営と効果的な
イベントに関する実務経験を有していることも必要
である。特定非営利活動法人砂防広報センターは、
四ッ目川災害について７０年記念誌「四ッ目川災害
と砂防」としてとりまとめを行っており、中津川地
域固有の災害に精通している。また、土石流などの
自然災害に関し行政機関と連携して、市民に対して
の災害実態や、災害防止策に関する知識についての
啓発普・及活動を通じ、地域の安全に貢献すること
を目的として設立された組織であり、従前から全国
の砂防関係事業の広報活動の様々な業務実績を有し
ているとともに、国際防災学会をはじめとする国際
イベントの企画運営を行っている。したがって、本
業務の履行に必要とされる諸条件を充足する者は、
特定非営利活動法人砂防広報センター以外の他にな
い。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施
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7256
特定非営利活動法人砂防
広報センター

平成１７年度　富士砂防広報展示
施設の利活用促進検討業務

冨田　陽子
中部地方整備局富士砂防事務
所
富士宮市三園平1100

平成17年8月12日 15,435,000

本業務の実施に当たっては、砂防事業と併せて広報
業務に関する専門的な知識と豊富な経験が必要であ
るとともに、これまでに上記法人が設置した多種の
広報機材に対する知識が不可欠である。特定非営利
活動法人 砂防広報センターは、砂防事業に関する
広報を企画推進することにより、砂防に対する国民
の理解を深めるとともに、砂防関係の学問並びに事
業の展開に寄与することを目的として設立された団
体であり、砂防事業・火山砂防事業に関する広報な
らびに既存広報資材に関する豊富な知識と経験、専
門的な技術力、資料の蓄積を有しており、当該業務
を実施できる唯一の団体である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

7257
特定非営利活動法人砂防
広報センター

平成１７年度　富士山火山砂防広
報企画検討業務

冨田　陽子
中部地方整備局富士砂防事務
所
富士宮市三園平1100

平成17年9月5日 33,600,000

本業務の実施には、昨年までに行われた火山砂防
フォーラムの開催にかかる手続き等のノウハウ、ま
た、広報企画と併せて砂防事業に関する豊富な専門
知識と経験が必要である。  特定非営利活動法人
砂防広報センターは、砂防事業に関する広報を企画
推進することにより、砂防に対する国民の理解を深
めるとともに、砂防関係の学問並びに事業の発展に
寄与することを目的として設立された団体であり、
砂防広報に関する様々な企画を実施してきたことに
よる豊富な知識と行政経験、広報資料を保有すると
ともに、特に火山砂防フォーラムをはじめとする砂
防事業に関する全国的な大規模イベントを実施し、
フォーラム実施に当たっての企画・運営等に関する
豊富かつ専門的な知識及び経験を有しており、当該
業務を実施できる唯一の団体である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

7258
特定非営利活動法人砂防
広報センター

平成１７年度　大谷崩３００年記
念行事企画検討業務

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成17年12月16日 3,202,500

本業務の実施にあたっては、行政と地域住民との協
働による構築に主眼を置いており様々な場面での協
議・模索・展開が必要であり、地震による土砂災害
に詳しく、砂防広報と併せて砂防事業に関する豊富
な専門知識を経験が必要である。特定非営利活動法
人砂防広報センターは、砂防事業に関する広報を企
画推進することにより、砂防に対する国民の理解を
深めるとともに、砂防関係の学問並びに事業の発展
に寄与することを目的に設立された団体であり、砂
防広報に関する様々な企画を実施してきたことによ
る豊富な知識と行政経験、広報資料を保有してい
る。また、昨年発生した新潟県中越地震においても
いち早く被災地に入り取材・広報を行うなど非常事
態での対応にも精通し、地域との協働、地震下での
土砂災害への対応、砂防広報を行える唯一の団体で
ある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施
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7259
特定非営利活動法人砂防
広報センター

平成１７年度　由比地すべり対策
事業広報企画検討業務

冨田　陽子
中部地方整備局富士砂防事務
所
富士宮市三園平1100

平成18年1月11日 20,580,000

本業務を実施するに当たっては、砂防事業及び砂防
行政に関する十分な専門知識を有していることはも
とより、砂防広報に関する豊かな実務経験を有し、
効果的な広報事業を実行できる企画力が必要不可欠
である。また、地すべりフォーラムを円滑に運営
し、効果的なイベントにするため、これまでに開催
された地すべりフォーラムの開催までの手続き及び
運営に関する事項等、当該フォーラムに関する実務
経験を有していることも必要である。 特定非営利
活動法人 砂防広報センターは、砂防に関する広報
を企画推進する事により、砂防に関する国民の理解
を深めるとともに、砂防関係の学問並びに事業の発
展に寄与することを目的として設立された団体であ
り、砂防広報に関する様々な企画を実施してきたこ
とによる 豊富な知識と行政経験、専門的な技術
力、広報資料の保有がある。 このことは、上記業
者が過去６回の地すべりフォーラム、及び火山砂防
フォーラム、土砂災害防止推進の集い全国大会等、
砂防、地すべり等に関する一連の広報活動を行い、
全国の砂防・防災に関するイベントなどの企画・運
営を行ってきたことからも裏付けられる。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

7260
特定非営利活動法人砂防
広報センター

平成１７年度　富士砂防情報セン
ター検討業務

冨田　陽子
中部地方整備局富士砂防事務
所
富士宮市三園平1100

平成18年1月18日 13,650,000

本業務の実施に当たっては、広報業務と併せて砂防
事業に関する専門的な知識と豊富な経験が必要であ
るとともに、富士砂防において実施している多岐に
わたる広報活動についても熟知している必要があ
る。また、本業務の実施にあたっては、これまでに
関連施設において設置した既存の展示物・ソフト等
を 大限活用しコスト縮減に努める必要がある。
特定非営利活動法人 砂防広報センターは、砂防事
業に関する広報を企画推進することにより、砂防に
対する国民の理解を深めるとともに、砂防関係の学
問並びに事業の展開に寄与することを目的として設
立された団体であり、砂防事業に関する広報ならび
に既存広報資材に関する豊富な知識と経験、専門的
な技術力、資料の蓄積を有している。また、これま
でに関連施設において設置した多くの展示物・ソフ
ト等の製作に関わり、また長崎県・大野木場砂防み
らい館（雲仙普賢岳）等全国の砂防広報関連施設に
携わった実績を持っている他、火山砂防フォーラム
等富士砂防事務所が関係する広報関連事業について
も熟知しているなど、当該業務を実施できる唯一の
団体である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施
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7261
特定非営利活動法人砂防
広報センター

平成１７年度　天竜川上流砂防広
報企画業務委託

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成18年2月6日 30,450,000

本業務は、土砂災害の軽減を図るための砂防施設に
ついて、立体的な映像を用いて分かりやすく効果的
に説明するための企画及び映像制作を行うものであ
り、広報企画・立体映像制作技術と併せて砂防に関
する専門的な知識と経験が必要である。特定非営利
活動法人 砂防広報センターは、日本各地で頻発し
ている土石流、地すべり、がけ崩れ、火山泥流、雪
崩などを原因とする自然災害に関し、行政の土砂災
害担当部局あるいは関係する団体と密接な連携をは
かりつつ、危険地域に住む人々及び一般国民に対し
て、災害の実態、災害防止策に関する知識について
の啓発・普及活動、海外との技術交流の促進等を通
じ、人命と財産の保全及び地域の安全の確保並びに
環境の保全に貢献することを目的として設立された
団体であり、砂防に関する専門的な知識と砂防広報
に関する豊富な知識や経験を有している。 また、
砂防広報のための立体的な映像を企画制作し、全国
各地で上映し情報発信の実績を有する唯一の団体で
ある。よって、本業務の履行に必要とされる諸条件
を充足するものは、特定非営利活動法人 砂防広報
センターの他にはない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

7262
特定非営利活動法人東紀
州ＩＴコミュニティ

平成１７年度　道の駅ユーザーズ
くらぶ管理運営支援業務

松本　良一
中部地方整備局紀勢国道事務
所
松阪市鎌田町144-6

平成17年4月1日 3,570,000

「道の駅ユーザーズくらぶ」の運営については東紀
州地域に位置する道の駅情報ホームページの維持管
理が主たる業務であり、システム及びデータ等の更
新技術が必要とされる。特定非営利活動法人東紀州
ＩＴコミュニティは東紀州地域に点在したＩＴブ
ループを統合した唯一のＮＰＯ団体であり東紀州地
域を中心としたポータルサイト「くまどこ」を設立
し各種情報をインターネットを活用し提供してい
る。また現在運営している「道の駅ユーザーズくら
ぶ」のシステムを構築しており、その著作権を有し
ている事から、唯一システムの改変が可能な組織で
もある。したがって、本業務の履行に必要とされる
諸条件を充足するものは東紀州ＩＴコミュニティの
他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7263
特定非営利活動法人日本
水フォーラム

平成１７年度　２００５年米国南
部における大規模浸水被害調査

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年11月7日 33,295,500

本業務の実施にあたっては、国内外の水問題に関す
る豊富な知識と調査経験並びに高度な技術力が必要
であることはもとより、国内外の水関係の行政機関
およびＮＧＯ等市民団体に対する強い人脈ネット
ワークが必要となる。日本水フォーラムは、国内外
の水問題解決などのため、我が国の水に関する産業
界、学会、政府（外務省、文部科学省、厚生労働
省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省
等）、ＮＧＯ等が広く参加し設立され、シンクタン
ク活動などを活動内容とする特定非営利活動法人で
あり、第３回世界水フォーラム時に培った人脈ネッ
トワークと、収集・構築した膨大なデータベースを
活用した国内外の様々な水問題に関する調査や世界
中の水関係者とのコネクションを生かした情報収集
活動などを行うことのできる唯一の団体である。
従って、本業務の実施にあたって必要となる特定の
能力を有する条件を満たす者は同団体をおいて他に
ない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

問題があるもの
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

7264
特定非営利活動法人日本
水フォーラム

平成１７年度　水に関わる危機管
理方策調査検討業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成18年2月13日 46,200,000

本業務の実施にあたっては、国内外の水問題に関す
る豊富な知識と調査経験並びに高度な技術力が必要
であることはもとより、国内外の水関係の行政機関
および等市民団体に対する強い人脈ネットワークが
必要となる。NGO日本水フォーラムは、国内外の水
問題解決などのため、我が国の水に関する産業界、
学会、政府（外務省、国土交通省、環境省）、NGO
等が広く参加し設立され、シンクタンク活動などを
活動内容とする特定非営利活動法人であり、第３回
世界水フォーラム時に培った人脈ネットワークと、
収集・構築した膨大なデータベースを活用した国内
外の様々な水問題に関する調査や世界中の水関係者
とのコネクションを生かした情報収集活動などを行
うことのできる唯一の団体である。従って、本業務
を実施できるものは、特定非営利活動法人日本水
フォーラムをおいて他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

7265 独立行政法人国立印刷局 官報掲載料

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月1日 6,498,135

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

7266
日本エヌ・ユー・エス
（株）

平成１７年度　西鹿島地区環境調
査業務

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年5月17日 22,050,000

本業務は、内容が技術的に高度のため、「建設コン
サルタント選定委員会」が、当該業務についてプロ
ポーザルに基づき技術的に 適として、日本エヌ・
ユー・エス（株）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7267
日本オーチス・エレベー
タ（株）

平成１７年度エレベータ設備の保
守

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月1日 4,375,350

本設備の性質上、人命尊重の立場から特に安全性、
正確性が要求され、当該保守点検にあたっては、構
造、性能等を熟知した技術者が必要であり、また、
突発的な事故等に対して迅速な対応が要求される。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

7268
日本スペースイメージン
グ（株）

平成１７年度　安倍川流域高解像
度衛星画像データ購入

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成17年5月2日 2,205,000

安倍川河口から源流部まで、支川との合流状況も含
めて濁水状況を明確に把握するためには、高解像度
かつ同一時期の画像が必要であるが、これを満たす
ものとしては、米国が打ち上げた画像データしか存
在しない。１９９４年に米国ロッキード社と共にＩ
ＫＯＮＯＳ衛生プロジェクトに参画し三菱商事がＩ
ＫＯＮＯＳに関する日本地域の撮影権と販売権を取
得し、三菱商事が１００％出資で設立した日本ス
ペースイメージング（株）が運用している。した
がって、本画像を取得するには日本スペースイメー
ジング（株）しかないことから同社と随意契約する
ものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7269 日本ダイナマット（株） 平成１７年度走行車両重量計購入

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年10月26日 9,450,000

本業務は、車両重量調査のために、移動式の走行車
両重量計の購入を行うものであり、実走行状態での
走行車両重量計は、日本ダイナマット（株）でしか
製造販売していない。よって、購入にあたっては、
製造元である日本ダイナマット（株）から購入する
他はない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7270 日本テレコム（株） 電話料

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月1日 4,080,430

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
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点検の結果 講ずる措置 備考

7271
日本ユーティリティサブ
ウェイ（株）

平成１７年度　愛知共同溝監視業
務委託

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年4月1日 502,950,000

本業務の対象となる共同溝に収容される各施設は、
都市の重要なライフラインが収容されており、これ
らが損傷した場合、社会に与える影響は重大である
ことから、その安全性が確保されることが必要であ
る。日本ユーティリティサブウェイ㈱は、入溝企業
者の出資により共同溝監視業務を目的に設置された
会社であり、共同溝の監視が可能な唯一の会社であ
る。また、中部地方整備局長と当該業者の間では協
定書（共同溝の監視業務等に関する基本協定書）
（昭和６２年）を締結しており、本業務を当該業者
と契約することが、共同溝の安全性確保のために必
要である。従って、日本ユーティリティサブウェイ
㈱と随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

7272 日本ユニシス（株）
平成１７年度　行政文書ファイル
管理システム保守業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月1日 1,354,500

行政文書ファイル管理システムは、行政文書の書誌
情報登録・検索用として使用するものであり、情報
は国土交通省本省を通じて総務省に登録され、２０
０１年４月からはインターネットを通じて国民に公
開されている。このため、本省－地方整備局間の安
定した連携運用が必要とされ、本省において選定し
た日本ユニシスの（ＯＧ－ＤＯＣＳ）システムをカ
スタマイズのうえ、全地方整備局で採用している。
本保守業務契約は、修正プログラムの提供を含み、
システムに発生する著作権のうち、著作者人格権は
システムを単独で設計開発した日本ユニシス株式会
社が保有しており、プログラムの変更及び追加には
著作権の制約を受けること、及びシステムの安定的
運用を確保するためにはシステムの運用に精通して
いる必要がある。以上のように、本業務の実施に必
要な著作権、能力を有する者は同社をおいて他にな
い。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7273 日本ユニシス（株）
平成１７年度　特殊車両通行許可
における電子公文書作成システム
構築業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成18年1月20日 13,860,000

本業務の実施にあたっては、公文システムのシステ
ム環境に精通していることはもちろんのこと、既に
運用中の特車オンライン申請システム（以下、「特
車システム」という。）と公文システム間のデータ
通信等、連携稼働についても精通していなければな
らない。日本ユニシス株式会社は、関東地方整備局
において特車システムと連携稼働するようよう公文
システムを改良、納入しており、システムの環境お
よび連携について熟知しているのみならず公文シス
テムの開発者であり、システムの連接性を確保する
ことができる。また、著作者人格権を保有している
ことから、正確かつ効率的なシステム移植および責
任所在を明確化できる唯一の業者である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7274 日本技術開発（株）
平成１７年度２５号橋梁補修詳細
設計業務委託

村松　千明
中部地方整備局北勢国道事務
所
四日市市南富田町4-6

平成17年5月25日 26,985,000

本業務は内容が技術的に高度なものまたは専門的な
技術が要求されるもののため、「簡便型プロポーザ
ル方式」により、「建設コンサルタント選定委員
会」において、 適は建設コンサルタントとして、
日本技術開発（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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7275 日本技術開発（株）
平成１７年度　１号静清ＢＰ能島
地区耐震補強詳細設計業務委託

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年6月7日 48,195,000

本業務は、内容が技術的に高度なもののため、「プ
ロポーザル方式」により、「建設コンサルタント選
定委員会」において、 適な建設コンサルタントと
して、日本技術開発（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7276 日本技術開発（株）
平成１７年度２３号中勢道路嬉野
地区橋梁詳細設計業務

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年6月14日 25,620,000

本業務は、標準的な業務の実施方法等（標準歩掛
等）が定められていないため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適なコンサルタントとして、日本技術開
発（株）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7277 日本技術開発（株）
平成１７年度　高山国道管内環境
調査

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成17年6月28日 39,900,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「簡便型プロポーザ
ル方式」により、「建設コンサルタント選定委員
会」において、 適な建設コンサルタントとして、
日本技術開発(株)を特定した。よって、随意契約す
るものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7278 日本技術開発（株）
平成１７年度　２３号豊橋ＢＰ佐
脇地区橋梁詳細設計業務委託

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年7月26日 192,675,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため「プロポーザル方式」
により、「建設コンサルタント選定委員会」におい
て、 適な建設コンサルタントとして、日本技術開
発株式会社を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7279 日本技術開発（株）
平成１７年度　１号岡崎矢作駅前
横断歩道橋詳細設計業務委託

西井　幸春
中部地方整備局愛知国道事務
所
名古屋市千種区池下町2-62

平成17年8月2日 19,110,000

横断歩道橋の構造（景観）検討に際し、高度な専門
知識及び技術が要求されることから、「標準型プロ
ポーザル方式」により、「建設コンサルタント選定
委員会」において、 適な建設コンサルタントとし
て、日本技術開発株式会社を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7280 日本技術開発（株）
平成１７年度　岐阜国道管内中部
地区橋梁補強設計業務委託

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年9月29日 27,510,000

本業務は、高度な技術を要求される内容であるた
め、「簡便型プロポーザル方式」により、「建 設
コンサルタント選定委員会」において、 適な建設
コンサルタントとして、日本技術開発（株） を選
定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7281 日本技術開発（株）
平成１７年度　３０２号公共交通
支援調査業務委託

西井　幸春
中部地方整備局愛知国道事務
所
名古屋市千種区池下町2-62

平成17年9月30日 14,700,000

本業務は、高度な専門知識及び技術が要求されるた
め、平成１６年度に「標準型プロポーザル方式」に
より技術提案を受け、「建設コンサルタント選定委
員会」において、 適な建設コンサルタントとし
て、日本技術開発（株）を特定した。平成１７年度
業務は、平成１６年度業務の継続業務であり、過年
度にとりまとめられた成果を基に具体的な影響予
測、対策手法及び整備手法について検討を行うもの
である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

7282 日本技術開発（株）
平成１７年度　三遠・佐久間道路
構造検討業務委託

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年12月13日 39,060,000

本務の内容は、高度且つ専門的な技術が要求される
ことから、「プロポーザル方式」により、「建設コ
ンサルタント選定委員会」において、 適な建設コ
ンサルタントとして、日本技術開発（株）を特定し
た。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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7283 日本技術開発（株）
平成１７年度　揖斐川　赤須賀周
辺整備及び港橋実施設計業務委託

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成17年12月20日 18,165,000

本業務は、主たる工種が標準歩掛等によって積算が
不可能なため、「簡便型プロポーザル」により「木
曽川下流河川事務所建設コンサルタント選定委員
会」において、 適な建設コンサルタントとして、
日本技術開発㈱を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7284 日本技術開発（株）
平成１７年度　浜松管内交通安全
施設等設計業務委託

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年12月26日 7,770,000

本業務は、主たる業務の標準歩掛によって積算がで
きないため、「プロポーザル方式」により、「建設
コンサルタント選定委員会」において、 適な建設
コンサルタントとして、日本技術開発（株）を特定
した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7285 日本技術開発（株）
平成１７年度　静国管内東部橋梁
補強設計業務委託

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年12月27日 44,205,000

本業務は、内容が技術的に高度なもののため、「プ
ロポーザル方式」により、「建設コンサルタント選
定委員会」において、 適な建設コンサルタントと
して、日本技術開発（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7286 日本技術開発（株）
平成１７年度　２３号豊橋ＢＰ神
野新田地区道路予備設計業務委託

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年12月28日 10,920,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため「プロポーザル方式」
により、「建設コンサルタント選定委員会」におい
て、 適な建設コンサルタントとして、日本技術開
発株式会社を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7287 日本技術開発（株）
平成１７年度　三遠道路トンネル
詳細設計修正業務委託

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成18年1月13日 63,525,000

本業務の内容は、高度且つ専門的な技術が要求され
ることから、「プロポーザル方式」により、「建設
コンサルタント選定委員会」において、 適な建設
コンサルタントとして、日本技術開発（株）を特定
した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7288 日本技術開発（株）
平成１７年度　１５３号伊南ＢＰ
飯島地区道路詳細設計業務委託

若尾　豊信
中部地方整備局飯田国道事務
所
飯田市東栄町3350

平成18年1月31日 18,165,000

本業務は、高度な知識及び豊かな経験が要求される
もののため、「プロポーザル方式」により、「建設
コンサルタント選定委員会」において 適な建設コ
ンサルタントとして、日本技術開発（株）を特定し
た。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7289
日本建設コンサルタント
（株）

平成１７年度　矢作ダム　自然環
境対策検討業務

小出　武文
中部地方整備局矢作ダム管理
所
愛知県豊田市閑羅瀬町東畑67

平成17年4月26日 21,630,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、平成１６年度に「プ
ロポーザル方式」により、「矢作ダム管理所入札・
契約手続運営委員会」において 適な業者として日
本建設コンサルタント（株）を特定したものであ
る。本年度も引き続き下流自然環境の保全及び改善
検討を行うため、昨年度行われた矢作ダム貯水池総
合管理計画検討委員会の自然対策の経緯の把握や自
然環境対策に関する高度又は専門的な技術力・知識
力が必要である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

7290
日本建設コンサルタント
（株）

平成１７年度　菊川・天竜川耐震
及び津波対策検討業務

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年5月16日 25,620,000

本業務は昨年度、内容が技術的に高度のため、「建
設コンサルタント選定委員会」が、当該業務につい
てプロポーザルに基づき技術的に 適として、日本
建設コンサルタント（株）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

7291
日本建設コンサルタント
（株）

平成１７年度　菊川河川整備基本
方針検討業務

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年5月18日 38,850,000

本業務は、内容が技術的に高度のため、「建設コン
サルタント選定委員会」が、当該業務についてプロ
ポーザルに基づき技術的に 適として、日本建設コ
ンサルタント（株）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7292
日本建設コンサルタント
（株）

平成１７年度　安倍川河川整備計
画検討業務

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成17年5月27日 24,150,000

本業務は、平成１３年度から「河川整備方針
（案）・河川整備計画（案）」の策定に向けて検討
を進めており平成１３年度にプロポーザル方式によ
り「建設コンサルタント選定委員会」において、
適な建設コンサルタントとして日本建設コンサルタ
ント（株）を選定した。平成１３年度から河川整備
方針（案）の策定にあたり資料収集や基礎検討を実
施してきており、平成１７年度中に整備計画（案）
の策定を行うものである。本業務の結果を踏まえた
整備計画（案）をもって流域委員会へ原案提示する
ものであるが、全国で整備計画が順次策定されてい
く中、河川管理者の説明すべき項目が多岐にわた
り、かつ、その内容もグレードアップしてゆく状況
にあり、安倍川の整備計画においても土砂河川とい
う特殊性を含めさらなる補足説明が必要とされ、原
案提示には至らなかった。この様に平成１６年度で
慨成した安倍川河川整備計画検討業務について、説
明資料の補足部分を拡充させる必要があるが、これ
はプロポーザル方式により選定した本業務の残業務
に当たるので「建設コンサルタント選定委員会」が
平成年度に「プロポーザル方式」によって選定した
日本建設コンサルタント（株）と随意契約を行い、
業務完了しようとするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

7293
日本建設コンサルタント
（株）

平成１７年度牧田川金草川合流点
処理検討業務

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年6月3日 27,825,000

本業務は内容が技術的に高度なため「建設コンサル
タント選定委員会」が、当該業務、についてプロ
ポーザルに基づき技術的に 適であるとして日本建
設コンサルタント（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7294
日本建設コンサルタント
（株）

平成１７年度　与田切川河床材料
調査業務委託

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成17年7月6日 9,261,000

本業務は、内容が技術的に高度なものまたは、専門
的な技術が要求されるものであるため、「プロポー
ザル方式」により、「建設コンサルタント選定委員
会」において、 適な建設コンサルタントとして、
日本建設コンサルタント株式会社を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

7295
日本建設コンサルタント
（株）

平成１７年度　高山清見道路高山
ＩＣ詳細設計業務委託

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成17年7月13日 23,457,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「簡便型プロポーザ
ル方式」により、「建設コンサルタント選定委員
会」において、 適な建設コンサルタントとして、
日本建設コンサルタント(株)を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7296
日本建設コンサルタント
（株）

平成１７年度　柿田川管路移動影
響調査業務

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年8月2日 13,597,500

本業務は、昨年度「建設コンサルタント選定委員
会」が、内容が専門的なため、プロポーザルに基づ
き技術的に 適なコンサルタントとして日本建設コ
ンサルタント（株）を選定している。本業務は昨年
度提出された技術提案書に基づくもので昨年度まで
の業務と一体不可分であり、同一業者により実施す
る必要がある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

7297
日本建設コンサルタント
（株）

平成１７年度　安倍川水環境検討
業務

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成17年8月5日 16,065,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため「プロポーザル方式」
により、「建設コンサルタント選定委員会」におい
て、 適な建設コンサルタントとして、日本建設コ
ンサルタント（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7298
日本建設コンサルタント
（株）

平成１７年度　揖斐川　御砂排水
樋管実施設計業務委託

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成17年9月12日 46,305,000

本業務は、主たる工種が標準歩掛等によって積算が
不可能なため、「簡便型プロポーザル」により「木
曽川下流河川事務所建設コンサルタント選定委員
会」において、 適な建設コンサルタントとして、
日本建設コンサルタント㈱を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7299
日本建設コンサルタント
（株）

平成１７年度宮川河川整備基本方
針・整備計画検討業務

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年10月7日 28,770,000

本業務は、標準的な業務の実施手法が定められてい
ない業務であること、及び技術的に高度かつ専門的
なものであることから、簡便型プロポーザル方式に
基づき建設コンサルタント選定委員会において技術
的に 適として日本建設コンサルタント（株）を選
定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7300
日本建設コンサルタント
（株）

平成１７年度内水計画検討業務

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年11月1日 6,720,000

本業務は、流域の内水特性を把握するとともに対策
方法を検討するためモデル構築し、それを基に各種
対策メニューによる効果を検証し 適な内水計画を
検討する必要がある。 日本建設コンサルタント
（株）は、「平成１６年度内水計画検討業務」の実
施に際し内容が技術的に高度なもの又は専門的な技
術が要求されるため、「プロポーザル方式」により
「建設コンサルタント選定委員会」において 適な
建設コンサルタントとして特定され、内水モデルを
構築した。今年度は各種メニューをモデルに組込み

適案を検討する継続業務であり、日本建設コンサ
ルタント（株）はロジックに熟知し業務に精通して
いることから本業務の遂行に必要な能力を有してい
る唯一の者である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

7301
日本建設コンサルタント
（株）

平成１７年度内水施設評価検討業
務

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年11月7日 8,400,000

 本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的
な技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、日本建
設コンサルタント（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7302
日本建設コンサルタント
（株）

平成１７年度　塩川床固工群予備
設計業務委託

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成17年11月11日 12,390,000

本業務は、床固工群の予備設計及び護岸工の詳細設
計を行うものである。本業務は、内容が技術的に高
度なもの又は専門的な技術が要求されるもののた
め、「プロポーザル方式」により「建設コンサルタ
ント選定委員会」において、 適な建設コンサルタ
ントとして、日本建設コンサルタント株式会社を選
定したものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7303
日本建設コンサルタント
（株）

平成１７年度　新丸山ダム堆砂計
画検討業務委託

平光　文男
中部地方整備局新丸山ダム工
事事務所
岐阜県加茂郡八百津町八百津
3351

平成17年11月30日 20,107,500

本業務における主たる工種が、標準歩掛等によって
積算が不可能なため、「簡便型プロポーザル」によ
り、「新丸山ダム工事事務所建設コンサルタント選
定委員会」において、適切な業者として、日本建設
コンサルタント（株）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7304
日本建設コンサルタント
（株）

平成１７年度　１号静清ＢＰ新伝
馬地区橋梁詳細設計業務委託

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年12月9日 58,065,000

本業務は、内容が技術的に高度なもののため、「プ
ロポーザル方式」により、「建設コンサルタント選
定委員会」において、 適な建設コンサルタントと
して、日本建設コンサルタント（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7305
日本建設コンサルタント
（株）

平成１７年度　庄内川河道掘削測
量設計業務

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年12月22日 25,515,000

本業務は、水位低下対策としての河道掘削を効果的
に実施していく必要があり、詳細設計を実施し、今
後発注する工事の基礎資料とするものである。本業
務は、内容が技術的に高度でかつ専門的な技術が要
求されるもののため、「プロポーザル方式」によ
り、「建設コンサルタント選定委員会」において、

適な建設コンサルタントとして、日本建設コンサ
ルタント（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7306
日本建設コンサルタント
（株）

平成１７年度　小渋川土砂動態解
析業務委託

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成18年1月6日 8,505,000

本業務は、小渋川本川における土砂移動に関するモ
ニタリング調査結果①河床変動測量（平成10年度～
平成16年度）②河床材料調査（平成13年～平成16年
度）のとりまとめを行い、土砂移動特性の把握を行
うと共に土砂流出モデルの精度向上を図るものとす
る。本業務は、内容が技術的に高度なものまたは、
専門的な技術が要求されるものであるため、「プロ
ポーザル方式」により、｢建設コンサルタント選定
委員会｣において、 適な建設コンサルタントとし
て日本建設コンサルタント株式会社を選定した。
よって、会計法第29条の3項第4項、予算決算及び会
計令102条の4第3号に基づき、随意契約するもので
ある。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの



件数
契約の相手方の商
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住所
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＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

7307
日本建設コンサルタント
（株）

平成１７年度　大堀田沢砂防堰堤
外１件予備設計業務委託

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成18年2月1日 14,280,000

本業務は、砂防堰堤の各種測量及び予備設計を実施
するものである。本業務は、高度な技術および専門
的な技術が要求される業務であるため、「プロポー
ザル方式」により、「建設コンサルタント選定委員
会」において、 適な建設コンサルタントとして、
日本建設コンサルタント（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7308 日本工営（株）
平成１７年度　小里川ダム環境調
査及び水質対策検討業務

中島　一好
中部地方整備局小里川ダム管
理所
恵那市山岡町田代1565-21

平成17年4月1日 49,455,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため「標準型プロポーザル
方式」により「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、日本工
営（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7309 日本工営（株）
平成１７年度　越美砂防事業効果
検討業務委託

神野　忠広
中部地方整備局越美山系砂防
事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺
137

平成17年4月28日 23,940,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、平成１６年から平成
１７年度の２カ年業務として、簡便型プロポーザル
方式により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、日本工
営（株）を特定した。本年度は２年目の業務を実施
するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

7310 日本工営（株）
平成１７年度　駿河海岸漂砂管理
計画検討業務

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成17年5月26日 13,114,500

^本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的
な技術が要求されるもののため、平成１４年度から
の３ヶ年業務として「プロポーザル方式」により
「建設コンサルタント選定委員会」を開催し、 適
な建設コンサルタントとして、日本工営（株）を特
定した。本業務は委員会方式により学識経験者のご
指導を賜りながら実施するものであり、業務の完了
は、平成１６年度を予定していたが、委員会におけ
るご指導により追加検討項目が生じたため平成１７
年度に追加項目の検討を実施するものである。よっ
て、会計法第２９条の３第４項、及び予算決算及び
会計令１０２条の４第３号に基づき、随意契約する
ものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

7311 日本工営（株）
平成１７年度　２３号豊橋ＢＰ豊
橋小坂井水文調査

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年6月8日 18,165,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため「プロポーザル方式」
により、「建設コンサルタント選定委員会」におい
て、 適な建設コンサルタントとして、日本工営株
式会社を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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7312 日本工営（株）
平成１７年度　５２号清水ＩＣ関
連整備検討業務委託

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年6月10日 24,465,000

本業務は、５２号清水ＩＣ関連において、将来交通
量推計を実施し、清水ＩＣ関連事業の整備効果確認
を行い、事業評価資料の作成と道路詳細修正設計を
行うものである。本業務では、内容が技術的に高度
なもの又は専門的な技術が要求されるもののため、
「プロポーザル方式」により、「建設コンサルタン
ト選定委員会」において、 適な建設コンサルタン
トとして、日本工営（株）を特定した。よって、会
計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１
０２条の４第三号に基づき、随意契約するものであ
る。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7313 日本工営（株）
平成１７年度　管内防災カルテ点
検業務委託

若尾　豊信
中部地方整備局飯田国道事務
所
飯田市東栄町3350

平成17年6月17日 30,135,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、２カ年
の予定で平成１６年度に日本工営（株）を特定し業
務を委託した。このことから、昨年度の定期点検、
カルテ台帳更新、危険箇所抽出を実施した能力を活
用することが効率的であり今年度も引き続き本業務
を委託することが適切である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

7314 日本工営（株）
平成１７年度　有脚式離岸堤等施
設効果評価検討業務

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成17年7月4日 17,010,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、平成１６年度からの
２ヶ年業務として「プロポーザル方式」により「建
設コンサルタント選定委員会」において、 適な建
設コンサルタントとして（株）日本工営を特定し
た。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

7315 日本工営（株）
平成１７年度　富士海岸保全計画
検討業務

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年7月7日 34,860,000

本業務は「建設コンサルタント選定委員会」が、当
該業務についてプロポーザルに基づき技術的に 適
として日本工営（株）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7316 日本工営（株）
平成１７年度　戸草ダム計画検討
及び地質調査業務委託

榎村　康史
中部地方整備局三峰川総合開
発工事事務所
長野県伊那市長谷溝口1527

平成17年7月29日 62,160,000

本業務は当事務所建設コンサルタント選定委員会
が、「簡便型プロポ－ザル方式」により、技術的に

適な建設コンサルタント業者として日本工営
（株）を選定した為。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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7317 日本工営（株）
平成１７年度　小渋ダム係船設備
詳細設計業務委託

野村　正之
中部地方整備局天竜川ダム統
合管理事務所
長野県上伊那郡中川村大草
6884-19

平成17年8月2日 1,995,000

係船設備の詳細設計についての実績を有する数社に
対し、技術提案書の提出を求め、その結果、日本工
営㈱の技術提案書の内容が も優れていることに加
えて、本業務の遂行体制においては、多分野にわた
る技術者を配置していることから、多岐にわたる視
点からの検討が期待できるとともに、積極的に取り
組む姿勢であることが明瞭に示されている。また、
日本工営㈱は、過去に「油木ダム堰堤改良工事（係
船設備設計業務委託）第１５４４５－３５１号」や
「藤井川総合開発事業余水吐改造工実施設計委託」
等、係船設備の詳細設計だけでなく、ワイヤロープ
ウインチ式の開閉装置を含めたダム用ゲート設備の
詳細設計について、多くの検討を実施している会社
で、本業務の遂行が可能な会社である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7318 日本工営（株）
平成１７年度　天竜川上流河道内
樹木対策検討業務委託

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成17年8月10日 11,025,000

本業務は、２年間の継続業務とする「プロポーザル
方式」により、 適な建設コンサルタントとして日
本工営㈱を特定したもので、本業務はその２年目の
業務である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

7319 日本工営（株）
平成１７年度　天竜川上流治水事
業広報広聴活動検討業務委託

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成17年8月31日 22,575,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるため、「プロポーザル方式」によ
り、 適な建設コンサルタントとして、日本工営
（株）名古屋支店を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7320 日本工営（株）
平成１７年度　高地谷第１砂防え
ん堤詳細設計業務委託

神野　忠広
中部地方整備局越美山系砂防
事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺
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平成17年8月31日 66,150,000

本業務は、不透過型重力式ソイルセメントえん堤の
ハイダムを想定しており、内容が技術的に高度なも
ので且つ、専門的な技術が要求されるもののため、
「簡便型プロポーザル方式」により、「建設コンサ
ルタント選定委員会」におい、て 適な建設コンサ
ルタントとして、日本工営（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7321 日本工営（株）
平成１７年度　庄内川枇杷島地区
特定構造物改築事業環境調査業務

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年9月12日 32,865,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、日本工
営（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7322 日本工営（株）
平成１７年度　新丸山ダム工事中
操作制御設備設計業務委託

平光　文男
中部地方整備局新丸山ダム工
事事務所
岐阜県加茂郡八百津町八百津
3351

平成17年9月16日 14,700,000

本業務を実施するにあたり、主たる工種が標準歩掛
にないことから、「簡便型プロポーザル方式」によ
り、「新丸山ダム工事事務所建設コンサルタント選
定委員会」において、適切な建設コンサルタントと
して、日本工営（株）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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7323 日本工営（株）
平成１７年度　大規模地震時にお
ける砂防施設等影響検討業務委託

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成17年9月28日 21,000,000

本業務は、２年間の継続業務とする「プロポーザル
方式」により、 適な建設コンサルタントとして日
本工営株式会社を選定したもので、本業務はその２
年目の業務である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

7324 日本工営（株）
平成１７年度　高山国道管内管理
計画整理検討業務委託

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成17年9月29日 33,390,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「簡便型プロポーザ
ル方式」により、「建設コンサルタント選定委員
会」において、 適な建設コンサルタントとして、
日本工営(株)を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7325 日本工営（株）
平成１７年度　伊豆地域高度交通
システム導入検討業務委託

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年10月4日 87,885,000

本業務は平成１６年度に内容が専門的であるため
「建設コンサ、ルタント選定委員会」が当該業務に
ついて、平成１６年度～平成１７年度の２ヶ年に係
るプロポーザルに基づき、技術的に 適なコンサル
タントとして、㈱日本工営を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

7326 日本工営（株）
平成１７年度　１５５号豊田南バ
イパス深田山地区水文環境調査

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年10月4日 27,300,000

本業務は、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、日本工
営㈱を選定した。よって、随意契約するものであ
る。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7327 日本工営（株）
平成１７年度　横山ダム管理用設
備設計業務委託

松岡　博
中部地方整備局横山ダム工事
事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山
1330

平成17年10月7日 3,990,000

本業務は、主たる工種が標準分掛等によって積算が
不可能なため、「簡便型プロポーザル」により「横
山ダム工事事務所建設コンサルタント選定委員会」
において、 適建設コンサルタントとして日本工営
㈱を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7328 日本工営（株）
平成１７年度　新丸山ダム堤体設
計検討業務委託

平光　文男
中部地方整備局新丸山ダム工
事事務所
岐阜県加茂郡八百津町八百津
3351

平成17年10月12日 38,220,000

本業務は、ダムコンクリート打設に伴い発生する温
度応力の解析と対策に関する検討を行うものであ
る。本業務における、主たる、工種が標準歩掛等に
よって積算が不可能なため「簡便型プロポーザル」
により「新丸山ダム工事事務所建設コンサルタント
選定、委員会」において、適切な業者として、日本
工営（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7329 日本工営（株）
平成１７年度２３号中勢道路稲生
地区地下水動向調査

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年10月28日 15,855,000

本業務は、標準的な業務の実施方法等（標準歩掛
等）が定められていないため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適なコンサルタントとして、日本工営
（株）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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号又は名称、及び
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7330 日本工営（株）
平成１７年度　３０２号東南部橋
梁修正設計業務委託

西井　幸春
中部地方整備局愛知国道事務
所
名古屋市千種区池下町2-62

平成17年11月2日 48,300,000

本業務は、高度な専門知識及び技術が要求されるた
め、平成１７年度に「品質価格評価型プロポーザル
方式」により技術提案を受け、「建設コンサルタン
ト選定委員会」において、 適な建設コンサルタン
トとして、日本工営（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7331 日本工営（株）
平成１７年度　アウトカム指標算
出システム検討業務

山口　一美
中部地方整備局東海幹線道路
調査事務所
豊橋市駅前大通2-33-1 開発ビ
ル6階

平成17年11月10日 30,345,000

本業務は、内容が技術的に高度なため、「建設コン
サルタント選定委員会」が、当該業務についてプロ
ポーザルに基づき技術的に 適として日本工営株式
会社を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7332 日本工営（株）
平成１７年度　三遠道路トンネル
電気通信設備設計業務委託

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年12月9日 72,030,000

本業務は、三遠道路に新設される「別所」「久井
田」「名号」の３トンネルにおける電気通信設備に
ついて詳細設計を、「三遠」「大島」２トンネルに
おける電気通信設備について修正設計検討を行うも
のであり、内容が技術的に高度なもの又は専門的な
技術が要求されるもののため、「プロポーザル方
式」により、「建設コンサルタント選定委員会」に
おいて、 適な建設コンサルタントとして、日本工
営（株）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7333 日本工営（株）
平成１７年度　伊豆地域交通円滑
化調査

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年12月16日 12,390,000

本業務は、伊豆地域の交通円滑化計画を策定するた
めの調査である。本業務は、上記の業務内容におい
て標準的な業務の実施方法等が定められていないた
め、「建設コンサルタント選定委員会」が当該業務
についてのプロポーザルに基づき、技術的に 適な
コンサルタントとして、日本工営（株）を選定し
た。よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号に基づき、随意契約するもの
である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7334 日本工営（株）
平成１７年度　遠州豊田ＰＡの有
効活用に関する調査業務委託

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年12月19日 16,170,000

本業務は、東名高速道路遠州豊田パーキングエリア
におけるスマートＩＣ社会実験の効果測定をするこ
とを目的としている。本業務は、主たる業務の標準
歩掛によって積算ができないため、「プロポーザル
方式」により、「建設コンサルタント選定委員会」
において、 適な建設コンサルタントとして、日本
工営（株）を特定した。よって、会計法第２９条の
３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第
三号に基づき、随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7335 日本工営（株）
平成１７年度道路画像処理システ
ムの活用検討業務

金木　誠
中部地方整備局中部技術事務
所
名古屋市東区大幸南1-1-15

平成18年1月12日 17,640,000

本業務は、内容が技術的に高度なものまたは専門的
な技術が要求されるものであるため、「簡便型プロ
ポーザル方式」により、「建設コンサルタント選定
委員会」において、 適な建設コンサルタントとし
て、日本工営(株)を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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7336 日本工営（株）
平成１７年度　名古屋南部地域課
題解決検討業務委託

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成18年1月31日 64,995,000

本業務は、昨年度実施した「平成１６年度２３号沿
道地域における課題解決検討業務」の継続業務であ
り、内容が技術的に高度なもので専門的な技術が要
求される業務であったため、「プロポーザル方式」
による「建設コンサルタント選定委員会」を開催
し、日本工営（株）を 適な建設コンサルタントと
して特定・契約し、履行したところである。本業務
は、当初から２箇年で実施する予定であった業務を
引き続き実施するものであり、昨年度業務と今年度
業務の検討内容に一貫性が必須であることから、昨
年度業務を履行した日本工営（株）が今回業務を履
行できる唯一の建設コンサルタントである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方
式による継続）

7337 日本工営（株）
平成１７年度　富士山周辺の地震
解析調査検討業務

冨田　陽子
中部地方整備局富士砂防事務
所
富士宮市三園平1100

平成18年2月10日 11,340,000

本業務は、江戸時代から現代にかけて、富士山周辺
（愛知県、岐阜県、三重県、長野県南部、静岡県及
び山梨県南部）で発生した地震やその後の豪雨に
よって発生した土砂移動（災害）の事例をできるだ
け多く収集・整理し、富士山周辺において今後起こ
りうる地震関連災害に対する危機管理のための基礎
資料を作成することを目的とし、実施するものであ
る。   本業務は、内容が技術的に高度なもの又は
専門的な技術が要求されるもののため、「プロポー
ザル方式」により、「建設コンサルタント選定委員
会」において、 適な建設コンサルタントとして、
日本工営株式会社を特定した。   よって、会計法
第２９条の３項第４項、予算決算及び会計令１０２
条の４第３号に基づき、随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7338 日本工営（株）
平成１７年度　天竜川流域防災Ｇ
ＩＳ検討業務委託

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成18年2月23日 7,980,000

本業務は、内容が技術的に高度なものであり、専門
的な技術が要求されるもののため、「プロポーサル
方式」により、 適な建設コンサルタントとして、
日本工営株式会社を選定したものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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7339 日本電気（株）
平成１７年度　ＣＡＭＳ運用支援
等業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月1日 5,775,000

平成１７年４月からＡＤＡＭＳ連携版建設事業予算
執行管理システム（ＡＣＡＭＳ）が本運用が開始さ
れるなかで、①ＡＤＡＭＳ連携後もＣＡＭＳは現行
と同様に中部独自の運用をするため。②中部独自の
他システムとの連携であること。よって、４～９月
の６ヶ月間において現行ＣＡＭＳ、ＡＣＡＭＳ及び
他システム連携において安定するまでの調整が必要
であるため。【技術的な理由により競争が存在しな
い。】①日本電気（株）は、ＣＡＭＳの開発業者と
して本システムの仕様・設計技術・知識のほか、会
計関係法規及び当地方整備局の電子計算機やネット
ワークの機構・性能に精通しており、保守、改良及
び運用支援を継続して行ってきた実績を有する。②
日本電気（株）は、開発地整である関東地方整備局
において現在も開発後のシステムメンテナンスを
行っており、各地方整備局へ納入している。③本シ
ステムの対象業務（予算管理、支出事務）及び開発
経緯等に係る理解及びシステム開発の一貫性が求め
られる。④本システムの安定的運用を確保するため
にはシステム運用に精通する必要がある。よって、
本業務を遂行でき、かつ上記条件をすべて満たす者
は、当該業者の他には存在しない。本業務の実施に
あたり、その請負業者の推薦においては以下の制約
がある。【著作権法上の同一性保持権を確保する必
要から競争が存在しない】システムのプログラム、
データベース及びドキュメントにおいて発生する著
作権（財産権及び著作者人格権）について、財産権
は、国に所有しているが、著作者人格権はシステム
を単独で設計開発した上記業者が保有しており、シ
ステムの変更及び追加等には著作権の制約を受け
る。以上の理由から、契約の性質又は目的が競争を
許さないと認められるため、会計法第２９条の３第
４項及び予決令第１０２条の４第３号により上記業
者と随意契約しようとするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 競争入札に移行したもの

7340 日本電気（株）
平成１７年度　長島ダム管理用制
御処理設備改造工事

石橋　年孝
中部地方整備局長島ダム管理
所
静岡県榛原郡本川根町犬間
541-3

平成17年12月21日 4,830,000

ソフトの改造は、既に運用しているダム管理用制御
処理設備において、ソフト変更を行うものであり、
著作者の権利（著作財産権及び著作者人格権）が発
生し、著作財産権は国が有しているが、著作者人格
権はダム管理用制御処理設備を独自で設計した当該
業者が所有している。このダム管理用制御処理設備
は、メーカ独自の設計により製作された製品であ
り、ハードとソフトの一体で構成されている。従っ
て他の業者では改造することが出来ない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

7341 日本道路（株）
平成１７年度　路面すべり摩擦抵
抗測定調査業務委託

金木　誠
中部地方整備局中部技術事務
所
名古屋市東区大幸南1-1-15

平成17年10月20日 7,539,000

本業務は、車両の走行安全性に影響を及ぼす路面の
すべり抵抗に関して「路面すべり摩擦抵抗測定車」
にて測定し、舗装技術及び道路管理の基礎資料とす
る業務であり、内容が技術的に高度のため、「建設
コンサルタント選定委員会」が、当該業務について
プロポーザルに基づき技術的に 適として日本道路
（株）を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの
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7342 日本物理探鑛（株）
平成１７年度　揖斐川　赤須賀地
区磁気探査業務委託

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成18年1月16日 21,630,000

本業務は、主たる工種が標準歩掛等によって積算が
不可能なため、「簡便型プロポーザル」により「木
曽川下流河川事務所建設コンサルタント選定委員
会」において、適切な業者として、日本物理探鑛㈱
を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7343 日本無線（株）
多重無線通信装置（浜石岳局外３
局）改造１式

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成18年1月18日 14,175,000

本件は、多重無線回線（１級回線）と光ファイバ回
線と統合化を図るために、多重無線通信装置の容量
確保の改造を行うものである。装置個々のインター
フェイスユニットは、各社の独自仕様であるため、
改造に必要な送信信号分離盤等が日本無線（株）以
外では製造出来ない。従って、本改造を実施出来る
者は日本無線（株）をおいて他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7344 日本無線（株）
平成１７年度　道路情報ガイダン
ス設備改造工事

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成18年2月2日 39,564,000

本工事は、導入後の検証に基づき道路情報ガイダン
ス設備の機能改造（事象入力・確認等の画面改良、
定数変更作業）、ネットワーク強化（県警接続）、
セキュリティ強化（ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ二重化）を行うもの
であり、ハード・ソフト改造にあたっては、①シス
テム全体の構造および、その内容を熟知していなけ
れば、施工中に既設システムに支障をきたすおそれ
がある。②昨年度工事を行った日本無線㈱以外の業
者が施工すると、既設システムと今回の改造する部
分との区分によるかし担保の範囲が不明確になる。
以上の理由から、競争することができないと認めら
れる。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

7345 日本無線（株）
平成１７年度富士砂防土石流観測
システム改造工事

冨田　陽子
中部地方整備局富士砂防事務
所
富士宮市三園平1100

平成18年2月7日 18,270,000

本工事は、サーバの更新、機能変更（提供周期の変
更）、機能追加（コンテンツ追加）を行うものであ
り、製造者が独自に、製作したソフトウェア及びプ
ログラムを改良するものであるため既存の土石流観
測システムと密接不可分の関係にあることから、本
改造工事を実施可能な者は本システムの製造者以外
にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

7346 日本無線（株）
平成１７年度　電話応答通報装置
改修業務

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成18年2月22日 1,785,000

本件は、海象観測装置の観測データを取り込み、自
動電話応答、自動電話通報を行うようプログラムを
改修するものであるが、本プログラムの改修を行う
に当たっては、同プログラムの内容、構成機器類の
仕様、性能等を熟知し、改修に必要な技能を有して
いる必要があるが、現在同プログラムを作成した同
社のみがこれらの条件を満たしている。このため、
改修業務遂行が可能である日本無線（株）と随意契
約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7347 日本郵政公社 後納郵便料

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年4月1日 1,850,140

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7348 日本郵政公社 後納郵便料

金木　誠
中部地方整備局中部技術事務
所
名古屋市東区大幸南1-1-15

平成17年4月1日 1,742,191

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約
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7349 日本郵政公社 後納郵便料

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成17年4月1日 1,193,360

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号） その他

随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7350 日本郵政公社 後納郵便料

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成17年4月1日 1,148,740

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号） その他

随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7351 日本郵政公社 後納郵便料

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年4月1日 1,414,210

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号） その他

随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7352 日本郵政公社 後納郵便料

山内　博
中部地方整備局設楽ダム工事
事務所
新城市杉山字大東57

平成17年4月1日 1,141,990

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号） その他

随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7353 日本郵政公社 後納郵便料

若尾　豊信
中部地方整備局飯田国道事務
所
飯田市東栄町3350

平成17年4月1日 1,151,400

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7354 日本郵政公社 後納郵便料

森岡　泰裕
中部地方整備局豊橋河川事務
所
豊橋市中野町字平西1-6

平成17年4月1日 1,039,420

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7355 日本郵政公社 後納郵便料

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年4月1日 1,317,840

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7356 日本郵政公社 後納郵便料

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年4月1日 1,244,910

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7357 日本郵政公社 後納郵便料

西井　幸春
中部地方整備局愛知国道事務
所
名古屋市千種区池下町2-62

平成17年4月1日 1,403,540

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7358 日本郵政公社 後納郵便料

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年4月1日 2,380,210

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7359 日本郵政公社 後納郵便料

村松　千明
中部地方整備局北勢国道事務
所
四日市市南富田町4-6

平成17年4月1日 1,221,875

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7360 日本郵政公社 後納郵便料

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月1日 7,296,325

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7361 日本郵政公社 後納郵便料

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年4月1日 1,690,475

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7362 日本郵政公社 後納郵便料

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年4月1日 1,608,055

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約
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7363 日本郵政公社 後納郵便料

冨田　陽子
中部地方整備局富士砂防事務
所
富士宮市三園平1100

平成17年4月1日 1,407,020

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7364 日本郵政公社 後納郵便料

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年4月1日 2,408,600

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7365 日本郵政公社 後納郵便料

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年4月1日 2,722,565

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7366 日立キャピタル（株）
平成１７年度　大型電子複写機の
賃貸借

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年4月1日 2,338,560

本機器の借り上げにあたっては、前年度賃貸借した
機器を引き続き使用するものであり、他に競合する
者はなく、当該業者と随意契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7367 日立キャピタル（株）
平成１７年度　大型電子複写機賃
貸借

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成17年4月1日 2,734,200

本業務は、使用予定期間を平成１４年４月１日から
平成１９年３月３１日までの５年間として算出され
ているため、途中年次での更新は不可能である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7368 日立キャピタル（株）
平成１７年度　図面用電子複写機
賃貸借

若尾　豊信
中部地方整備局飯田国道事務
所
飯田市東栄町3350

平成17年4月1日 3,231,900

本件の賃貸借にあたっては、前年度賃貸借した機器
を引き続き使用するものであり、他に競合するもの
はない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7369 富士ゼロックス（株） 平成１７年度　電子複写機の保守

永田　哲郎
中部地方整備局岐阜国道事務
所
岐阜市茜部本郷1-36-1

平成17年4月1日 5,476,804

当事務所において、当該業者が製造した電子複写機
を購入したが、年間を通じて正常な状態で使用する
ためには信頼性のおける業者との保守管理等の契約
締結が、必要不可欠である。当該業者は、障害発生
時等の保守管理体制が万全であり、時間外でも対応
可能な体制が整備されている。また、当該電子複写
機の製造元であることから機器を熟知しており、そ
の保守管理等の信頼性も高く、この様な保守管理体
制を有する者は、外にはない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

7370 富士ゼロックス（株）
電子複写機の賃貸借及び保守その
３

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成17年4月1日 3,984,195

当該借り上げようとする機器は、経済的に有利な３
年間の借り上げを前提として一般競争を行い、平成
16年11月から上記推薦業者と契約しているものであ
る。当該３年間の満了日は平成19年10月31日であ
る。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

7371 富士ゼロックス（株）
平成１７年度　電子複写機の賃貸
借及び保守

金木　誠
中部地方整備局中部技術事務
所
名古屋市東区大幸南1-1-15

平成17年4月1日 14,820,805

富士ゼロックス（株）は、初年度契約時に設定され
た予定契約期間（３年）の途中の者であり、保守に
ついても故障時等の場合に時間外でも対応可能な体
制が整っている。また、当該複写機の製造元である
ため機器を熟知しており、保守管理等への信頼性が
高い。以上のことから契約の性質又は目的が競争を
許さないと認められるため。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約
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7372 富士ゼロックス（株）
電子複写機の賃貸借及び保守その
２

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年4月1日 8,345,914

本契約は、平成１５年度に契約した「電子複写機の
賃貸借及び保守」を継続して行うものである。「電
子複写機の賃貸借及び保守その２」は、３年間の
リース契約を前提として富士ゼロックス（株）と契
約しており、今年度は３年目にあたる。よって、富
士ゼロックス（株）と平成１７年度も引き続き随意
契約を行うものである。適用条項会計法第２９条の
３第４項予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

7373 富士ゼロックス（株） 電子複写機の保守

三橋　勝彦
中部地方整備局浜松河川国道
事務所
浜松市名塚町266

平成17年4月1日 3,515,220

対象機種は、富士ゼロックス（株）の製品であり、
敏速かつ適正な保守を行えるものはよって、富士ゼ
ロックス（株）と随意契約を行うものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

単価契約

7374 富士ゼロックス（株）
平成１７年度　カラー電子複写機
賃貸借及び保守

三上　幸三
中部地方整備局天竜川上流河
川事務所
駒ヶ根市上穂南7-10

平成17年4月1日 3,565,590

本契約は、カラー電子複写機の３年間（平成１５年
６月１日から平成１８年５月３１日まで）の賃貸借
及び保守の契約を前提に、一般競争入札実施の上、
契約の相手方を当該業者に決定しているため。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

7375 富士ゼロックス（株）
平成１７年度　電子複写機の賃貸
借及び保守

森岡　泰裕
中部地方整備局豊橋河川事務
所
豊橋市中野町字平西1-6

平成17年4月1日 15,624,244

６台の電子複写機は、平成１５年度４月に新規契約
（一般競争）にて賃貸借及び保守契約を開始したも
のである。一般競争における賃貸借期間において
「当該年度終了後、平成１８年３月３１日まで更新
することがあり得る」旨を約した案件にあたり、現
機種で継続して契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7376 富士ゼロックス（株）
平成１７年度　電子複写機の賃貸
借及び保守（その２）

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年4月1日 4,684,783

本機器の借り上げにあたっては、平成１４年度にお
いて富士ゼロックス（株）静岡営業所と５年間を前
提とするリース契約の初年度分の契約を締結してお
り、平成１７年度の賃貸借契約は当該リース契約の
４年目にあたる契約であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

7377 富士ゼロックス（株）
平成１７年度　電子複写機の賃貸
借及び保守（その３）

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年4月1日 2,751,944

本機器の借り上げにあたっては、平成１５年度にお
いて富士ゼロックス（株）静岡営業所と３年間を前
提とするリース契約の初年度分の契約を締結してお
り、平成１７年度の賃貸借契約は当該リース契約の
３年目にあたる契約であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

7378 富士ゼロックス（株） 電子複写機の賃貸借及び保守

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年4月1日 6,372,208

本機器の借り上げにあたっては、３年間を前提とし
て借り上げている機器の継続使用である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約
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7379 富士ゼロックス（株）
平成１７年度　電子複写機賃貸借
及び保守その２

西井　幸春
中部地方整備局愛知国道事務
所
名古屋市千種区池下町2-62

平成17年4月1日 6,454,434

１）業務の対象とする賃貸借機器については、平成
１５年度より月間賃貸借料率の予定期間を３年とし
て算出し賃貸借しているものであり、今年度は３年
目の期間更新となる。２）当該社は対象機器の製造
元であることから機器仕様等について熟知してお
り、機器のトラブルが発生した場合も速やかな対応
が可能であり、その保守及び管理業務への信頼性は
他に及ぶものがない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

7380 富士ゼロックス（株）
平成１７年度　ゼロックス電子複
写機の賃貸借及び保守

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年4月1日 7,288,900

（１）故障時の保守管理体制が万全であり、時間外
においても迅速対応可能な体制が整備されている。
（２）当該電子複写機の製造元であることから機器
を熟知しており、その保守管理等への信頼性も高
く、このような保守管理体制及び信頼性を有する機
関は他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

7381 富士ゼロックス（株）
平成１７年度　ゼロックス電子複
写機の賃貸借及び保守その２

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年4月1日 2,155,589

（１）故障時の保守管理体制が万全であり、時間外
においても迅速対応可能な体制が整備されている。
（２）当該電子複写機の製造元であることから機器
を熟知しており、その保守管理等への信頼性も高
く、このような保守管理体制及び信頼性を有する機
関は他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

7382 富士ゼロックス（株） 平成１７年度大型電子複写機保守

村松　千明
中部地方整備局北勢国道事務
所
四日市市南富田町4-6

平成17年4月1日 1,336,860

本業務は、平成１４年度と平成１５年度から導入し
ている富士ゼロックス（株）製の大型電子複写機の
保守及び消耗品の供給を行うものである。富士ゼ
ロックス（株）は、当該器機の製造元であることか
ら、器機を熟知しており、その保守管理等の信頼性
が高く契約の相手方にもっとも適している。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

7383 富士ゼロックス（株）
平成１７年度電子複写機の賃貸借
及び保守その３

村松　千明
中部地方整備局北勢国道事務
所
四日市市南富田町4-6

平成17年4月1日 1,462,795

本業務は、平成１５年度１１月から導入しているデ
ジタルカラー複合コピー機の賃貸借及び保守を引き
続き行うものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

7384 富士ゼロックス（株）
ゼロックス電子複写機の賃貸借及
び保守その１

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月1日 24,721,394

本賃貸借は平成１５年度及び１６年度の一般競争契
約において、賃貸借期間について３年間の継続賃貸
借を条件として入札公告し、富士ゼロックス（株）
と契約を開始したものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約
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7385 富士ゼロックス（株） 電子複写機の賃貸借及び保守

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年4月1日 16,052,741

業務の対象とする電子複写機の賃貸借及び保守契約
は平成１６年度当初に３年間に亘る契約を考慮した
賃貸借率適用を条件に契約したものである。平成１
７年度契約手続に当たっては、前年度契約に当たっ
て条件として示した賃貸借率等の機器契約内容を継
承することが信義則に照らして不可欠であることか
ら前年度に本業務を担当した富士ゼロックス（株）
と契約する必要があるところである。また、当該社
は対象機器の製造元であることから機器仕様等につ
いて熟知しており、その保守及び管理業務への信頼
性は他に及ぶものがない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

7386 富士ゼロックス（株）
電子複写機の賃貸借及び保守その
２

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成17年4月1日 2,998,838

業務の対象とする電子複写機の賃貸借及び保守契約
は平成１５年度当初に３年間に亘る契約を考慮した
賃貸借率適用を条件に契約したものである。平成１
７年度契約手続に当たっては、前年度契約に当たっ
て条件として示した賃貸借率等の機器契約内容を継
承することが信義則に照らして不可欠であることか
ら前年度に本業務を担当した富士ゼロックス（株）
と契約する必要があるところである。また、当該社
は対象機器の製造元であることから機器仕様等につ
いて熟知しており、その保守及び管理業務への信頼
性は他に及ぶものがない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

7387 富士ゼロックス（株）
平成１７年度ゼロックス電子複写
機賃貸借及び保守

田井中　靖久
中部地方整備局三重河川国道
事務所
津市広明町297

平成17年4月1日 3,846,778

本機器の借り上げは、平成１４年８月１日から３年
間の借り上げ及び保守体制の整備がされていること
を条件として一般競争入札により富士ゼロックス販
売株式会社と契約したものである。また、大型電子
複写機は、平成１３年１０月１日から５年間借り上
げているものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

7388 富士ゼロックス（株）
平成１７年度　電子複写機の賃貸
借及び保守（その２）

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年4月1日 23,758,743

本件は名古屋国道事務所において使用する電子複写
機を昨年度に引き続き賃貸借するものであり、当初
賃貸借契約から３６ヶ月を経過していないため。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

7389 富士ゼロックス（株）
平成１７年度電子複写機の賃貸借
及び保守その１

平光　文男
中部地方整備局新丸山ダム工
事事務所
岐阜県加茂郡八百津町八百津
3351

平成17年4月1日 1,664,540

当該機器は、経済的に有利な３年間の借り上げを前
提として一般競争を行い、平成１５年４月１日から
富士ゼロックス（株）と契約しているもので、当該
３年間の満了日は、平成１８年３月３１日であるた
め。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約

7390 富士ゼロックス（株）
平成１７年度　大型電子複写機の
賃貸借及び保守

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年4月1日 2,906,820

本業務は、平成１６年度に富士ゼロックス（株）と
使用予定期間を５年間として契約締結したものであ
り。本年度はその２年目にあたることから、引き続
き富士ゼロックス（株）と随意契約するものであ
る。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

単価契約
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7391
富士ゼロックス（株）岐
阜営業所

平成１７年度　電子複写機の賃貸
借及び保守

松岡　博
中部地方整備局横山ダム工事
事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山
1330

平成17年4月1日 4,417,748

当該電子複写機は、技術の進歩が著しく賃貸借の期
間を３年間として賃料を計算しており、今年度はそ
の３年目であり、また、保守には機器の性能を熟知
している必要がある。

(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7392 富士急行（株）
平成１７年度　車両位置測定装置
取付作業

木村　嘉富
中部地方整備局沼津河川国道
事務所
沼津市下香貫外原3244-2

平成17年5月2日 6,300,000

本作業は、国土交通省中部地方整備局が旅行速度調
査を実施するため、管内の主要な路線バス会社に順
次車両位置測定装置（以下「装置」という。）の取
付作業を行うものであり、今年度は、富士急行株式
会社所有のバスに取り付けることとしている。取付
にあたっては、路線バス車両に精通していること及
び、車両運行に支障のないよう実施する必要がある
ことから、当該路線バスの車両管理を行っている同
社以外は履行不可能である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7393
富士市水道事業企業出納
員

水道料

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年4月1日 2,579,718

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号） その他

随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7394 富士通（株）
小里川ダム管理用制御処理設備改
造１式

中島　一好
中部地方整備局小里川ダム管
理所
恵那市山岡町田代1565-21

平成17年9月2日 2,362,500

小里川ダム管理用制御処理設備のソフトウェア改造
を行うためにはシステムを熟知していることが必要
不可欠である。本ソフトウェアは富士通（株）にて
開発・構築されており、他社では実施することがで
きない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7395 富士通（株）
平成１７年度　美和ダム再開発放
流警報親局改造工事

榎村　康史
中部地方整備局三峰川総合開
発工事事務所
長野県伊那市長谷溝口1527

平成17年12月26日 3,360,000

（１）本工事は、美和ダム再開発恒久堆砂対策施設
である分派堰に設置される放流警報局設備（子局）
を、現在運用中の美和ダム放流警報設備（既設）と
一体で運用するため、美和ダム管理支所に設置され
ている「放流警報制御監視装置（親局）」のハード
及びソフトの追加改造を行うものである。（２）
「放流警報制御監視装置（親局）」を構成する各装
置は、当該業者の独自設計により製作された製品
で、ハードとソフト一体で構成されており、本装置
の使用・設計技術・知識を有しているほか、既存シ
ステムを熟知している。（３）ソフト改造は、「放
流警報制御監視装置（親局）」を構成する各装置の
ソフトを追加・変更するものであり、改造するソフ
トにおいて発生する著作権（財産権及び著作者人格
権）について、財産権は国が所有しているが、著作
人格権の同一性保持権（著作権法第２０条１項）は
設計・製作した当該業者が保有している。（４）本
工事を遂行でき、かつ上記条件を満たす者は、当該
業者の他には存在しない。よって、既設の装置を製
作納入した業者である富士通（株）と随意契約を行
うものである。（５）以上の理由から、契約の性質
又は目的が競争を許さないと認めるため、会計法第
２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３
号、ＷＴ０調達協定第１５条限定入札（ｂ）排除的
権利の保護により随意契約しようとするものであ
る。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施
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7396 富士通（株）
平成１７年度小渋ダム管理用制御
処理設備改造工事

野村　正之
中部地方整備局天竜川ダム統
合管理事務所
長野県上伊那郡中川村大草
6884-19

平成18年1月12日 10,710,000

１）本工事が製造者と相違した場合、改造後、設備
全体として動作保証及び保守管理体制に重大な支障
を生じることとなる。２）当該ダム管理用制御処理
設備に用いられるソフトウエアの中には、製造者独
自の開発思想及び社内仕様によりメーカー固有のシ
ステムが部分的に存在し、独自設計仕様を熟知して
いなければ改造は行えない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

7397 富士通（株）
平成１７年度　中部地方整備局管
内ネットワーク整備工事

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成18年1月26日 106,575,000

会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令９
９条の２に基づく、不落札随契を行うものである。
(会計法第２９条の６第１項、予算決算及び会計令
第９９条の２）

その他 競争入札に移行したもの

7398 富士通（株）
平成１７年度　小里川ダム管理用
制御処理設備改造作業

中島　一好
中部地方整備局小里川ダム管
理所
恵那市山岡町田代1565-21

平成18年2月6日 2,520,000

小里川ダム管理用制御処理設備のソフトウェア改造
を行うためにはシステムを熟知していることが必要
不可欠である。本ソフトウェアは富士通㈱にて開
発・構築されており、他社では実施することができ
ない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7399 富士通（株）
平成１７年度水位流量演算処理装
置改造工事

中村　敏一
中部地方整備局木曽川上流河
川事務所
岐阜市忠節町5-1

平成18年2月20日 19,740,000

本工事は、当事務所の水位流量演算処理装置に精通
している必要があり、現在のシステムを独自の技術
により設計製作しハードウェア及びソフトウェアを
熟知している富士通㈱を選定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施

7400 富士通（株）
平成１７年度　河川情報システム
改修業務

西川　友幸
中部地方整備局静岡河川事務
所
静岡市葵区田町3-108

平成18年3月6日 15,750,000

本件は、堤防モニタリングシステムへの観測データ
配信及び海象観測装置の観測データを取り込み、表
示し、本局等へリアルタイムで送信するようプログ
ラムを改修するものである。本プログラムの改修を
行うに当たっては、同プログラムの内容、構成機器
類の仕様、性能等を熟知し、改修に必要な技能を有
している必要があるが、現在同プログラムを作成し
た同社のみがこれらの条件を満たしている。このた
め、改修業務遂行が可能である富士通（株）と随意
契約するものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7401 富士通（株） 洪水予報文作成システム改良業務

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成18年3月17日 7,350,000

本業務の遂行にあたり、業務を行う者は、以下の条
件を有していることが必要である。（１）当システ
ムの内容、ネットワーク構成、構成機器類の仕様、
性能等を熟知し改修に必要な技能を有しているこ
と。（２）防災業務の中でも特に危機管理上必要な
当システムの改良にあたり、現在稼働中のシステム
運用に支障を生じさせないこと。（３）水防法等の
関係法規に関する知識を有し、当整備局内における
運用等を熟知していること。（４）既設システムと
の連接性が確保できること。富士通㈱は、当整備局
において当システムの導入及び改良に携わってきた
業者であり、上記の条件を有し本業務を効率的かつ
確実に遂行できる唯一の相手方と判断される。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7402 富士通リース（株）
平成１７年度　ゼロックス大型電
子複写機の賃貸借

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年4月1日 2,798,586

本機種はリース期間中（予定期間６０ヶ月）である
ため。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの
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7403 復建調査設計（株）
平成１７年度　原勝間地区事業損
失調査

榎村　康史
中部地方整備局三峰川総合開
発工事事務所
長野県伊那市長谷溝口1527

平成17年4月26日 13,545,000

当事務所補償コンサルタント選定委員会が、「簡便
型プロポーザル方式」により、技術的に 適な補償
コンサルタント業者として復建調査設計（株）を選
定した為。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7404 服部エンジニア（株）
平成１７年度　静岡国道管内駐車
調査

森本　励
中部地方整備局静岡国道事務
所
静岡市葵区南安倍2-8-1

平成17年12月27日 23,310,000

本業務では、「簡便型プロポーザル方式」により、
「業者選定委員会」において、適切な業者として、
服部エンジニア（株）を特定した。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7405
福原地区排水施設管理組
合　組合長　伊藤　孝順

農業集落排水処理施設利用料

関沢　元治
中部地方整備局木曽川下流河
川事務所
桑名市大字福島465

平成18年2月28日 1,459,100

供給することが可能な業者が一である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7406 福田　美春 新城市第五宿舎借上料

山内　博
中部地方整備局設楽ダム工事
事務所
新城市杉山字大東57

平成17年4月1日 838,800

継続して借用することが経済的である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7407 豊田市事業管理者 水道料

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年4月1日 1,953,434

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7408 牧ヶ洞区長 建物使用料

佐々木　政彦
中部地方整備局高山国道事務
所
高山市上岡本町7-425

平成17年4月1日 1,290,000

継続して借用することが経済的である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7409 名エン（株） 平成１７年度　凍結防止剤購入

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成17年12月9日 2,499,273

平成１７年度の凍結防止剤の購入については、「平
成１７年度単価契約凍結防止剤購入」を一般競争入
札に付し、１２月１４日以降契約予定である。在庫
については、平成１６年度残の塩化カルシウムが約
４０トンあり、例年の１２月期の使用量は１０トン
前後であることから１２月期の凍結防止剤について
は十分対応可能と考えていた。しかし、１２月初め
から強い冬型の気圧配置の影響で在庫をほとんど使
用してしまい、今後も冬型の気圧配置が継続し、降
雪及び路面凍結のおそれが出たため、緊急に凍結防
止剤を購入する必要が生じた。名エン（株）は、一
般競争入札「平成１７年度単価契約凍結防止剤購
入」の競争参加資格及び技術審査の審議を行い、緊
急に納入できることを含め競争参加資格が有りと確
認した唯一の業者である。以上の理由により、名エ
ン（株）と随意契約をするものである。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7410
名古屋市下志段味特定土
地区画整理組合

管理者負担金

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年9月30日 160,000,000

名古屋都市計画事業下志段味特定土地区画整理事業
の費用負担に関する覚書
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7411 名古屋市上下水道局長 水道料

金木　誠
中部地方整備局中部技術事務
所
名古屋市東区大幸南1-1-15

平成17年4月1日 2,973,775

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7412 名古屋市上下水道局長 水道料

瀬本　浩史
中部地方整備局名四国道事務
所
名古屋市瑞穂区神穂町5-3

平成17年4月1日 1,105,482

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約
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7413 名古屋市上下水道局長 水道料

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月1日 5,942,495

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7414 名古屋市上下水道局長 水道料

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年4月1日 11,851,258

供給可能な業者が一である
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

長期継続契
約

7415
名古屋市上志段味特定土
地区画整理組合

管理者負担金

浅野　和広
中部地方整備局庄内川河川事
務所
名古屋市北区福徳町5-52

平成17年9月30日 250,000,000

名古屋都市計画事業上志段味特定土地区画整理事業
の費用負担に関する覚書による負担金
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号） その他

随意契約によらざるを得
ないもの

7416 名鉄交通（株）
平成１７年度　タクシー利用その
２

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年4月1日 2,883,090

名古屋市内のタクシー保有台数が多く、県内及び中
部地整管内における提携会社も多数あるため。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号） その他

随意契約によらざるを得
ないもの

7417 名鉄交通（株）
平成１７年度　タクシー利用（名
鉄）

服部　亮二
中部地方整備局名古屋国道事
務所
名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

平成17年4月1日 2,226,340

本契約においては、主に名古屋市内及びその周辺部
地域が利用の中心となるので、以下の条件を満たす
事が必要である。１．利用地域における系列化・車
輌保有台数・通信網２．営業許可、運賃及び料金に
ついて中部運輸局の認可を受けていること。なお、
利用料金は中部運輸局の認可運賃及び料金が適用さ
れ、競争を許さない。３．これらの諸条件から、系
列及び通信網が整備されており、車輌も名古屋市内
及びその周辺部地域に多数保有（特に名古屋市内）
している名鉄交通（株）が、条件に合致している。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの

7418 名鉄自動車整備（株）
平成１７年度　単価契約　大型自
動車修繕

後藤　宏二
中部地方整備局多治見砂防国
道事務所
多治見市坂上町6-34

平成17年7月26日 5,487,413

本業務は、マイクロバス、路面清掃車、側溝清掃
車、ガードレール清掃車などの大型特殊車両の車検
整備、定期点検、小修繕を行うものであり、修繕を
正確・迅速におこなうためには、大型特殊車両の構
造、特性を熟知し、適切な設備・機械を保有してい
る必要がある。近隣地域において、これらの条件に
該当するものは名鉄自動車整備（株）の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）

単価契約

7419

明日の中部を創る２１世
紀協議会　まんなかビ
ジョンＰＲ実行委員会委
員長　木下　喜揚

明日の中部を創る２１世紀協議会
まんなかビジョンＰＲ実行委員会

大村　哲夫
中部地方整備局
名古屋市中区三の丸2-5-1名古
屋合同庁舎第2号館

平成17年6月10日 15,000,000

「世界をリードする産業技術の拠点」「グローバル
ネットワークの形成」「交流し、連携、躍動する広
域交流圏」「優れた環境空間の形成」「自立型社会
の形成」を実現するための諸施策について協議し、
合意形成を図るとともに、その円滑な推進により、
活力ある中部の構築を目的とする事業を行うための
実行委員会の分担金である。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
随意契約によらざるを得
ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

＊根拠条文を（　）書きで記載
点検の結果 講ずる措置 備考

7420 矢崎総業（株）
ソフトウェア（車両統合管理用）
購入

金木　誠
中部地方整備局中部技術事務
所
名古屋市東区大幸南1-1-15

平成18年3月3日 3,990,000

本購入は、通信衛星を利用して出動時の災害対策用
車両の現在位置を把握できる、車両統合管理用の
新版ソフトウエアを購入するものであり、旧タイプ
の構成機器及び動作環境と整合をとりつつ新しい車
載端末機器増強等（パソコン、ナビ対応機能）に対
応することが必要不可欠である。このため、平成１
０年度に中部地方整備局管内の災害対策用車両等を
対象にした車両統合管理システムの開発導入整備を
手掛け、構成機器及び機器動作プログラムに精通す
る矢崎総業（株）の他にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

その他
平成１８年度以降におい
て当該事務・事業の委託
等を行わないもの

7421 揖斐郡森林組合
平成１７年度　横山ダム流木処理
作業

松岡　博
中部地方整備局横山ダム工事
事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山
1330

平成17年11月1日 5,512,920

本作業の対象となる流木は廃掃法上「一般廃棄物」
に該当し、この流木を処理できるのは自治体指定の
業者に限られる。本作業の対象となる流木は一度に
大量に発生することから一般の廃棄物処理業者では
処理できない。揖斐郡森林組合は大量処理能力を
もっており一般廃棄物処理施設として自治体から指
定を受けている。従って、契約するに際し当管内に
これらの諸条件を満たす者として、揖斐郡森林組合
以外にない。
(会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しく
は企画競争に移行）



7422 （株）アステム
パーソナルコンピュータ等
賃貸借（その８）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 1,368,360

当該物件は平成１６年度に指名競争契約
によりリースしたものであり、契約相手
先が特定されるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

7423
（株）インタ－ネット
イニシアティブ

インターネットダイアルアッ
プ接続サービス

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 743,400
継続使用のため停止不能（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札若しくは企
画競争に移行（１９

年度から）
単価契約

7424
（株）インタ－ネット
イニシアティブ

インターネット回線接続
サービス

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 5,488,560
H15年度に一般競争で３年間継続賃貸借
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

7425
（株）エヌ・ティ・
ティ・データ　収納
口

官庁会計事務データ通信シ
ステム使用料

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 3,281,004
行政目的を達成するために、当該相手方
のシステムを使用するものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

7426
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ関西

電話料

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 15,587,286

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7427 （株）ぎょうせい 追録　現行日本法規外

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 6,926,220
購入済みの台本と密接不可分な追録の購
入であるため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7428 （株）サンコー
パーソナルコンピュータ等
賃貸借（その４）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 112,455

当該物件は平成１３年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7429 （株）サンコー プリンタ賃貸借（その２）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 510,300

当該物件は平成１３年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7430
（株）衛星チャンネ
ル

平成１７年度記者会見情報
提供業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 1,191,960

本業務は、特に国土交通大臣、国土交通
事務次官及び行政改革関連の記者会見速
報を即時入手し、施策、対応立案の重要
な資料とするものである。（株）衛星
チャンネルは、首相官邸等政府で行われ
る記者会見の生の記事・情報を、即時に
パソコン通信・電子メール等を活用し、
全国にテキスト配信を行っている企業で
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7431 （株）時事通信社
平成１７年度「ｉＪＡＭＰ」情報
提供業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 25,200,000

官庁情報など行財政情報に特化した 新
データ等の情報提供のための全国的なイ
ンターネット通信網を有しているのは当
該業者以外にはない。(会計法第２９条
の３第４項、特例政令に該当）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7432
（株）住友倉庫　大
阪支店

平成１７年度書類保管等業
務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 1,034,682

国立国際美術館、医薬基盤技術研究施設
等の大型工事の完成により生じた大量の
文書を保全指導・監督室内に保管するこ
とが困難な状況であるため、これらの行
政文書の保管と運送を行うものである
。上記業務を実施するに当たり、地理的
には保全指導・監督室から１０ｋｍ以内
の倉庫に保管容量を有していること、倉
庫は施錠を行うと共に、当室職員以外が
閲覧ができないよう保管することなどが
必要となる。上記の条件を満たし、業者
変更時に保管文書移動費用も発生しない
ことから、前年度に当業務を支障なく履
行し、実績と信頼を有している（株）住
友倉庫と引き続き随意契約を行うもので
ある。（会計法第２９条の３第５項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

7433
（株）大毎上町　松
屋町支店

毎日新聞　２０４部　外３件

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 2,172,288
再販売価格が定められており競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7434
（株）日刊建設工業
新聞社　大阪支社

日刊建設工業新聞　２２８
部

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 2,034,900
再販売価格が定められており競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7435
（株）日刊建設通信
新聞社　関西支社

建設通信新聞　１９２部

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 1,713,600
再販売価格が定められており競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7436
（株）日立ビルシス
テム　関西支店

平成１７年度大阪合同庁舎
第１号館本館エレベーター
保守業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 6,161,400

老朽化した合同庁舎のエレベータ（日立
製作所製）の運行をの安全を確保するた
めの専門的技術、経験、円滑な機器調達
が必要である。当該業者は、専門的技術
を有し従来より本施設の点検、修理、機
器類の取替を適切に行っているため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
公募を実施

7437
ＮＥＣリース（株）
関西支社

ＣＣＭＳ－電子入札連携中
間サーバ一式賃貸借

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 1,598,940
当該物件は平成14年度に一般競争契約に
より４年間継続賃貸借（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

7438
ＮＥＣリース（株）
関西支社

ファクシミリ賃貸借（その１）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 11,138

当該物件は平成１２年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7439
ＮＥＣリース（株）
関西支社

ファクシミリ賃貸借（その３）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 162,552

当該物件は平成１２年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7440
ＮＴＴコミュニケー
ションズ（株）

電話料

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 13,409,853

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7441
アイネット・システム
ズ（株）

スキャナー賃貸借

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 19,467

当該物件は平成１３年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7442
キヤノン販売（株）
大阪支店

電子複写機賃貸借及び保
守等（その１）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 37,300

当該物件は平成１２年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7443
キヤノン販売（株）
大阪支店

電子複写機賃貸借及び保
守等（その４）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 93,111

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7444
シンクアプローチ
（株）

ＣＲＭＳ運用支援業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 11,707,500
システム内容に精通しているため（会計
法２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの

7445
センチュリー・リー
シング・システム
（株）大阪支店

近畿地方整備局外部接続
システム一式賃貸借

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 18,806,760
H15年度に一般競争で４年間継続賃貸借
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7446
センチュリー・リー
シング・システム
（株）大阪支店

近畿地方整備局行政情報
パソコン一式賃貸借（Ｈ１
５）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 71,278,200
H15年度に一般競争で３年間継続賃貸借
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

7447
センチュリー・リー
シング・システム
（株）大阪支店

近畿地方整備局行政情報
パソコン一式賃貸借（Ｈ１
６）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 65,520,000
H16年度に一般競争で３年間継続賃貸借
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

7448
センチュリー・リー
シング・システム
（株）大阪支店

特殊車両申請業務支援用
サーバ一式賃貸借

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 7,297,920

当該物件は平成１５年に競争契約により
リースしたものであり、契約相手先が特
定されるため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

7449 東和ビル管理（株）
平成１７年度大阪合同庁舎
第１号館電機・機械設備等
点検業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 30,996,000

該当業者は合同庁舎の保守管理業務を長
年に渡り円滑・適切に実施しており、機
器類の特性を熟知しているため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
公募を実施

7450 ナブコドア（株）
平成１７年度大阪合同庁舎
第１号館自動扉保守業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 294,000

本自動扉の保守を行うには、設備の設置
状況及び交換部品等の劣化の程度を熟知
しておく必要がある。本自動扉は、当該
業者が庁舎建築当初、製作設置したもの
であり、設置依頼継続して本業務を適切
に履行し、実績及び信頼性があるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
公募を実施



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7451 南海電設（株）
平成１７年度大阪合同庁舎
自動交換装置保守業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 210,000

本業務の履行には、専門的知識のほか、
装置の設置状況等の蓄積データが重要で
あり、また、故障時の迅速な対応も必要
である。当該業者は、専門的知識を有
し、本施設の増設移設に関わり、また入
居官署独自の交換機に関する業務にも長
年従事しており、過去の状況も把握して
いる、また故障時もすぐに対応できるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
公募を実施

7452
三菱電機ビルテク
ノサ－ビス（株）　関
西支社

平成１７年度大阪合同庁舎
第１号館第２別館エレベー
ター保守業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 951,300

老朽化した合同庁舎のエレベータ（三菱
電機製）の運行をの安全を確保するため
の専門的技術、経験、円滑な機器調達が
必要である。当該業者は、専門的技術を
有し従来より本施設の点検、修理、機器
類の取替を適切に行っているため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
公募を実施

7453 リコー関西（株）
電子複写機（複合機）賃貸
借及び保守等

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 378,776

当該物件は平成１３年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7454 リコー関西（株）
電子複写機賃貸借及び保
守等（その３）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 1,579,917

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7455 リコー関西（株）
電子複写機賃貸借及び保
守等（その８）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 2,540,874

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7456 綾部市長
由良川改修附帯市道高津
小貝線（小貝橋）改良工事
Ｈ１６協定

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 81,000,000
地方公共団体との取り決めにより、契約の
相手方が一に定めれれているもの（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7457 園部町長
園部町本町土地区画整理
事業公共施設管理者負担
金

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 84,000,000
園部町との協議委託により定められてい
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7458
関西ハイタク事業
協同組合

タクシー借り上げ

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 31,464,670

タクシー料金が認可制のため価格による
競争の余地がなく、当局が必要とする
サービスを有する者が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項、特例政令
に該当）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

7459 京都交通信販（株） タクシー借り上げ

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 8,499,760

タクシー料金が認可制のため価格による
競争の余地がなく、当局が必要とする
サービスを有する者が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

7460
協和テクノロジィズ
（株）

パーソナルコンピュータ等
賃貸借（その２）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 118,440

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7461
協和テクノロジィズ
（株）

パーソナルコンピュータ等
賃貸借（その３）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 951,825

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7462
協和テクノロジィズ
（株）

パーソナルコンピュータ等
賃貸借（その５）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 228,690

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7463
協和テクノロジィズ
（株）

パーソナルコンピュータ等
賃貸借（その６）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 17,556

当該物件は平成１２年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7464
協和テクノロジィズ
（株）

パーソナルコンピュータ等
賃貸借（その７）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 2,773,260

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7465
協和テクノロジィズ
（株）

ファクシミリ賃貸借（その５）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 138,915

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7466
協和テクノロジィズ
（株）

ファクシミリ賃貸借（その７）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 1,134,000

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7467
協和テクノロジィズ
（株）

プリンタ賃貸借（その１）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 5,796

当該物件は平成１２年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7468
協和テクノロジィズ
（株）

プリンタ賃貸借（その３）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 152,460

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

7469
協和テクノロジィズ
（株）

プリンタ賃貸借（その４）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 143,640

当該物件は平成１３年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7470
協和テクノロジィズ
（株）

プリンタ等賃貸借

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 282,870

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7471 近畿日本鉄道（株）
大和御所道路（大和区間）
改築に伴う近鉄委託Ｈ１７
協定

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 101,285,000
鉄道事業者との協定に基づく委託契約
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7472
郡リース（株）　大
阪支店

近畿地方整備局新館（仮設
建物）賃貸借

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 53,424,000

当該物件は平成１２年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7473
建電設備（株）　関
西支店

平成１７年度管内自家用電
気工作物・電気通信施設点
検監視業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 451,813,000
Ｈ15年度ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ契約のため（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの（１８年度か

ら）

7474
阪神高速道路（株）
大阪管理部

高速道路通行料

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 20,934,683

場所が限定されることにより、供給者が一に
特定されるとしている賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行うこと
が不可能であるもの（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7475
三井リース事業
（株）関西営業本部

近畿地方整備局行政情報
システム一式賃貸借（Ｈ１
２）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 4,127,004
H12年度に一般競争で３年間賃貸借後継
続再リース（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7476
三井リース事業
（株）関西営業本部

近畿地方整備局行政情報
システム一式賃貸借（Ｈ１
３）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 26,361,408
H13年度に一般競争で３年間賃貸借後継
続再リース（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

7477
三井リース事業
（株）関西営業本部

近畿地方整備局行政情報
システム一式賃貸借（Ｈ１
５）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 104,630,400
H15年度に一般競争で４年間継続賃貸借
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

7478
三井リース事業
（株）関西営業本部

近畿地方整備局行政情報
システム一式賃貸借（Ｈ１
６）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 180,709,200
H16年度に一般競争で４年間継続賃貸借
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

7479
三菱ハイタク事業
（同）

タクシー借り上げ

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 21,364,440

タクシー料金が認可制のため価格による
競争の余地がなく、当局が必要とする
サービスを有する者が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項、特例政令
に該当）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

7480
収入職　本州四国
連絡橋公団　垂水
管理事務所

高速道路通行料

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 1,878,395

場所が限定されることにより、供給者が一に
特定されるとしている賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行うこと
が不可能であるもの（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7481

住信・松下フィナン
シャルサービス
（株）　関西法人支
店

ファクシミリ賃貸借（その２）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 90,405

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7482

住信・松下フィナン
シャルサービス
（株）　関西法人支
店

ファクシミリ賃貸借（その４）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 81,900

当該物件は平成１２年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7483

住信・松下フィナン
シャルサービス
（株）　関西法人支
店

ファクシミリ賃貸借（その６）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 306,180

当該物件は平成１２年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7484

住信・松下フィナン
シャルサービス
（株）　関西法人支
店

ファクシミリ賃貸借（その８）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 309,960

当該物件は平成１３年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7485 寝屋川市長
Ｒ１改築事業と寝屋川市道
国守中央南北線同時施行
委託Ｈ１７協定

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 108,734,150
地方公共団体との協定にもとづく委託契
約（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7486
新日本法規出版
（株）

公務員関係法規総覧外

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 3,506,170
購入済みの台本と密接不可分な追録の購
入であるため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7487
西日本高速道路
（株）　関西支社

高速道路通行料

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 22,138,013

場所が限定されることにより、供給者が一に
特定されるとしている賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行うこと
が不可能であるもの（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7488
西日本電信電話
（株）　大阪支店

電話料

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 15,085,299

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7489
西日本旅客鉄道
（株）

ＪＲゆめ咲線間一般国道４
３号安治川跨線橋外１橋補
修工事

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 18,196,000
鉄道事業者との協定に基づく委託契約
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7490

西日本旅客鉄道
（株）　大阪建設工
事事務所　京滋工
事所長

東海道本線山科京都間八
条坊門改築工事委託平成
１７年度協定

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 139,980,000
鉄道事業者との協定に基づく委託契約
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7491

西日本旅客鉄道
（株）　大阪建設工
事事務所　天王寺
工事所

Ｒ２６和歌山北ＢＰに伴うＪ
Ｒ紀勢線高架化委託Ｈ１７
協定

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 462,655,341
鉄道事業者との協定に基づく委託契約
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7492

西日本旅客鉄道
（株）　大阪建設工
事事務所　天王寺
工事所

紀の川大堰改修事業ＪＲ阪
和線紀の川橋梁改築工事
Ｈ１６年度協定

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 57,031,000
鉄道事業者との協定に基づく委託契約
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7493
西日本旅客鉄道
（株）　大阪建設事
務所　姫路工事所

加古川改修加古川・宝殿間
加古川橋梁改築工事Ｈ１７
協定

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 134,264,637
鉄道事業者との協定に基づく委託契約
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7494
西日本旅客鉄道
（株）　大阪支社

Ｒ１改築に伴うＪＲ学研都市
線交野跨線橋新設工事委
託Ｈ１６協定

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 21,227,600
鉄道事業者との協定に基づく委託契約
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7495 大阪市交通局
地下鉄８号古市停留場の
自由通路施行に関するＨ１
７協定

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 296,398,000
鉄道事業者との協定に基づく委託契約
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7496 大阪市交通局
地下鉄８号線（関目～蒲生
四丁目間）建設事業に関す
るＨ１７協定

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 5,806,399,000
鉄道事業者との協定に基づく委託契約
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7497
大阪府枚方土木事
務所長

Ｒ１改築に伴う大阪中央環
状線立体交差化工事施行
委託Ｈ１７協定

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 799,148,300
地方公共団体との協定にもとづく委託契
約（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7498 大阪放送（株）
平成１７年度近畿地方整備
局ラジオ放送等実施業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 65,541,000

５０キロワットの出力を有する広域放送
で、聴取区域は近畿２府４県をサービス
エリアに持ち、休日の朝に３０分間の放
送枠が取れ、行政機関のＰＲを扱うこと
のできる情報番組は、大阪放送の「近畿
かわものがたり（近畿みちものがた
り）」以外にはない。(会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

7499 大津市長
淀川水系大戸川ダム建設
工事に係る協定負担金

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 20,041,633
地方公共団体との協定により、契約の相手
方が一に定めれれているもの（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7500 大和郡山市長
佐保川改修稗田橋架替工
事平成１６年度（その２）国
庫負担金

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 650,000
地方公共団体との協定により、契約の相手
方が一に定めれれているもの（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7501 第一電子（株）
パーソナルコンピュータ等
賃貸借（その９）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 1,164,240

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

7502
朝日航洋（株）　西
日本航空支社

平成１７年度民間ヘリコプ
ター運航業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 14,179,288

災害時においては、「きんき号」と本契約に
よる民間機を併用する場合があり、被災場
所・調査場所及び離着陸場所等を一括で把握
し、複合的かつ効率的な運航調整が求めら
れ、これらを迅速に処理することにより早急
な災害対策の立案等に資することができる。
本業務の契約相手方は「平成１７年度航空機
運航業務（きんき号）」の契約相手方であ
り、本業務を円滑に実施できるのはこの業者
以外には無い。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの
余地があ

り

公募を実施（１９年
度から）

単価契約

7503
朝日新聞大阪中央
販売（株）

朝日新聞　２７６部　外１件

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 2,153,370
再販売価格が定められており競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7504
東芝ソリューション
（株）関西支社

用地補償管理システム運
用支援業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 10,489,500

本業務の実施にあたっては、用地補償管理シ
ステムの内容に精通している必要がある。上
記業者は、平成１５年度及び平成１６年度に
おいて近畿地方整備局他８整備局等の共同発
注によりWEB版用地補償管理システムを開発し
ておりシステム内容について精通している。
以上の理由により、上記業者以外に本業務を
実施させた場合、業務運営上著しく支障をき
たす恐れがあり、東芝ソリューション株式会
社と随意契約を行うものである。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの（１８年度か

ら）

7505
東芝ファイナンス
（株）

近畿地方整備局オンライン
申請業務サーバ一式賃貸
借

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 14,555,520

当該物件は平成１４年に競争契約により
リースしたものであり、契約相手先が特
定されるため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7506
東芝ファイナンス
（株）

近畿地方整備局行政情報
システム一式賃貸借（Ｈ１
４）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 88,449,900
H14年度に一般競争で３年間継続賃貸借
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

7507
東芝ファイナンス
（株）

近畿地方整備局電子納品・
保管管理サーバ等一式賃
貸借

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 3,388,080
H13年度に一般競争で３年間賃貸借後継
続再リース（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

7508
東芝ファイナンス
（株）

治水予算管理システム用
サーバ等一式賃貸借

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 1,434,384
H15年度に一般競争で４年間継続賃貸借
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

7509
独立行政法人国立
印刷局

官報公告料

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 7,254,450
官報の印刷（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7510 奈良県知事
佐保川改修杉橋架替工事
平成１６年度国庫負担金

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 5,085,000
地方公共団体との取り決めにより、契約の
相手方が一に定めれれているもの（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7511 南海電気鉄道（株）
Ｒ２４橋本道路（橋本高架
橋）施工に伴う計測管理等
委託協定

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 40,576,200
鉄道事業者との協定に基づく委託契約
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7512
日本電気（株）　関
西支社

ＣＡＭＳ運用支援業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 11,728,500
システム内容に精通しているため（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの

7513
日本電気（株）　関
西支社

近畿地方整備局ネットワー
ク機器一式賃貸借

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 27,111,000
H16年度に一般競争で３年間継続賃貸借
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

7514
日本電気（株）　関
西支社

事業執行管理システム運
用支援業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 11,623,500
システム内容に精通しているため（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの

7515
日本電子計算機
（株）営業本部

近畿地方整備局ＣＡＭＳ
サーバ一式賃貸借

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 8,996,400

当該物件は平成１４年に競争契約により
リースしたものであり、契約相手先が特
定されるため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7516
日本電子計算機
（株）営業本部

情報ＢＯＸ等管理システム
サーバ等一式賃貸借

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 7,617,960

当該物件は平成１５年に競争契約により
リースしたものであり、契約相手先が特
定されるため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

7517
日本道路公団　関
西支社

高速道路通行料

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 16,474,643

場所が限定されることにより、供給者が一に
特定されるとしている賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行うこと
が不可能であるもの（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7518
日立キャピタル
（株）

電子複写機賃貸借

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 23,304

当該物件は平成１２年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7519
富士ゼロックス
（株）　西日本支社

電子複写機賃貸借及び保
守等（その１０）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 74,691

当該物件は平成１３年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7520
富士ゼロックス
（株）　西日本支社

電子複写機賃貸借及び保
守等（その２）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 34,401

当該物件は平成１１年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7521
富士ゼロックス
（株）　西日本支社

電子複写機賃貸借及び保
守等（その５）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 861,629

当該物件は平成１３年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7522
富士ゼロックス
（株）　西日本支社

電子複写機賃貸借及び保
守等（その６）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 42,216,242

当該物件は平成１３年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7523
富士ゼロックス
（株）　西日本支社

電子複写機賃貸借及び保
守等（その７）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 17,395,416

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

7524
富士ゼロックス
（株）　西日本支社

電子複写機賃貸借及び保
守等（その９）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 1,836,802

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7525 兵庫県道路公社
Ｒ４８３改築事業に伴う情報
管路設置工事委託Ｈ１７協
定

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 277,824,725
有料道路事業者との協定に基づく委託契
約（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7526
大阪府水道部庭窪
浄水場

大庭地区高規格堤防整備
工事委託

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月4日 258,454,800
地方公共団体との協定にもとづく委託契
約（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7527 大阪放送（株）
平成１７年度近畿地方整備
局行政情報発信業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月4日 14,616,000

５０キロワットの出力を持つ広域放送
で、聴取区域は近畿２府４県をサービス
エリアに持ち、職員が生出演し、行政機
関のＰＲを日々扱うことのできるニュー
ス情報番組は、現時点で大阪放送の「里
見まさとのＮＥＷＳワンダーランド（中
井雅之のＮＥＷＳワンダーランド）」以
外にはないことが判明したため(会計法
第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争に移行

7528
（社）日本産業カウ
ンセラー協会　関西
支部

平成１７年度カウンセリング
委託業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月5日 4,567,500

当該相手方は職場での相談活動の推進等
を目的に創設され、厚生労働省から社団
法人として認可された団体であり、多岐
にわたるメンタルヘルス業務を実施して
いる唯一の者である。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7529
（株）日建設計シビ
ル　大阪事務所

平成１７年度事業概要等編
集業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月15日 4,935,000

本業務は、全体を２カ年で実施するもの
であり、各年度の業務内容はお互いに密
接に関連している。このため１６年度の
業務に関する技術提案書についても２カ
年全体の業務行程を求め、審査の結果、
本業者に決定されたところである。以上
より、本業務を遂行することに十分な知
識・経験を有する業者は当該業者以外に
なく随意契約する（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争に移行

7530
（株）ＮＨＫきんきメ
ディアプラン

平成１７年度社会資本整備
フォーラム企画業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月27日 31,342,500
本業務に求められる公共中立性及び高度
な技術・知識を有している唯一の機関で
ある。(会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札若しくは企
画競争に移行（１９

年度から）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7531
（医）恵生会
健康管理事業部

平成１７年度近畿地方整備
局職員健康診断委託業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年5月9日 12,521,963

当該相手方は、従来からコンピュターを
利用して国土交通省職員の個人データを
保存しており、健康管理の面からも継続
的に診断する必要があるため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札若しくは企
画競争に移行

単価契約

7532 近畿日本鉄道（株）
２４号改築事業に伴う近鉄
田原本線地下埋設の工事
に関する協定

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年5月10日 63,180,000
鉄道事業者との協定に基づく委託契約
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7533
（株）黒田建築設計
事務所

富田林法務総合庁舎平成
１７年度工事監理業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年5月16日 5,512,500

当初の業務は、指名競争入札で落札した
同社と契約している。本業務は当初から
の業務と一連のものであり、当初業務を
遂行した際の知見が本業務を遂行する上
でも必要不可欠となるため、引き続き同
社と随意契約するものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7534 （株）小野設計
近畿管区警察学校生徒寮
平成１７年度工事監理業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年5月16日 4,200,000

当初の業務は、指名競争入札で落札した
同社と契約している。本業務は当初から
の業務と一連のものであり、当初業務を
遂行した際の知見が本業務を遂行する上
でも必要不可欠となるため、引き続き同
社と随意契約するものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7535
（株）安井建築設計
事務所

大阪法務局北出張所平成
１７年度工事監理業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年5月17日 9,660,000

当初の業務は、指名競争入札で落札した
同社と契約している。本業務は当初から
の業務と一連のものであり、当初業務を
遂行した際の知見が本業務を遂行する上
でも必要不可欠となるため、引き続き同
社と随意契約するものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7536
（株）朝日学生新聞
社　大阪支社

平成１７年度未知普請広報
活動業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年5月24日 11,025,000

小学生を対象とした新聞を発行する規模
の大きい新聞社のうち、小学１～６年生
を対象とした新聞を発行するのは朝日小
学生新聞のみであるため（会計法第２３
条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

7537 日本ユニシス（株）
行政文書ファイル管理シス
テムオラクル保守業務（単
価契約）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年5月25日 1,354,500
アプリケーションの著作権を有している
のが当該者のみ（会計法第２９条の３第
４項）

その他

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7538 （社）土木学会
橋本道路垂井高架橋の損
傷に関する学術的調査研
究の業務委託

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年5月27日 16,023,000

社団法人土木学会は、コンクリート標準
仕方書、トンネル標準仕方書等の土木工
学の基礎をなす基準の制定を行うなど、
各分野の意見をとりまとめて技術基準を
検討する豊富な経験と高度な専門知識を
有している。また当法人においては、コ
ンクリート工学に関する研究・調査を行
い、その発展に寄与することを目的とし
たコンクリート委員会が常設されてお
り、コンクリート工学に関連する問題の
研究・調査を専門的に行っている我が国
で唯一の委員会である。よって、本業務
の履行にあたって、円滑で的確な執行能
力を有する法人は社団法人土木学会以外
にないため随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7539 （株）サンコー
パーソナルコンピュータ等
賃貸借（その１）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年6月1日 42,630

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7540 （株）サンコー プリンタ賃貸借（その６）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年6月1日 10,500

当該物件は平成１３年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7541
西日本旅客鉄道
（株）　大阪支社

Ｒ１改築に伴うＪＲ学研都市
線交野跨線橋新設工事委
託Ｈ１７協定

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年6月1日 937,000,000
鉄道事業者との協定に基づく委託契約
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7542 高槻市収入役 平成１７年度市町村交付金

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年6月2日 1,172,000
法令により契約の相手方が特定されるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7543 福井市 平成１７年度市町村交付金

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年6月2日 37,722,800
法令により契約の相手方が特定されるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7544 福井市 平成１７年度市町村交付金

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年6月2日 55,993,500
法令により契約の相手方が特定されるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7545

富士通（株）　関西
営業本部　関西
ネットワーク統括営
業部

河川情報システム（本局設
備）１式改造

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年6月3日 15,907,500
既存設備と一体不可分であり、設備に組
み込むことにより初めて機能するため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
公募を実施



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7546

富士通（株）　関西
営業本部　関西
ネットワーク統括営
業部

放送局画像配信システム
改造

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年6月3日 4,200,000
既存設備と一体不可分であり、設備に組
み込むことにより初めて機能するため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
公募を実施

7547 （株）プロシード
第４回道路ふれあい月間
ショートストーリー企画運営
業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年6月10日 5,292,000

標準プロポーザル方式により、業務提案
書を提出させ、建設コンサルタント選定
委員会において評価された結果、当該業
者が他社より優れており随意契約を行う
ものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7548
（社）システム科学
研究所

平成１７年度交通事故分析
図作成業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年6月10日 9,240,000

（社）システム科学研究所は、道路交通セン
サスのデータ分析の経験が豊富であるとと
もに、近畿整備局管内におけるプローブ
データの集計・分析システムを有している唯
一の法人であり、管内の将来交通量推計や
費用便益分析手法等の高度な研究にも取り
組んでいるなど、管内の交通分析に関する
豊富な経験と実績を有している。よって、本
業務を効率的かつ円滑に遂行できる唯一の
法人である（社）システム科学研究所と随意
契約を行うものである。（会計法第２９条の３
第４項）

問題があ
るもの

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

7549
能美防災（株）大阪
支社

平成１７年度大阪合同庁舎
第１号館火災報知設備点
検

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年6月16日 252,000

昭和３４年に製造元である当該業者が合
同庁舎に設置後継続して点検を実施して
おり過去の状況を把握している、また専
門的知識を有しているため、（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
公募を実施

7550
（株）ＮＨＫきんきメ
ディアプラン

「道路管理」ＰＲ映像英語版
制作業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年6月21日 4,273,500

本業務の履行にあたっては、現在と過去の道
路管理行政をわかり易い形で広報映像化する
ことから、過去と現在の道路管理行政を対比
することが必要であり、過去から 近の記録
映像（災害等）や、資料を豊富に所有また
は、使用が出来る事が必要である。株式会社
NHKきんきメﾃﾞｨｱﾌﾟﾗﾝは､「道路管理」ＰＲﾋﾞ
ﾃﾞｵの版下権利を所有している。（会計法第２
９条の３項４項）

見直しの
余地があ

り

企画競争を実施（１
９年度から）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7551
新日本法規出版
（株）

工事契約実務要覧　平成１
７年度版　５１７冊

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年6月27日 2,589,136
再販売価格が定められており競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7552
（株）大阪山田守建
築事務所

福井県警察学校生徒寮第
２回実施設計業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年7月4日 3,990,000

  本件建築物の設計は、プロポーザル方
式で特定した同社と随意契約している。
本業務は、当該設計について、設計者以
外に知り得ない情報である設計意図を工
事請負者等に伝達するものであるため、
同社と随意契約するものである。(会計
法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7553
（株）日本設計　関
西支社

兵庫県警察機動隊庁舎第
３回実施設計業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年7月4日 2,940,000

  本件建築物の設計は、プロポーザル方
式で特定した同社と随意契約している。
本業務は、当該設計について、設計者以
外に知り得ない情報である設計意図を工
事請負者等に伝達するものであるため、
同社と随意契約するものである。(会計
法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7554
京阪電気鉄道（株）
取締役社長　佐藤
茂雄

一般国道１号と京阪本線関
目架道橋の交差改善工事
に伴う実施設計

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年7月4日 45,349,500
京阪電気鉄道㈱との協議委託により定め
られている。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7555
西菱電機（株）　大
阪支社

平成１７年度大規模津波防
災総合訓練映像記録及び
配信業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年7月5日 25,599,000

当整備局に衛星通信車が配置されて以来、そ
の運用等をおこなってきている唯一の業者で
あり、かつ近畿地方において、本業務で使用
する大型ディスプレー装置を有してる唯一の
業者でもある。また、これらの機器、運用等
に熟知している唯一の者でもあり、大規模な
災害を想定した防災訓練において、機器、運
用等に熟知していない他の業者では、機器の
不測の事態に対応できないため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの（１８年度か

ら）
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点検の結果 講ずる措置

7556 （株）大谷研究室
国立京都国際会館Ｐ棟耐
震等第２回設計業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年7月6日 30,345,000

  本件建築物は、設計競技（コンペ）方
式により設計案を選定した象徴性の高い
建築物である。本業務は耐震補強改修に
対する設計意図の伝達及び工事の進捗に
伴う詳細な条件設定等への対応を行うも
のであり、その象徴性を形作る外観及び
内部空間の特徴を保持するため、当初設
計の意図を知る唯一の者である同社と随
意契約するものである。(会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7557
ＮＥＣリース（株）
関西支社

ファクシミリ賃貸借（その９）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年7月11日 5,569

当該物件は平成１２年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7558
東芝ソリューション
（株）関西支社

平成１７年度用地補償管理
システムＡＣＡＭＳ連携業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年7月13日 1,428,000
システム・データ内容等に熟知・精通、
著作者人格権の同一性保持権を有してい
るため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7559
（株）エヌ・ティ・
ティ・ファシリティー
ズ　関西事業本部

木津地方合同庁舎建築第
２回実施設計業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年7月15日 1,449,000

  本件建築物の設計は、プロポーザル方
式で特定した同社と随意契約している。
本業務は、当該設計について、設計者以
外に知り得ない情報である設計意図を工
事請負者等に伝達するものであるため、
同社と随意契約するものである。(会計
法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7560
（株）石本建築事務
所　大阪支所

富田林法務総合庁舎第３
回設計業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年7月15日 1,365,000

  本件建築物の設計は、プロポーザル方
式で特定した同社と随意契約している。
本業務は、当該設計について、設計者以
外に知り得ない情報である設計意図を工
事請負者等に伝達するものであるため、
同社と随意契約するものである。(会計
法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）
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7561 （株）大建設計
京都府警察学校道場第３
回実施設計業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年7月15日 1,659,000

  本件建築物の設計は、プロポーザル方
式で特定した同社と随意契約している。
本業務は、当該設計について、設計者以
外に知り得ない情報である設計意図を工
事請負者等に伝達するものであるため、
同社と随意契約するものである。(会計
法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7562
（株）安井建築設計
事務所

近畿管区警察学校生徒寮
第２回実施設計業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年7月19日 2,205,000

本件建築物の設計は、プロポーザル方式
で特定した同社と随意契約している。本
業務は、当該設計について、設計者以外
に知り得ない情報である設計意図を工事
請負者等に伝達するものであるため、同
社と随意契約するものである。(会計法
第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7563
（株）東畑建築事務
所

大阪法務局北出張所第３
回設計業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年7月19日 3,045,000

  本件建築物の設計は、プロポーザル方
式で特定した同社と随意契約している。
本業務は、当該設計について、設計者以
外に知り得ない情報である設計意図を工
事請負者等に伝達するものであるため、
同社と随意契約するものである。(会計
法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7564
（株）日本能率協会
総合研究所

平成１７年度建設副産物実
態調査業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年7月21日 10,762,500

　H17簡易公募型指名競争入札で特定し
たもので、内容が建設副産物の実態調査
と建設ﾘｻｲｸﾙ施策の基礎資料を作成する
など、建設ﾘｻｲｸﾙに関する専門的な知識
と経験が必要なため、知識と経験に優位
な業者を特定している。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7565
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

平成１７年度総合学習副読
本検討業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年7月26日 6,825,000

全体を二カ年で実施するものであり、各
年度の業務内容は互いに密接に関連して
いる。このため、初年度である平成１６
年度の業　　　　　　　務に関する技術
提案書についても二カ年全体の業務行程
を求め、審査の結果、本業者に特定され
た(会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の
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7566
西日本旅客鉄道
（株）　和歌山支社

和歌山線間一般国道２４号
河瀬跨線橋外２橋耐震補
強その他工事

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年7月28日 119,508,130
鉄道事業者との協定に基づく委託契約
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7567
歴史街道推進協議
会

平成１７年度歴史街道モデ
ル事業地区検討業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年8月1日 17,640,000

歴史街道計画及び歴史街道モデル事業に
関する広範な知識を有していること、各
自治体との調整能力を有しかつ調査結果
を今後の事業展開に反映できること、国
内外の先進・有効な事例を収集する能力
を有することが必須であり、この条件を
満たしているのは歴史街道推進協議会の
みである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7568 （株）ぎょうせい
国土交通省会計実務要覧
平成１７年度版　５３０冊

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年8月2日 2,014,000
再販売価格が定められており競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7569
特定非営利活動法
人　環境防災総合
政策研究機構

近畿防災・危機管理研究会
企画運営検討業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年8月4日 6,363,000

特定非営利活動法人　環境防災総合政策研究
機構は、多くの有識者が所属しており防災に
関する調査・研究、並びに普及啓発事業を行
い、社会教育の推進を図ることによって、地
域防災力の向上に寄与すること等を目的とし
て設立された法人である。同法人は、各地整
や内閣府等の実施した防災・危機管理に関し
た研究会等その内容を熟知し実行できるとと
もに本業務推進に必要な有識者を配置できる
唯一の組織である。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの
余地があ

り

公募を実施（１９年
度から）

7570 和歌山県知事
紀の川紀の川大堰建設事
業北田井ノ瀬橋架替工事１
５・１６年度協定

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年8月5日 6,915,000
地方公共団体との取り決めにより、契約の
相手方が一に定めれれているもの（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの
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7571
（株）読売新聞大阪
本社

大規模津波防災啓発業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年8月10日 13,650,000

㈱読売新聞大阪本社は、防犯・防災・安
全管理に関する 新の機器・システム・
サービスを集めた総合展示会「セーフ
ティ&セキュリティーワールドＯＳＡＫ
Ａ」を平成１４年度から継続して主催
し、防災・危機管理の啓発活動に積極的
に取り組んでおり、また同社は日本 大
の発行部数を誇る「読売新聞」を発行す
る新聞社であり、広く国民に周知を目的
とした広報媒体としては評価が高く、効
率的かつ効果的に広報するためには同紙
に掲載することが 良である。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

企画競争を実施（１
９年度から）

7572
ランドブレイン（株）
大阪事務所

地域の個性を活かした地域
住宅の計画策定検討業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年8月10日 8,505,000

本業務は標準プロポーザル方式によるも
のであり、提出５社の技術提案書の評価
の結果、ランドブレイン（株）が も高
い評価であるので、当該業者と随意契約
を行うものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7573

橋本市土地区画整
理事業施行者　橋
本市　代表者　橋
本市長

橋本市中心市街地第一地
区土地区画整理事業公共
施設管理者負担金

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年8月17日 140,000,000
その場所でないと行政目的が達し得ない
との理由から供給者が特定されるもの。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7574
（株）東芝　関西支
社

道路管理情報設備増設工
事

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年8月19日 296,835,000
既存設備と一体不可分であり、設備に組
み込むことにより初めて機能するため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
公募を実施



件数
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7575
（財）京都伝統建築
技術協会

京都御苑閑院宮邸跡保存
活用計画第４回設計業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年8月22日 2,625,000

京都御苑閑院宮邸跡保存活用計画設計業
務は、和風建築の伝統技能に精通し京都
御苑内の伝統的建築物を熟知している上
記業者に随意契約され、平成１４年度に
設計業務を行っている。また、平成１５
年度に第２回設計業務、平成１６年度に
第３回設計業務の契約を行っており、現
在は工事が進行中である。　本業務は、
施工業者に対する設計意図の伝達及び、
工事の進捗に伴う詳細な条件設定等への
対応を行うものである。　設計意図の伝
達は、施工者、監督職員及び監理業務受
託者に対して設計図書では完全に表現で
きない性質の情報を補完し、施工者、監
督職員及び監理業務受託者との打ち合わ
せや材料・仕上げの色彩・柄等の決定を
行う。また、工事の進捗に伴う詳細な条
件設定等への対応は、当初発注図面から
の軽微な変更を整理するものであり、設
計意図の発現の一貫として既に完了した
設計業務と密接不可分である。　よっ
て、当該施設の設計を補完するととも
に、品質を確保する上での詳細な情報を
施工者に伝えることができるのは、既設
計部分に関する施工・工事内容及び材料
の情報・特性を熟知した上記業者に限定
され、上記業者以外では実施できない。
以上の理由により、上記業者と随意契約
するものである。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7576 福井市長
九頭竜川改修附帯中角橋
架替工事平成１７年度協定

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年8月23日 140,000,000
地方公共団体との取り決めにより、契約
の相手方が一に定めれれているもの（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7577 （株）小林総合計画
海南税務署改修第２回実
施設計業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年8月24日 1,785,000

  本件建築物の設計は、プロポーザル方
式で特定した同社と随意契約している。
本業務は、当該設計について、設計者以
外に知り得ない情報である設計意図を工
事請負者等に伝達するものであるため、
同社と随意契約するものである。(会計
法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7578 （株）大成出版社
公共事業と予算　平成１７
年度版　５００冊

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年8月29日 1,750,000
再販売価格が定められており競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7579
独立行政法人　都
市再生機構　西日
本支社

都市再生整備計画策定に
係る検討業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年8月29日 17,703,000

まちづくり交付金は、地域の個性あふれるま
ちづくりを実施するため、平成１６年度に創
設された従来の補助金とは異なる新たなまち
づくりの支援制度である。この交付金は、地
域の課題に応じ様々な形で活用できることか
ら、これまでのように一律の基準で評価しに
くく、また、新規制度という試行的な試みが
なされる可能性があり、きめ細かく計画策定
を行った上で活用していくことが必要とな
る。よって、近畿地方整備局管内の都市再生
整備を行う必要がある地区について、関係す
る自治体との連携のもと、当交付金を有効に
活用して地域課題に応じた成果の実現へとう
まく誘導していくため、面的に広がる区域の
再開発事業をはじめ、様々なまちづくり事業
を手掛けるなど市街地整備の実施経験を有す
る者の協力を得て本調査業務を実施していく
ことが効果的である。これら様々な市街地整
備事業の実施経験を有し、都市再生特別措置
法第６２条に基づく都市再生整備計画の策定
等に必要な調査等の業務を行うことができる
独立行政法人都市再生機構に本調査業務を委
託するものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7580
姫路市英賀保駅周
辺土地区画整理組
合

英賀保駅周辺土地区画整
理事業公共施設管理者負
担金

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年8月29日 100,000,000
その場所でないと行政目的が達し得ない
との理由から供給者が特定されるもの。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7581 （株）大広
平成１７年度近畿地区水
都・自然再生と保全広報業
務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年8月30日 9,660,000

（株）大広は、唯一「ＫＡＮＳＡＩ１週
間」誌上に買い切り枠を持っているた
め、当局が予定する時期に掲載出来る唯
一の業者である。(会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7582
㈱ふるさときゃらば
ん

平成１７年度未知普請広報
活動支援業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年9月5日 14,941,500

ふるさときゃらばんは、「みちぶしん
ミュージカル」を全国的に公演している
たほか、「公共と地域」をテーマにした
ミュージカルを数多く手がけており、こ
れら数多くの実績により地域と密着した
活動を進めている劇団であり、未知普請
の精神を次世代を担う子供や主婦層に確
実に伝えることのできる唯一の劇団であ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

7583
中央復建コンサル
タンツ（株）

平成１７年度京阪神都市圏
総合都市交通体系調査業
務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年9月6日 29,925,000

本業務は標準プロポーザル方式によるも
のであり、提出された技術提案書の評価
を行った結果、中央復建コンサルタンツ
が も高い評価であったため。（会計法
第２３条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7584 非公表
緩衝建築物の建築費等の
負担金

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４５

平成17年9月6日 5,175,649
負担金であり、相手が特定される（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7585 （株）日経ビーピー 水害の世紀　１，０００冊

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年9月7日 2,000,000
再販売価格が定められており競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7586
大和不動産鑑定
（株）

不動産鑑定料

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年9月20日 1,329,300

本業務の実施にあたっては、不動産鑑定に関す
る専門的な知識と不動産の鑑定評価に関する法
律に基づく不動産鑑定士の資格に併せ、事務所
管内における地価公示法に基づく公示価格及び
鑑定地の存する地域の価格水準及び動向につい
て精通していることが求められる。不動産鑑定士
甲は、府県内における公共用地取得における多
数の受託実績を有しており、当該取得予定地域
における土地の客観的価値に作用する諸要因に
ついての比較を も適正かつ迅速に行うことがで
きる者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
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契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7587
（株）佐藤総合計画
関西事務所

法総研大阪研修寮第２回
実施設計業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年9月21日 1,575,000

  本件建築物の設計は、プロポーザル方
式で特定した同社と随意契約している。
本業務は、当該設計について、設計者以
外に知り得ない情報である設計意図を工
事請負者等に伝達するものであるため、
同社と随意契約するものである。(会計
法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7588 南海電気鉄道（株）
一般国道２４号妻跨線橋耐
震補強工事

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年9月27日 67,494,000
鉄道事業者の施設に影響する工事施工に
伴い安全管理上、鉄道事業者に委託し
た。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7589 大阪放送（株）
平成１７年度近畿地方整備
局行政情報発信業務（その
２）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年9月28日 15,172,500

標準プロポーザル方式により、技術提案
書を提出させ建設コンサルタント選定委
員会において評価された結果、当該業者
が「業務実施能力、業務実施方針及び手
法」において他社より も優れていたの
で特定された。(会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7590
有料道路の料金体
系にかかる社会実
験協議会

有料道路の料金体系に係
る社会実験業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年9月28日 2,970,000,000
協議会との協定に基づく委託契約（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7591
協和テクノロジィズ
（株）

パーソナルコンピュータ等
賃貸借（その１２）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年10月1日 8,946

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7592 大津市長 目片　信
「大津百町都市水路計画調
査検討」業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年10月3日 6,205,500

都市再生本部（本部長：内閣総理大臣）
において決定された「全国都市再生のた
めの緊急措置」の一環として、「全国都
市再生モデル調査」を実施した。そのモ
デル調査に当該業務を応募し、内閣官房
都市再生本部事務局より選定されたた
め。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7593
（株）山下設計　関
西支社

滋賀県警察学校本館建築
実施設計業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年10月7日 21,525,000

  プロポーザル方式を採用し、提出され
た技術提案書を総合的に評価した結果、

も優れていると評価された者を契約の
相手方として特定し、随意契約するもの
である。(会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7594 （株）昭和設計
京都法務総合庁舎増築実
施設計業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年10月7日 11,760,000

  プロポーザル方式を採用し、提出され
た技術提案書を総合的に評価した結果、

も優れていると評価された者を契約の
相手方として特定し、随意契約するもの
である。(会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7595
日本電気（株）　関
西支社

平成１７年度ＣＡＭＳ改良業
務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年10月7日 5,985,000
システム・データ内容等に熟知・精通、
著作者人格権の同一性保持権を有してい
るため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7596
（株）読売新聞大阪
本社

平成１７年度防災・危機管
理啓発業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年10月12日 19,740,000

㈱読売新聞大阪本社は、防犯・防災・安
全管理に関する 新の機器・システム・
サービスを集めた総合展示会「セーフ
ティ&セキュリティーワールドＯＳＡＫ
Ａ」を平成１４年度から主催し、防災・
危機管理の啓発活動に積極的に取り組ん
でいる。また同社は、広く国民に周知を
目的とした広報媒体として評価が高く、
日本 大の発行部数を誇る「読売新聞」
を発行する新聞社であり、効率的かつ効
果的に広報するためには同紙に掲載する
ことが 良である。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

企画競争を実施（１
９年度から）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7597 大阪市水道局長 水道料

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年10月14日 11,133,410
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

7598
（社）大阪国際見本
市委員会

平成１７年度地球環境技術
展設営業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年10月17日 5,250,000

社団法人　大阪国際見本市委員会は、地
球環境技術展の主催者であり、出展・展
示に当たっての展示スペースの調整・整
合について、本業務を遂行できる唯一の
機関であるため(会計法第２９条の３第
４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

7599
道路整備促進期成
同盟会全国協議会

０５～０６年版　道路時刻表
１，３６０部

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年10月18日 1,768,000
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7600 （株）都市環境設計
岸和田法務総合庁舎増築
実施設計業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年10月19日 11,865,000

  プロポーザル方式を採用し、提出され
た技術提案書を総合的に評価した結果、

も優れていると評価された者を契約の
相手方として特定し、随意契約するもの
である。(会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7601
（株）日水コン　大
阪支所

平成１７年度大阪湾流域別
下水道総合計画検討業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年10月19日 8,610,000

標準プロポーザル方式により技術提案書
を提出させ、建設コンサルタント選定委
員会において他社より優れており、特定
されたため随意契約を行った。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7602 赤穂市長
「赤穂段通や塩を活かした
創造的な滞在型観光サー
ビス開発調査」業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年10月19日 5,580,000

赤穂市は、「全国都市再生モデル調査」
に応募し、内閣官房都市再生本部事務局
によりモデル調査として、その活動・調
査内容が選定されたため。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7603 藤井寺市長
『遣唐留学生「井真成」の歴
史遺産を新たな市民シンボ
ルとした市の活性化業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年10月19日 5,580,000

藤井寺市は、「全国都市再生モデル調
査」に応募し、内閣官房都市再生本部事
務局によりモデル調査として、その活
動・調査内容が選定されたため。（会計
法第２３条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7604
日本無線（株）　関
西支社

多重無線通信装置（宮原回
線他２回線）１式製造

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年10月20日 157,185,000
一般競争の後、不落随意契約（会計法第
２９条の３第５項、特例政令に該当）

その他
競争入札に移行した

もの

7605 木津町長
木津駅前土地区画整理事
業公共施設管理者負担金

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年10月20日 5,000,000
木津町との協議委託により定められてい
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7606
（財）大阪地域振興
調査会

「八軒家浜の運営管理に関
する調査」業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年10月24日 5,587,000

「全国都市再生モデル調査」に応募し、
内閣官房都市再生本部事務局によりモデ
ル調査として、その活動・調査内容が選
定されたため。（会計法第２３条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7607
エヌ・ティ・ティ・イン
フラネット（株）　関
西支店

高度情報化推進計画等検
討業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年10月28日 39,532,500
評価項目が他社に対して有利であった
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7608 綾部市長
由良川改修附帯市道高津
小貝線（小貝橋）改修工事
Ｈ１７協定

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年10月31日 34,000,000
地方公共団体との取り決めにより、契約の
相手方が一に定めれれているもの（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7609 （株）サンコー
パーソナルコンピュータ等
賃貸借（その１５）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年11月1日 80,325

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7610
協和テクノロジィズ
（株）

パーソナルコンピュータ等
賃貸借（その１３）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年11月1日 30,198

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7611
協和テクノロジィズ
（株）

パーソナルコンピュータ等
賃貸借（その１４）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年11月1日 31,395

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7612
協和テクノロジィズ
（株）

ファクシミリ賃貸借（その１
４）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年11月1日 29,400

当該物件は平成１３年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7613
山陽電気鉄道株式
会社

Ｒ２交差点改良事業に伴う
光ケーブル移設にかかる設
計施行協定

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年11月1日 487,200
鉄道事業者との協定に基づく委託契約
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7614
ＮＥＣリース（株）
関西支社

ファクシミリ賃貸借（その１
１）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年11月8日 135,460

当該物件は平成１２年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7615 雄健建設（株）
天王寺税務署第２回改修
工事

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年11月8日 4,410,000

本工事は、現在施工中の「天王寺税務署改修
工事」において実施している、エレベーター
設置等に伴うバリアフリー化の工事と合わせ
て必要となる玄関扉の改修を行うものであ
る。本工事で施工する予定の玄関扉は、現在
施工中の工事で設置される、エレベーター
ホールから避難するための２枚の防火戸と連
動し、避難路を確保する一体の防火設備シス
テムとなっており、非常時の作動を確実に行
わせるため、同一の施工者による全体調整が
不可欠である。また、今回の工事部分は現在
施工中のエレベーター棟の新設壁及び防火扉
に接合するものであり、同時期に実施するた
め、施工中の安全を確保し、安全な建築物を
施工するには施工者の一貫した判断に基づい
た施工が不可欠となる。以上により、本工事
を適正に施工できるのは現在施工中の業者で
ある「雄健建設（株）」以外には有り得ない
ため、随意契約を行うものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）

7616
（株）エム・シー・ア
ンド・ピー

平成１７年度防災・危機管
理展示業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年11月10日 14,962,500

標準プロポーザル方式により技術提案書
を提出させ、役務選定委員会にて評価さ
れた結果、当該業者が「特定テーマ等に
対する技術提案」において他社より優れ
ていたので特定された。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7617
エヌ・ティ・ティ・リ－
ス（株）　大阪支店

道路占用許可電子申請シ
ステムサーバ一式賃貸借

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年11月10日 2,379,888

平成１３年１月に３年間の賃貸借を前提
にした契約を行い、３年が経過した本年
１月に平成１７年３月までの賃貸借を前
提にした継続契約を行っているが、会計
法上単年契約が定められていることか
ら、１年毎に契約を行う必要がある。賃
貸借期間については、長期契約により廉
価に抑え、機能的有用性を確保でき上記
業者と随意契約を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの

単価契約

7618
日本郵政公社　大
阪中央郵便局　共
通事務センター

後納郵便料

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年11月10日 8,389,115
郵便に関する料金（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7619
ＮＥＣリース（株）
関西支社

ファクシミリ賃貸借（その１
２）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年11月11日 108,368

当該物件は平成１２年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7620

住信・松下フィナン
シャルサービス
（株）　関西法人支
店

ファクシミリ賃貸借（その１
０）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年11月11日 116,235

当該物件は平成１３年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7621 （学）近畿大学
排水性舗装混合物のリサイ
クル技術の研究業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年11月15日 8,820,000

近畿大学では長年アスファルト舗装及び排水
性舗装のリサイクルに関する研究を行い、舗
装骨材の再生方法に関する学術発表、特許取
得（平成８年　特許第２５４７５１０　廃棄
アスファルト混合物の処理方法及びその製
品）を行っている。特に微粉末を活用したア
スファルト舗装発生材の再材料化に関しては
他に類が無く、それらの知識を基に、舗装発
生材の再材料化に関して学問的分野から、行
政が処理すべき方向を検討することができる
総合的で高度な専門知識を有する唯一の機関
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7622
（株）有電社　大阪
支店

多重無線通信装置（深山回
線他３回線）１式製造

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年11月17日 229,110,000
一般競争の後、不落随意契約（会計法第
２９条の３第５項、特例政令に該当）

その他
競争入札に移行した

もの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7623
富士通（株）　関西
営業本部　公企業
統括営業部

統一河川情報システム（本
局設備）増設

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年11月17日 51,240,000

既存設備と一体不可分であり、設備に組
み込むことにより初めて機能するため。
（会計法第２９条の３第４項、特例政令
に該当）

見直しの
余地があ

り
公募を実施

7624
（社）システム科学
研究所

平成１７年度道路管理ＩＴＳ
施策検討業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年11月18日 8,400,000

本業務の履行にあたっては、「道路管理
ＩＴＳ連絡会議」の企画・運営を行うと
ともに、ＩＴＳ施策データベースを活用
し、近畿圏内のＩＴＳ施策の効果・課題
をわかりやすく整理を行い、ＩＴＳ施策
導入ガイドブックの作成及びＩＴＳ検索
システムへの反映を行っていく必要があ
る。（会計法第２９条の３第４項）

問題があ
るもの

企画競争を実施

7625
（社）大阪国際見本
市委員会

平成１７年度災害対策車両
展示等業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年11月18日 9,450,000

社団法人　大阪国際見本市委員会は、大
阪モーターショー実行委員会を構成する
者であり、出展・展示に当たっての展示
スペースの調整・整合について、本業務
を遂行できる唯一の機関であるため(会
計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

7626
シンクアプローチ
（株）

平成１７年度ＣＲＭＳ改良業
務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年11月18日 48,898,500

システム・データ内容等に熟知・精通、
著作者人格権の同一性保持権を有してい
るため。（会計法２９条の３第４項、特
例政令に該当）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7627

西日本旅客鉄道
（株）大阪建設工事
事務所　和歌山工
事所

紀の川大堰改修事業ＪＲ阪
和線紀の川橋梁改築工事
Ｈ１７及び１８年度協定

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年11月18日 2,492,524,637
鉄道事業者との協定に基づく委託契約
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7628
本州四国連絡高速
道路（株）　神戸管
理センター

高速道路通行料

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年11月18日 2,930,708

場所が限定されることにより、供給者が一に
特定されるとしている賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行うこと
が不可能であるもの（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7629

住信・松下フィナン
シャルサービス
（株）　関西法人支
店

ファクシミリ賃貸借（その１
３）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年11月25日 40,950

当該物件は平成１２年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7630
（株）三菱総合研究
所

平成１７年度東南海・南海
地震発生時広域応援体制
検討業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年11月29日 27,930,000

東南海・南海地震発生時における広域応
援体制に関しての業務を平成１５年度に
標準プロポーザル方式により特定され業
務を実施した実績を有し、平成１６年度
にも引き続き広域応援体制に関する業務
を実施している。このため東南海・南海
地震に関する各種資料の整理・検討に精
通しており、本業務を円滑かつ的確に実
施できる唯一の業者である。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

7631 （株）日建設計
大阪第１地方合同庁舎耐
震改修第２回実施設計業
務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年11月29日 5,040,000

  本件建築物の設計は、プロポーザル方
式で特定した同社と随意契約している。
本業務は、当該設計について、設計者以
外に知り得ない情報である設計意図を工
事請負者等に伝達するものであるため、
同社と随意契約するものである。(会計
法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7632
国立大学法人　京
都大学

既設構造物の延命化技術
に関する研究業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年11月29日 10,500,000

本業務は、秘密保持が発生する共同研究とい
う性質上、業務を委託するものは産学官連携
「構造物の延命化技術に関する研究プロジェ
クト」のグループ内の研究分担者に限定され
るものである。京都大学は、1)本プロジェク
トの参画者であること。2)プロジェクトの中
心的存在として研究の運営を行えるものであ
ること。3)調査業務遂行のための十分な技術
力と経験を有すること。4)測定業務遂行のた
めの測定装置等を準備できること。5)データ
解析のための設備を有し、解析等業務を遂行
できること。6)構造物の補修技術に対して、
十分な情報収集能力を有すること。以上によ
り、本業務を唯一遂行し得る京都大学と随意
契約を行うものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7633
（株）エスエスイー
大阪事務所

平成１７年度ＰＣＭＳ改良及
び運用支援業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年11月30日 10,939,950
システム・データ内容等に熟知・精通、
著作者人格権の同一性保持権を有してい
るため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7634
西日本旅客鉄道
（株）神戸支社

一般国道２号天神橋調査
点検工事

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年11月30日 4,158,262
鉄道事業者との協定に基づく委託契約
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7635
中日本高速道路
（株）　金沢支社

北陸自動車道南条ＳＡのス
マートＩＣ社会実験に関する
受委託協定

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年11月30日 40,302,829

平成１７年１１月２２日付けで締結した
「北陸自動車道路南条ＳＡに接続するス
マートＩＣ社会実験の実施に関する基本
協定」第６条及び第９条に基づき、北陸
自動車道南条ＳＡのスマートＩＣ社会実
験に伴う施設等の設置及び運営管理に関
して受委託協定を締結する。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7636
キヤノン販売（株）
大阪支店

電子複写機賃貸借及び保
守等（その１４）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年12月1日 74,276

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7637
山陽電気鉄道株式
会社

Ｒ２交差点改良事業に伴う
光ケーブル移設にかかる工
事施行協定

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年12月1日 3,591,000
鉄道事業者との協定に基づく委託契約
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7638
富士ゼロックス
（株）　西日本支社

電子複写機賃貸借及び保
守等（その１３）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年12月1日 68,702

当該物件は平成１１年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7639
（社）システム科学
研究所

平成１７年度道路交通セン
サス交通流動資料作成業
務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年12月5日 9,660,000

（社）システム科学研究所は、交通量
データの作成に対応した検証において、
特殊な料金体系に対応できる現況再現プ
ログラムをもち、かつ、管内全域をカ
バーする詳細な配分ネットワークデータ
を保有する唯一の法人である。また、過
年度にも同様の業務を受注した実績があ
るとともに、交通量推計の分析をはじめ
各種調査のデータ分析を行うなど、高度
な研究を行い、交通計画に関する豊富な
経験と実績を有している。従って、本業
務を遂行できる唯一の法人である上記法
人と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

7640
（株）横須賀テレコ
ムリサーチパーク

神戸地区自律移動支援技
術の検討業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年12月6日 69,825,000

本業務の実施には、国土交通省が設置した自
律移動支援プロジェクト推進委員会において
システム構成として推奨されたユビキタスID
メカニズム、ユビキタスコンピューティング
技術及び自律移動支援のシステム構成の実現
に関係する多岐に渡る要素技術について高度
な専門知識や経験が必要である。（株）横須
賀テレコムリサーチパークは、ユビキタスID
メカニズムを考案し、ユビキタスIDを発行・
管理をしているとともに、ucodeタグ（ユビキ
タスIDが付与されたタグ）リーダー機能やユ
ビキタス環境とのコミュニケーションツール
（携帯端末）の開発に成功した、唯一の機構
である。また平成１６年度に神戸市内で、通
信機器の動作確認及び改善点の抽出等の検討
を実施しており、本業務は平成１６年度に引
き続き行う必要があるため随意契約を行っ
た。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7641
（社）システム科学
研究所

平成１７年度近畿地方にお
ける地域活性化に向けた
検討業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年12月7日 32,340,000

（社）システム科学研究所は平成１１年
度から、「近畿広域戦略会議」を運営
し、提案された「１０の連携プロジェク
ト」の具体化や、推進のための検討、及
び「地域発まちづくり」の公募・選定業
務を実施しており、地域活性化を目的と
した業務について熟知している。また、
「近畿広域戦略会議」に関係して、近畿
における国、自治体との地域開発調査業
務も実施しており、本業務に必要な地域
連携・経済活動状況の情報を一括して有
している唯一の社団法人である。（会計
法第２９条の３第４項）

問題があ
るもの

Ｈ１８年度より企画
競争を実施

7642
オムロン（株）大阪
事業所

平成１７年度環境データ提
供処理装置改良

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年12月12日 5,166,000
既存設備と一体不可分であり、設備に組
み込むことにより初めて機能するため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

Ｈ１８年度以降競争
入札に移行したもの

7643 （株）中国サンネット
平成１７年度人事管理シス
テム改良業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年12月14日 7,770,000

開発、改良業者であり、内容等に熟知・
精通し、著作者人格権の同一性保持権を
有している。(会計法第２９条の３第４
項)

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7644 （株）日本経済社
関西元気な地域づくり広報
活動業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年12月16日 6,459,600

新聞媒体の中で、日本経済新聞は、大都
市圏の事業所への普及率が高く、経済関
係者に対して効率的かつ効果的に広報す
るためには同紙に掲載することが 良で
ある。日本経済社は日本経済新聞から案
内広告欄を一手に委託されており、掲載
予定日に確実かつ的確に広報内容を掲載
することができる唯一の業者である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

企画競争を実施（１
９年度から）

7645
高速バスロケーショ
ンシステム運営協
議会

高速バスの走行履歴情報
収集と高速バスの位置情
報提供システムの導入業
務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年12月19日 455,000,000
協議会との協定に基づく委託契約（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7646
電設コンサルタンツ
（株）近畿営業所

平成１７年度近畿管内多重
回線整備他検討業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年12月21日 33,075,000
評価項目が他社に対して優位であった
(会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7647
大阪府知事　齊藤
房江

水都大阪「水辺ウォーク」プ
ロジェクト調査業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年12月22日 6,216,000

都市再生本部（本部長：内閣総理大臣）
において決定された「全国都市再生のた
めの緊急措置」の一環として、「全国都
市再生モデル調査」を実施した。そのモ
デル調査に当該業務を応募し、内閣官房
都市再生本部事務局より選定されたた
め。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7648 （株）ニュージェック
都市の特性と活性化に関
する検討業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年12月26日 4,935,000

本業務の履行にあたっては、平成１５年
度に業務全体を標準プロポーザル方式に
より技術提案書の要請を行い、その評価
の結果、上記㈱ニュージェックと随意契
約を行い、平成１５年度業務では「基礎
資料の作成」までを実施した。本年度
は、残る業務を実施するものであり、上
記のとおり一連の業務内容として提案書
を評価していることから、平成１５年度
実施業務とは一体不可分であり、当該要
請書においても次年度に随意契約するこ
とがある旨を明記しており、当該業者と
随意契約するものである。（会計法第２
９条の３第４項）

その他

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

7649
協和テクノロジィズ
（株）

パーソナルコンピュータ等
賃貸借（その１７）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年12月26日 17,040

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7650 （株）かんぽう
平成１８年版　河川六法　３
５３冊

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年12月27日 1,768,177
再販売価格が定められており競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7651
国立大学法人　京
都大学

道路トンネルの健全性評価
技術の基礎研究業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年1月4日 10,500,000

産学官連携「道路トンネル健全性評価技術の
研究」プロジェクトが、本年度の公募により
参画者が決定し設立された。大学からは京都
大学のみ参画している。本研究の遂行に当
たっては、トンネルの維持管理に関する知識
のみならず、設計、施工に関する知識も必要
である。また、トンネルは地山内に構築され
る構造物であり、トンネル本体のみならず地
盤や岩盤に関する知見も重要である。国立大
学法人京都大学は、トンネルの設計、施工、
維持管理および地盤・岩盤に関する研究成果
が多数あり、トンネルにおける岩盤に関する
特許を有するなど、総合的で高度な技術を有
している法人であり、共同研究という性質
上、業務を委託するものはプロジェクトグ
ループ内の研究分担者に限定されるものであ
る。以上により、本業務を唯一遂行し得る京
都大学と随意契約を行うものである。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7652
富士ゼロックス
（株）　西日本支社

電子複写機賃貸借及び保
守等（その１５）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年1月4日 200,392

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7653 （財）都市緑化基金
第２３回全国都市緑化おお
さかフェア出展平成１７年度
負担金

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年1月5日 60,000,000
実行委員会との協定に基づく負担金（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7654
（社）システム科学
研究所

世界遺産ケーススタディ地
域景観検討業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年1月11日 5,355,000

（社）システム科学研究所は、地域開
発・経営管理・技術開発等に係るシステ
ムの開発・応用に関する調査・研究等を
通して関西の経済社会の発展に寄与する
ことを目的に設立された公益法人であ
る。上記研究所は、平成15年度「紀伊山
地の霊場と参詣道」の世界遺産登録に係
る地域活性化調査業務、「近畿の美しい
国づくり」推進方策等検討業務、平成16
年度「世界遺産にふさわしい景観形成方
策検討業務」を行い、世界遺産地域にお
ける景観形成のあり方を検討し、具体的
な検討プロセスを策定している。本業務
は、平成16年度策定した景観検討プロセ
スを基にケーススタディ地区に置いて景
観調査を行うものであり、上記社団法人
は、これまでの調査を通じて本調査を十
分理解しており、迅速かつ的確に履行で
きる唯一の機関である。したがって、本
業務の実施に当たり（社）システム科学
研究所と随意契約するものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
競争入札若しくは企

画競争に移行

7655 赤穂市長
有年土地区画整理事業公
共施設管理者負担金

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年1月11日 20,000,000
その場所でないと行政目的が達し得ない
との理由から供給者が特定されるもの。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7656
日本無線（株）　関
西支社

ヘリコプター画像受信装置
（槇山局他）１式改造

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年1月12日 24,150,000

既設設備の改造にあたって装置内部の電
気的条件は独自設計となっており他の業
者が改造する場合既存設備と互換性がな
いため（会計法第２９条の３第４項、特
例政令に該当）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7657 姫路市長

一級河川揖保川改修附帯
市道付替工事及び普通河
川浜田北川改修工事施工
協定

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年1月13日 5,833,800
地方公共団体との取り決めにより、契約の
相手方が一に定めれれているもの（会計法
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7658
東芝ソリューション
（株）関西支社

平成１７年度国有財産管理
システム価格改定等対応
業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年1月16日 4,567,500
システム・データ内容等に熟知・精通、
著作者人格権の同一性保持権を有してい
るため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7659
（株）日立製作所
関西支社

大阪第１地方合同庁舎エレ
ベーター設備改修工事

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年1月18日 9,000,000

　本工事は、大阪第１地方合同庁舎の免
震改修に伴うエレベーター設備の改修工
事である。本庁舎には、西側及び東側に
各３台のエレベーターが設置されてお
り、停止階は地下１階から地上８階まで
である。本工事は、免震改修に伴い、西
側及び東側の各２台の停止階を地上１階
から地上８階までに変更するため、既存
の制御盤、ロープ、レール、かご等を改
修するものであり、既設部分を含めた総
合調整を必要とするものである。このよ
うに、改修部分と既設部分は密接不可分
の関係にあり、改修後の設備が一体と
なって機能するためには、既設部分の施
工者に本工事を施工させる必要がある。
加えて、既設部分の施工図書類及び資料
をもとにした臨機の判断と適切な施工に
係るノウハウが必要不可欠である。ま
た、同一施工者以外の者に施工させた場
合、かし担保責任の範囲が不明確にな
る。㈱日立製作所は、本施設のエレベー
ター設備に関する工事を一貫して施工し
てきており、本工事を円滑かつ適正に施
工できる唯一の業者である。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7660 京都府知事
淀川改修附帯隠元橋改築
工事平成１７年度協定

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年1月18日 70,000,000
地方公共団体との取り決めにより、契約の
相手方が一に定めれれているもの（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7661
朝日航洋（株）　西
日本空情支社

近畿地方整備局管内河川
航空レーザー測量業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年1月18日 44,100,000

本業務は、簡易公募型プロポーザル方式
によるものであり、提出４社の技術提案
書の評価の結果、朝日航洋株式会社西日
本空情支社が も高い評価であるので、
当該業者と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7662
特定非営利活動法
人　日本水フォーラ
ム

国内外における洪水等自
然災害に対する住民意識
向上方策調査業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年1月20日 19,950,000

本業務は災害に関する住民意識を向上させる
海外のツールを収集・整理・解析するもので
あり、本業務の実施には海外に強力なネット
ワークを有し、関連する情報を短期間に効率
的に収集・分析する能力や、諸外国の調査に
関して豊富な経験が必要である。本法人が有
するネットワークは、世界 大の水に関する
国際会議である世界水フォーラムを通じて国
際機関・各国政府・自治体・市民・民間団体
等様々な利害関係者からなる世界 大規模か
つ独特なネットワーク（108ヶ国870団体の市
民団体等）であり、本法人が第３回世界水
フォーラム事務局時に形成した後、第４回世
界水フォーラム開催にいたる現在においても
積極的に維持・活用されているものである。
また、第４回世界水フォーラムにおいても、
アジア太平洋地域の調整役を務めていること
に加え、国連経済社会局（UNDESA）、世界気
象機関（WMO）、水と気象変動に関する協力プ
ログラム機関（CPWC）とともに枠組みテーマ
の一つ「危機管理」のビーコン（先導役）と
して、危機管理や災害対策に関する世界の
新情報の分析、分科会・全体会議の企画・構
成・運営、危機管理に関する議論のとりまと
め及び提言案の起草を行う極めて高度な能力
を有している。さらに、本法人は、先進８カ
国の水に関する様々な情報・意見・技術を集
約している各国の代表機関で構成されている
イニシアティブNorthern Water
Network(NoWNET)の事務局を務めており、先進
８機関と固有の緊密な連携を保持することか
ら、先進諸国の水に関する様々な情報を広範
にかつ的確に収集できる極めて優位な立場に
ある。あわせて、非営利の法人として様々な
立場の関係者・機関から中立・公平に情報収
集できる位置にあり、本業務を遂行できる唯
一の機関である。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの
余地があ

り
公募を実施

7663
ＮＥＣネクサソ
リューションズ（株）
関西支社

平成１７年度企画情報デー
タ整備作業

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年1月23日 4,935,000

当該業者は企画情報検索システムを開発
し、システムのデータ内容、処理形態等
を熟知している。また、当該システムに
ついて著作者人格権の同一性保持権（著
作権法第２０条第１項）を有している。
(会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7664 （株）中国サンネット
平成１７年度パイロット（厚
生）システム改良業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年1月24日 2,100,000

同システムの開発業者でありプログラム
の著作者人格権の同一性保持権を有して
いるため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7665 阪急電鉄株式会社
宝塚線池田市・箕面市間１
７１号池田高架橋他２橋耐
震補強等工事

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年1月24日 133,245,000
鉄道事業者との協定に基づく委託契約
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7666
大阪府知事　齊藤
房江

「「芥川・ひとと魚にやさしい
川づくり」プロジェクト調査」
業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年1月24日 6,195,000

本業務は、都市再生本部において決定さ
れた「全国都市再生のための緊急措置」
の一環境として、国が新たに支援し、そ
の調査・活動を成果として取りまとめる
ものである。大阪府は本年度「全国都市
再生モデル調査」へ応募し、モデル調査
として対象となった。以上より、本業務
は大阪府に委託するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7667
（財）大阪市都市工
学情報センター

大阪「中之島」のシンボルと
調和した景観形成検討調
査業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年1月26日 4,935,000

本財団は、従前から大阪市の景観に関す
る様々な業務を実施しており、特に今年
度、景観形成を実現するための景観計画
の策定業務をしている。本業務成果は、
先進事例として各方面に活用する一方、
大阪市の計画策定の検討資料として活用
されるものであり、景観計画策定業務を
実施している唯一の法人。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

7668
川重テクノサ－ビス
（株）

官庁施設アスベスト含有分
析調査業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年2月1日 2,310,000

本業務は、既存の官庁施設に吹き付けられた
ロックウール吸音材のアスベスト（石綿）含
有率を分析調査する業務である。今回の分析
では、今後のアスベストを取り巻く規制など
を考慮し、定量下限を0.1％とした分析を行
う。現在、近畿県内で調べ得る調査会社で定
量下限を0.1％で分析できる設備を有するのは
同社以外にないことから、川重テクノサービ
ス㈱に随意契約を行うものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7669
日本電気（株）　関
西支社

資格審査インターネット受
付システム改良仕様検討
業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年2月7日 6,825,000
システム内容に精通しているため（会計
法第２９条の３第４項）

その他

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7670
富士通（株）関西営
業本部公企業統括
営業部

専用通信網監視制御装置
増設一式

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年2月7日 14,910,000
既存設備と一体不可分であり、設備に組
み込むことにより初めて機能するため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
公募を実施

7671 京都市長
桂川改修事業淀水垂地区
に伴う公共施設の補償工
事Ｈ１７協定

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年2月9日 88,635,000
地方公共団体との取り決めにより、契約の
相手方が一に定めれれているもの（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7672
（株）三菱総合研究
所

平成１７年度近畿圏の将来
像展望のための広域的調
査

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年2月10日 8,085,000

平成１６年において本省で発注された業
務を広域的な側面で保管するものであ
り、当該業者が有するデータや分析手法
が必要なため（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

7673 （株）日本経済社
平成１７年度関西元気
フォーラム広報業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年2月10日 9,807,000

当該業者は、日本経済新聞の案内広告欄
を同社より一手に委託されており、当方
が予定した日に確実かつ的確に掲載する
ことができる唯一の業者である。(会計
法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

その他（競争入札若
しくは企画競争に移

行）

7674 日本ユニシス（株）
平成１７年度公文書作成シ
ステム導入業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年2月14日 13,429,500

導入する本システムの開発会社であり、
内容・処理形態等を熟知・精通している
ほか、著作者人格権同一性保持権を有し
ているため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7675
西日本電信電話
（株）大阪支店

道路緊急ダイヤル工事費

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年2月20日 1,611,855
緊急ダイヤルを設置するための工事であ
り、当該相手方に特定されるため。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

7676
富士ゼロックス
（株）　西日本支社

電子複写機賃貸借及び保
守等（その１６）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年2月21日 343,863

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

7677
（株）岡本設計事務
所

神戸税務署増築設計業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年2月22日 9,765,000

  プロポーザル方式を採用し、提出され
た技術提案書を総合的に評価した結果、

も優れていると評価された者を契約の
相手方として特定し、随意契約するもの
である。(会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7678
（株）構造計画研究
所　大阪支社

和歌山港湾合同庁舎改修
外４件設計業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年2月22日 18,165,000

  プロポーザル方式を採用し、提出され
た技術提案書を総合的に評価した結果、

も優れていると評価された者を契約の
相手方として特定し、随意契約するもの
である。(会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7679
（株）四国電子計算
センター

平成１７年度用地調査設計
積算システム改良業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年2月22日 2,835,000

本業務の実施にあたり、当該システム及
び整備局のシステム環境に精通している
ことはもとより、平成１８年４月から確
実に改良後の当該システムを稼働させる
必要がある。（株）四国電子計算セン
ターは、平成１６年度に当該システム開
発を行っており、当該システムに熟知・
精通し、かつ十分な技術的能力を有して
いることから、円滑かつ効率的にシステ
ム改良を行うことができる唯一の事業者
である。なお、本所業者は著作者人格権
の一つである同一性保持権（著作権法第
２０条第１項）を有している。以上の理
由により、（株）四国電子計算センター
と随意契約を行うものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7680
（株）松田平田設計
大阪事務所

大阪第２地方合同庁舎耐
震改修基本設計業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年2月22日 11,550,000

  プロポーザル方式を採用し、提出され
た技術提案書を総合的に評価した結果、

も優れていると評価された者を契約の
相手方として特定し、随意契約するもの
である。(会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7681
（株）大阪山田守建
築事務所

海上保安学校学生寮耐震
改修設計業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年2月22日 15,750,000

  プロポーザル方式を採用し、提出され
た技術提案書を総合的に評価した結果、

も優れていると評価された者を契約の
相手方として特定し、随意契約するもの
である。(会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7682 （株）昭和設計
東淀川税務署改修外６件
設計業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年2月23日 14,385,000

  プロポーザル方式を採用し、提出され
た技術提案書を総合的に評価した結果、

も優れていると評価された者を契約の
相手方として特定し、随意契約するもの
である。(会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7683
（株）徳岡昌克建築
設計事務所

敦賀港湾合同庁舎改修外
３件設計業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年2月23日 14,070,000

  プロポーザル方式を採用し、提出され
た技術提案書を総合的に評価した結果、

も優れていると評価された者を契約の
相手方として特定し、随意契約するもの
である。(会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7684
特定非営利活動法
人　日本水フォーラ
ム

第４回世界水フォーラム情
報発信検討業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年2月23日 4,725,000

本業務は、第４回世界水フォーラムにお
いて近畿管内における流域圏再生等の取
組を世界に除法発信する手法の検討及び
海外の事例について情報誌収集を行うも
のであり、当該法人は日本事務局として
第４回世界水フォーラムに携わってお
り、関連する情報について短期間で効率
的に実施する事が可能であるこてから、
随意契約を行った。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7685 南丹市長
園部町本町土地区画整理
事業公共施設管理者負担
金

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年2月24日 132,000,000
南丹市（旧園部町）との協議委託により
定められている。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7686
協和テクノロジィズ
（株）

パーソナルコンピュータ等
賃貸借（その１８）

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年2月28日 1,596

当該物件は平成１２年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7687
（株）構造計画研究
所　大阪支社

ＡｕｔｏＣＡＤ＋ａｄｐａｃｋ統合
バージョンアップシステムソ
フ

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年3月1日 2,835,000

本契約は、近畿地方整備局営繕部において、
外注図面のﾁｪｯｸや契約図書の作図修正等に利
用しているCADｿﾌﾄについて、業務効率の向上
を図る目的で、現在使用しているｿﾌﾄを 新版
にﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟするとともに、ﾈｯﾄﾜｰｸ版による
利用のための整備を行うものである。今回購
入する設計製図ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄAutoCAD+adpack
統合ｼｽﾃﾑ1ﾈｯﾄﾜｰｸ版は、建築物の設計製図を行
う特殊なｿﾌﾄであり、adpackについては、当該
会社が開発製造しており、また、AutoCADとの
連動による製造・販売権についても当該会社
のみが有している。このため、唯一、当該会
社でしか取り扱っておらず、また、ｿﾌﾄに障害
が発生した時の対応も当該会社でしか行えな
い。以上の理由により、㈱構造計画研究所と
随意契約するものである。(会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7688
兵庫県阪神北県民
局長

一級河川猪名川改修附帯
絹延橋架替工事平成１７年
度協定

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年3月1日 8,268,200
地方公共団体との取り決めにより、契約
の相手方が一に定めれれているもの（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7689 テレビ大阪（株）
平成１７年度通信情報シス
テム等展示業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年3月2日 5,638,500

テレビ大阪（株）は、大阪アウトドア
フェスティバルの主催者であり、出展・
展示に当たっての展示スペースの調整・
整合について、本業務を遂行できる唯一
の機関であるため(会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7690
日本電気（株）　関
西支社

事業執行管理システム改
良業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年3月6日 1,995,000
システム・データ内容等に熟知・精通、
著作者人格権の同一性保持権を有してい
るため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7691
関西テレビ放送
（株）

平成１７年度地域づくり広
報業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年3月7日 2,940,000

関西テレビ放送は、「関西元気宣言」発
信運動とリンクしたテレビ番組を企画制
作しており、本運動を効果的に情報発信
できる番組を有する唯一の放送局であ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

7692 朝来市長
Ｒ４８３道の駅但馬まほろば
経費負担に関する協定

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年3月8日 110,442,318
地方公共団体との協定にもとづく委託契
約（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7693 福井市長
北部第七土地区画整理事
業公共施設管理者負担金

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年3月10日 190,000,000
その場所でないと行政目的が達し得ない
との理由から供給者が特定されるもの。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7694
（株）日建設計シビ
ル

平成１７年度事業概要作成
業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年3月14日 6,825,000

標準プロポーザル方式により、技術提案
書を提出させ建設コンサルタント選定委
員会において評価した結果、当該業者が
「業務実施能力、業務実施手法」におい
て他社よりも優れていたので特定され
た。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7695 （株）都市環境設計
岸和田法務総合庁舎増築
第２回実施設計業務

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年3月16日 1,312,500

  本件建築物の設計は、プロポーザル方
式で特定した同社と随意契約している。
本業務は、当該設計について、設計者以
外に知り得ない情報である設計意図を工
事請負者等に伝達するものであるため、
同社と随意契約するものである。(会計
法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7696 彦根市長
彦根駅東土地区画整理事
業公共施設管理者負担金

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年3月17日 50,000,000
彦根市との協議委託により定められてい
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7697 南海辰村建設（株）
近畿管区警察学校改修工
事

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年3月30日 18,900,000

本工事は、空調等の熱源を構内諸施設に供給
しているボイラー室の中にある吹付けアスベ
スト等の除去を行う工事である。また、学校
敷地内の施工ということから学生等の利用者
に配慮した安全でかつ迅速な施工が求められ
る。南海辰村建設（株）は、現在、総合評価
方式の提案（教育環境に配慮した騒音・振
動・粉塵及び第三者災害の防止）による近畿
管区警察学校生徒寮建築工事を本工事と同一
敷地内で施工中であり、同種工事についても
実施しており、当該敷地の状況及び施工方法
について熟知している。また、工事用仮設進
入路、仮囲い、監理事務所、仮設倉庫等の有
効活用が可能であり、除去アスベストの敷地
外搬出までの一時保管が適切に行えるなど工
期の短縮、経費の節減、安全・円滑かつ適正
な施工が行えるのは、上記業者に限られる。
以上の理由により、上記業者と随意契約する
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）

7698
北近畿タンゴ鉄道
株式会社

北近畿タンゴ鉄道円山川橋
梁架替に伴う豊岡港線立
体交差部詳細設計協定

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年3月31日 36,497,000
鉄道事業者との協定に基づく委託契約
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7699
北近畿タンゴ鉄道
株式会社

北近畿タンゴ鉄道円山川橋
梁改築工事に伴う詳細設
計

藤本貴也
近畿地方整備局
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成18年3月31日 240,796,000
鉄道事業者との協定に基づく委託契約
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7700 非公表 借地料計706件

河村　賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１
外２５契約担当官等

平成17年4月1日 486,919,773

場所が限定されることにより、供給者が
一に特定される賃貸借契約等であって該
当場所でなければ行政事務を行うことが
不可能なため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7701
（株）エイトコンサル
タント　大津支店

平成１７年度瀬田川水辺協
議会企画運営等業務

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年4月1日 16,590,000

過年度にプロポーザル方式で特定した相
手であり継続性が必要であり円滑かつ効
率的な業務処理を行うため。（会計法第
２９条の３第１２項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7702 （株）エ－ス
平成１７年度開発工務課現
場技術業務

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年4月1日 13,755,000

過年度にプロポーザル方式で特定した相
手であり継続性が必要であり円滑かつ効
率的な業務処理を行うため。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7703 （株）エ－ス
平成１７年度瀬田川管内現
場技術業務

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年4月1日 14,101,500
プロポーザル方式で特定した相手である
ため。（会計法第２９条の３第４項） その他

随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7704 （株）モリタ
維持修繕関係現場技術業
務

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年4月1日 13,807,500

過年度にプロポーザル方式で特定した相
手であり継続性が必要であり円滑かつ効
率的な業務処理を行うため。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7705 （株）モリタ
平成１７年度工務第二課現
場技術業務

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年4月1日 27,667,500

過年度にプロポーザル方式で特定した相
手であり継続性が必要であり円滑かつ効
率的な業務処理を行うため。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7706 （株）新洲 工務第三課現場技術業務

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年4月1日 27,667,500

過年度にプロポーザル方式で特定した相
手であり継続性が必要であり円滑かつ効
率的な業務処理を行うため。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7707
（株）吹上技研コン
サルタント

平成１７年度調査課現場技
術業務

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年4月1日 13,650,000
プロポーザル方式で特定した相手である
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7708 （株）拓和大阪支店
平成１７年度デジタル水位
観測所点検業務

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年4月1日 2,100,000
製造設置業者であり点検が密接不可分の
関係にあるため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札若しくは企
画競争に移行（１９

年度から）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7709 ＫＤＤＩ（株） 回線使用料

河村　賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年4月1日 2,023,712

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

7710 大津市企業局 水道料

河村　賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年4月1日 4,075,528
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

7711
（株）近江タク
シー大津

タクシー借り上げ

河村　賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年4月1日 3,747,140

タクシー料金が認可制のため価格による
競争の余地がなく、当局が必要とする
サービスを有する者が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

7712
サンキコンサルタン
ツ（株）関西支店

平成１７年度電気通信関係
現場技術業務

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年4月1日 13,912,500

過年度にプロポーザル方式で特定した相
手であり継続性が必要であり円滑かつ効
率的な業務処理を行うため。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7713
滋賀リコー（株）
ＭＡ営業部

パソコン等賃貸借

河村　賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年4月1日 1,222,200

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約の相手
方が特定されるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7714
新日本法規出版
（株）

追録

河村　賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年4月1日 1,769,500
購入済みの台本と密接不可分な追録の購
入であるため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7715 セコム（株） 機械警備業務

河村　賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年4月1日 4,940,775
機械警備設備を設置した者と継続的に契約
せざるを得ないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

公募を実施（１９年
度から）

単価契約

7716
西日本電信電話
（株）

電話料

河村　賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年4月1日 9,363,646

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

7717
富士ゼロックス
（株）
西日本支社

電子複写機賃貸借

河村　賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年4月1日 1,066,703

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約の相手
方が特定されるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

7718
富士ゼロックス
（株）
西日本支社

電子複写機賃貸借

河村　賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年4月1日 1,861,002

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約の相手
方が特定されるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7719
富士ゼロックス
（株）
西日本支社

電子複写機賃貸借

河村　賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年4月1日 3,169,997

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約の相手
方が特定されるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

7720
三井共同建設コン
サルタント（株）　関
西支社

平成１７年度河川環境課現
場技術業務

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年4月1日 13,839,000

過年度にプロポーザル方式で特定した相
手であり継続性が必要であり円滑かつ効
率的な業務処理を行うため。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7721 大阪技術管理（株）
平成１７年度工務第一課現
場技術業務

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年4月1日 27,804,000

過年度にプロポーザル方式で特定した相
手であり継続性が必要であり円滑かつ効
率的な業務処理を行うため。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7722
東海旅客鉄道（株）
建設工事部長

新幹線４５４ｋ７４０ｍ付近
田中新橋架設等調査設計

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年4月1日 1,032,944
その場所でないと行政目的が達し得ない
との理由から調査者が特定されるもの
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7723 東洋建設（株）
平成１７年度大黒大橋仮橋
賃貸借

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年4月1日 15,813,000
仮橋の鋼材を保有しているため。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7724
日本技術開発（株）
大阪支社

草津川放水路地下水影響
調査検討（その３）業務

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年4月1日 2,467,500

過年度にプロポーザル方式で特定した相
手であり継続性が必要であり円滑かつ効
率的な業務処理を行うため。（会計法２
９条の３第７項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7725 滋賀県知事
草津川放水路関連遺跡整
理調査

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年4月8日 53,018,700
地方公共団体との取り決めにより、契約
の相手方が一に定めれれているもの（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7726 草津市長 御倉遺跡ほか整理調査

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年4月8日 13,200,000
地方公共団体との取り決めにより、契約
の相手方が一に定めれれているもの（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7727
特定非営利活動法
人
砂防広報センター

物品の購入

河村　賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年4月20日 215,565
購入先しか販売していないため。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7728
（株）東京建設コン
サルタント　関西支
店

瀬田川南郷洗堰１００周年
記念事業企画検討・運営業
務

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年4月28日 26,355,000
プロポーザル方式で特定した相手である
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7729
日本建設コンサル
タント（株）　大阪支
社

野洲川・草津川河川整備基
本方針等検討業務

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年5月17日 40,530,000
過年度業務と密接不可分の関係にあるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札若しくは企
画競争に移行（１９

年度から）

7730
（株）ＣＮインターボ
イス　関西支社

琵琶湖河川事務所管内現
況撮影編集作業

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年5月27日 13,650,000

過年度撮影分も含めて映像編集を行うも
のであり、一連の収録映像の著作権を
持っているため。 （会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7731 （株）エ－ス
平成１７年度河川保全利用
委員会運営検討業務

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年5月27日 12,600,000
プロポーザル方式で特定した相手である
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7732
日本スペースイメー
ジング（株）

平成１７年度琵琶湖流域３
次元画像資料作成

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年6月3日 15,225,000
国内で唯一のＩＫＯＮＯＳ衛生デジタル
画像データの販売権を所有する業者であ
るため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7733
（株）建設技術研究
所　大阪本社

瀬田川琵琶湖治水関係検
討業務

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年6月9日 24,675,000
プロポーザル方式で特定した相手である
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7734 （株）京都新聞社
河川防災・減災フォーラム
広報

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年6月17日 6,972,000
フォーラムの主催者であり連携して実施
するものであるため。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7735
国際航業（株）　京
滋支店

西出えん堤地区他５地区環
境調査業務

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年7月6日 21,735,000
プロポーザル方式で特定した相手である
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7736 大津市長
田上山地域自然再生活動
及び自立に向けた協議会
生き生き活動計画

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年7月7日 2,000,000
地方公共団体との取り決めにより、契約
の相手方が一に定めれれているもの（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7737
（社）滋賀県公共嘱
託登記土地家屋調
査士協会

不動産登記等業務（不動産
表示登記及び地図訂正業
務）

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年7月14日 4,307,332

本業務の実施にあたっては、不動産の表示に関
する登記についての専門的な知識と土地家屋調
査士法に基づく土地家屋調査士の資格に併せ、
広域的な範囲において同時・多量の業務の迅速
な処理能力が求められる。本契約相手方は不動
産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測
量又はその登記の嘱託又は申請の適正かつ迅
速な実施に寄与することを目的に土地家屋調査
士法（昭和２５年法律第２２８号）第６３条第１項の
規定に基づき設立された公益法人であり、事務
所管内全域において不動産の表示登記に関する
専門的な知識や技能及び豊富な経験を有し、か
つ現地の状況等に精通した多数の土地家屋調査
士を擁している公共嘱託表示登記の専門機関と
して県内唯一の法人であるため。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7738
(社)守山市シル
バー人材センター

賞状筆耕

河村　賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年7月20日 257,000
行政目的を達成するために不可欠な役務
の提供を受ける事が可能な者が限定され
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7739
（株）建設環境研究
所大阪事務所

平成１７年度水文観測所移
設及び改修検討業務

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年7月21日 6,373,500
プロポーザル方式で特定した相手である
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7740
（株）建設技術研究
所　大阪本社

瀬田川浸水想定区域他検
討業務

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年8月3日 32,130,000
過年度業務と密接不可分の関係にあるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札若しくは公
募に移行（１９年度

から）

7741
国際航業（株）　京
滋支店

琵琶湖河川事務所情報提
供検討業務

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年8月23日 22,995,000
プロポーザル方式で特定した相手である
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7742
国立大学法人　京
都大学

田上山植生砂防効果調査
業務

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年9月30日 6,363,000

過年度実施した委託業務と密接不可分の
関係にあり、本業務に精通している法人
と委託契約を行った（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7743
（株）テクノプラン
近畿営業所

平成１７年度琵琶湖河川事
務所管内電気通信施設設
計業務

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年10月6日 19,845,000
プロポーザル方式で特定した相手である
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7744
（株）ウエスコ　京滋
支社

平成１７年度河川管理施設
補修検討業務

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年10月11日 21,315,000
プロポーザル方式で特定した相手である
ため。（会計法第２９条の３第４項） その他

随意契約によらざる
を得ないもの

7745
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

瀬田川南郷洗堰保存検討
業務

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年10月19日 12,957,000
プロポーザル方式で特定した相手である
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7746
星和電機（株）　京
都営業所

河川情報表示板設置工事

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年10月25日 13,650,000
製造業者であり今回設置するものであり
密接不可分の関係にあるため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）

7747
特定非営利活動法
人　風土工学デザ
イン研究所

野洲川風土工学視聴覚資
料整理業務

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年11月2日 3,150,000
風土工学的な特性を十分把握しているた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札若しくは公
募に移行（１９年度

から）

7748 （株）中央公論新社
瀬田川琵琶湖広報掲載業
務

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年11月24日 966,000
全国版雑誌で河川事業をＰＲしている唯
一の雑誌であるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7749
特定非営利活動法
人　大津みどりのＮ
ＰＯ

針江地区ヨシ群落植生機
能回復試験業務

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年12月20日 7,003,500
先駆的な工法を開発し実績を有する唯一
の法人であるため。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7750
（株）日建設計シビ
ル

平成１７年度琵琶湖水質循
環予測モデル検討業務

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成17年12月21日 12,547,500

過年度にプロポーザル方式で特定した相
手であり継続性が必要であり円滑かつ効
率的な業務処理を行うため。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7751 （株）拓和大阪支店
野洲水位観測所水位計等
納入据付

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成18年1月30日 5,092,500
製造している唯一の業者であるため（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7752
三菱重工業（株）
関西支社

流量調節ゲート開度計器盤
外修繕工事

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成18年2月1日 31,290,000
製造設置業者であり装置があり密接不可
分の関係にあるため。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）

7753 （株）ニュージェック
天ヶ瀬ダム再開発計画貯
水池挙動等検討業務

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成18年2月2日 19,005,000
プロポーザル方式で特定した相手である
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7754 東洋建設（株）
大黒大橋仮橋撤去その他
工事

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成18年3月2日 46,725,000
仮橋の鋼材を保有しており設置・撤去を
一連として取り扱うため。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）

7755 （株）杢兵衛造船所
巡視船「湖水守」年点検整
備業務

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成18年3月15日 2,299,500
製造納入業者であり点検整備が密接不可
分の関係にあるため。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7756 明清建設工業（株）
関津地区堤防補強その２
工事

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成18年3月23日 27,090,000
第一期と密接不可分な工事であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）

7757 （株）内田組
信楽砂防出張所庁舎新築
（第二期）その他工事

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成18年3月28日 42,798,000
第一期と密接不可分な工事であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
競争入札に移行した

もの

7758 三洋電機（株）
信楽砂防出張所庁舎機械
設備新設（第二期）工事

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成18年3月28日 9,870,000
第一期と密接不可分な工事であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7759
日本工営（株）　大
阪支店

瀬田川堤防補強モニタリン
グ業務

河村賢二
近畿地方整備局琵琶湖河
川事務所
滋賀県大津市黒津４－５
－１

平成18年3月30日 34,125,000
プロポーザル方式で特定した相手である
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7760 （株）エ－ス
平成１７年度調査設計課現
場技術業務

脇坂安彦
近畿地方整備局大戸川ダ
ム工事事務所
滋賀県大津市大萱１－１
９－３２

平成17年4月1日 13,755,000

標準プロポーザル方式にて提出された技
術提案において、他社より比較的優位で
あったため（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7761

コニカミノルタビジ
ネスソリューション
ズ（株）大阪支社京
都営業所

調査設計課プリンタ一式賃
貸借及び保守

脇坂安彦
近畿地方整備局大戸川ダ
ム工事事務所
滋賀県大津市大萱１－１
９－３２

平成17年4月1日 591,192

当該物件は平成１７年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

7762

コニカミノルタビジ
ネスソリューション
ズ（株）大阪支社京
都営業所

電子複写機（カラー複合
機）１台賃貸借及び保守

脇坂安彦
近畿地方整備局大戸川ダ
ム工事事務所
滋賀県大津市大萱１－１
９－３２

平成17年4月1日 492,901

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

7763 セコム（株）
大戸川ダム工事事務所機
械警備業務

脇坂安彦
近畿地方整備局大戸川ダ
ム工事事務所
滋賀県大津市大萱１－１
９－３２

平成17年4月1日 1,372,140
機械警備設備を設置した者と継続的に契約
せざるを得ないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

公募を実施（１９年
度から）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7764
セコムテクノサ－ビ
ス（株）

消防用設備定期点検

脇坂安彦
近畿地方整備局大戸川ダ
ム工事事務所
滋賀県大津市大萱１－１
９－３２

平成17年4月1日 125,685
消防用設備を設置した者と継続的に契約
せざるを得ないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り

公募を実施（１９年
度から）

単価契約

7765
協和テクノロジィズ
（株）

パーソナルコンピュータ・プ
リンタ賃貸借及び保守

脇坂安彦
近畿地方整備局大戸川ダ
ム工事事務所
滋賀県大津市大萱１－１
９－３２

平成17年4月1日 1,471,680

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

7766
協和テクノロジィズ
（株）

パーソナルコンピュータ賃
貸借及び保守

脇坂安彦
近畿地方整備局大戸川ダ
ム工事事務所
滋賀県大津市大萱１－１
９－３２

平成17年4月1日 126,000

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7767
協和テクノロジィズ
（株）

調査設計課パーソナルコン
ピュータ賃貸借及び保守

脇坂安彦
近畿地方整備局大戸川ダ
ム工事事務所
滋賀県大津市大萱１－１
９－３２

平成17年4月1日 226,800

当該物件は平成１７年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

7768
三井リース事業
（株）関西営業本部

パーソナルコンピュータ１台
賃貸借及び保守

脇坂安彦
近畿地方整備局大戸川ダ
ム工事事務所
滋賀県大津市大萱１－１
９－３２

平成17年4月1日 30,048

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7769 西村建設（株）
平成１７年度大戸川ダムコ
アー倉庫等賃貸借

脇坂安彦
近畿地方整備局大戸川ダ
ム工事事務所
滋賀県大津市大萱１－１
９－３２

平成17年4月1日 3,097,500

場所が限定されることにより、供給者が
一に特定される賃貸借契約等であって該
当場所でなければ行政事務を行うことが
不可能なため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7770
西日本電信電話
（株）

電話料

脇坂安彦
近畿地方整備局大戸川ダ
ム工事事務所
滋賀県大津市大萱１－１
９－３２

平成17年4月1日 3,395,024

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

7771
中央復建コンサル
タンツ（株）

大戸川ダム監督官現場技
術業務

脇坂安彦
近畿地方整備局大戸川ダ
ム工事事務所
滋賀県大津市大萱１－１
９－３２

平成17年4月1日 14,070,000

標準プロポーザル方式にて提出された技
術提案において、他社より比較的優位で
あったため（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7772
日本電子計算機
（株）

パーソナルコンピュータ２台
外賃貸借及び保守

脇坂安彦
近畿地方整備局大戸川ダ
ム工事事務所
滋賀県大津市大萱１－１
９－３２

平成17年4月1日 559,440

当該物件は平成１５年に一般競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

7773
日本電子計算機
（株）

パーソナルコンピュータ２台
賃貸借及び保守

脇坂安彦
近畿地方整備局大戸川ダ
ム工事事務所
滋賀県大津市大萱１－１
９－３２

平成17年4月1日 63,000

当該物件は平成１５年に一般競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7774
富士ゼロックス
（株）　西日本支社

電子複写機賃貸借及び保
守

脇坂安彦
近畿地方整備局大戸川ダ
ム工事事務所
滋賀県大津市大萱１－１
９－３２

平成17年4月1日 2,268,721

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

7775 （株）拓和大阪支店
平成１７年度内裏野橋観測
所水位計保守点検業務

脇坂安彦
近畿地方整備局大戸川ダ
ム工事事務所
滋賀県大津市大萱１－１
９－３２

平成17年4月12日 1,050,000
保守点検に必要な特定の設備・技術等が
一しかないため（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札若しくは企
画競争に移行

7776
日本建設コンサル
タント（株）　大阪支
社

大戸川ダム代替案とりまと
め業務

脇坂安彦
近畿地方整備局大戸川ダ
ム工事事務所
滋賀県大津市大萱１－１
９－３２

平成17年7月6日 20,580,000

標準プロポーザル方式にて提出された技
術提案において、他社より比較的優位で
あったため（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7777
中央コンサルタンツ
（株）　大阪支店

大津信楽線１，２工区路線
修正業務

脇坂安彦
近畿地方整備局大戸川ダ
ム工事事務所
滋賀県大津市大萱１－１
９－３２

平成17年7月20日 9,870,000
当業務に必要な特定の技術等が一しかな
いため（会計法第２９条の３第４項）

その他

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7778 大津市長
田上山地域自然再生活動
及び自立に向けた協議会
生き生き活動計画

脇坂安彦
近畿地方整備局大戸川ダ
ム工事事務所
滋賀県大津市大萱１－１
９－３２

平成17年7月26日 2,000,000
地方公共団体との協定にもとづく委託契
約（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7779
アイドールエンジニ
ヤリング（株）

大戸川ダム地質調査とりま
とめ業務

脇坂安彦
近畿地方整備局大戸川ダ
ム工事事務所
滋賀県大津市大萱１－１
９－３２

平成17年11月1日 26,670,000

標準プロポーザル方式にて提出された技
術提案において、他社より比較的優位で
あったため（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7780
（株）ピーエムコン
サルタント　滋賀支
店

平成１７年度工務課現場技
術業務

脇坂安彦
近畿地方整備局大戸川ダ
ム工事事務所
滋賀県大津市大萱１－１
９－３２

平成17年12月27日 6,300,000

標準プロポーザル方式にて提出された技
術提案において、他社より比較的優位で
あったため（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7781
中央コンサルタンツ
（株）　大阪支店

大津信楽線協議資料作成
業務

脇坂安彦
近畿地方整備局大戸川ダ
ム工事事務所
滋賀県大津市大萱１－１
９－３２

平成18年3月7日 4,410,000
当業務に必要な特定の技術等が一しかな
いため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札若しくは企
画競争に移行

7782
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

平成１６年度余野川ダム環
境影響評価等検討業務

小畑直樹
近畿地方整備局猪名川総
合開発工事事務所
大阪府箕面市牧落１－１
９－３０

平成17年3月28日 51,345,000

標準プロポーザル方式において、技術提
案内容が他社よりも比較優位であったた
め、特定されたため。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7783
応用地質（株）関西
支社

余野川ダム横坑調査及び
補修その他業務

小畑直樹
近畿地方整備局猪名川総
合開発工事事務所
大阪府箕面市牧落１－１
９－３０

平成17年3月29日 24,150,000

当該業務を実施に際して、崩壊危険箇所
を回避しつつ落盤箇所の補修を行い、か
つ地盤状況の詳細を調査する必要がある
ため、前回調査を踏まえて一体的に行う
必要がある。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

7784
（株）サンテックイン
ターナショナル　大
阪支店

平成１７年度猪名川総合開
発工務課現場技術業務

小畑直樹
近畿地方整備局猪名川総
合開発工事事務所
大阪府箕面市牧落１－１
９－３０

平成17年4月1日 14,280,000

標準プロポーザル方式において、技術提
案内容が他社よりも比較優位であったた
め、特定されたため。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7785
（株）環境総合テク
ノス

平成１６年度余野川ダム猛
禽類等調査業務

小畑直樹
近畿地方整備局猪名川総
合開発工事事務所
大阪府箕面市牧落１－１
９－３０

平成17年4月1日 14,721,000

標準プロポーザル方式において、技術提
案内容が他社よりも比較優位であったた
め、特定されたため。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7786 セコム（株） 庁舎防犯機械警備業務

小畑直樹
近畿地方整備局猪名川総
合開発工事事務所
大阪府箕面市牧落１－１
９－３０

平成17年4月1日 894,600
機械警備設備を設置した者と継続的に契約
せざるを得ないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

公募を実施（１９年
度から）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7787
協和テクノロジィズ
（株）

パーソナルコンピュータ賃
貸借

小畑直樹
近畿地方整備局猪名川総
合開発工事事務所
大阪府箕面市牧落１－１
９－３０

平成17年4月1日 88,200

当該物件は平成16年に指名競争契約によ
りリースしたものであり、契約相手先が
特定されるため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

7788
協和テクノロジィズ
（株）

パソコン・プリンタ一式賃貸
借

小畑直樹
近畿地方整備局猪名川総
合開発工事事務所
大阪府箕面市牧落１－１
９－３０

平成17年4月1日 860,580

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

7789
協和テクノロジィズ
（株）

端末装置賃貸借

小畑直樹
近畿地方整備局猪名川総
合開発工事事務所
大阪府箕面市牧落１－１
９－３０

平成17年4月1日 129,276

当該物件は平成13年に指名競争契約によ
りリースしたものであり、契約相手先が
特定されるため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

7790
西日本電信電話
（株）

電話料

小畑直樹
近畿地方整備局猪名川総
合開発工事事務所
大阪府箕面市牧落１－１
９－３０

平成17年4月1日 2,960,271
サービス内容を供給することが可能な業
者が一つに限定されているもの。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

7791
大日本コンサルタ
ント（株）　大阪支社

平成１７年度猪名川総合開
発調査設計課現場技術（そ
の２）業務

小畑直樹
近畿地方整備局猪名川総
合開発工事事務所
大阪府箕面市牧落１－１
９－３０

平成17年4月1日 16,275,000

標準プロポーザル方式において、技術提
案内容が他社よりも比較優位であったた
め、特定されたため。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7792
日本工営（株）　大
阪支店

平成１７年度猪名川総合開
発調査設計課現場技術業
務

小畑直樹
近畿地方整備局猪名川総
合開発工事事務所
大阪府箕面市牧落１－１
９－３０

平成17年4月1日 16,275,000

標準プロポーザル方式において、技術提
案内容が他社よりも比較優位であったた
め、特定されたため。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7793
富士ゼロックス
（株）西日本支社

広報施設電子複写機賃貸
借等

小畑直樹
近畿地方整備局猪名川総
合開発工事事務所
大阪府箕面市牧落１－１
９－３０

平成17年4月1日 127,132

当該物件は平成16年に指名競争契約によ
りリースしたものであり、契約相手先が
特定されるため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

7794
富士ゼロックス
（株）西日本支社

電子複写機賃貸借及び保
守等

小畑直樹
近畿地方整備局猪名川総
合開発工事事務所
大阪府箕面市牧落１－１
９－３０

平成17年4月1日 2,813,785

当該物件は平成16年に指名競争契約によ
りリースしたものであり、契約相手先が
特定されるため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

7795
水と緑の健康都市
建設推進協議会
会長

水と緑の健康都市建設推
進協議会　平成１７年度分
担金

小畑直樹
近畿地方整備局猪名川総
合開発工事事務所
大阪府箕面市牧落１－１
９－３０

平成17年8月4日 1,500,000
行政目的を達成するために当協議会に加
入する必要があるため。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7796
（株）建設技術研究
所

余野川ダム河川整備計画
関連治水検討とりまとめ業
務

小畑直樹
近畿地方整備局猪名川総
合開発工事事務所
大阪府箕面市牧落１－１
９－３０

平成17年12月14日 14,490,000

標準プロポーザル方式において、技術提
案内容が他社よりも比較優位であったた
め、特定されたため。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7797
（株）東京建設コン
サルタント　関西支
店

分派堰周辺整備等設計業
務

小畑直樹
近畿地方整備局猪名川総
合開発工事事務所
大阪府箕面市牧落１－１
９－３０

平成18年3月23日 22,417,500

標準プロポーザル方式において、技術提
案内容が他社よりも比較優位であったた
め、特定されたため。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7798
日本工営（株）　大
阪支店

余野川ダム仮設調整池周
辺環境整備等設計業務

小畑直樹
近畿地方整備局猪名川総
合開発工事事務所
大阪府箕面市牧落１－１
９－３０

平成18年3月24日 33,180,000

標準プロポーザル方式において、技術提
案内容が他社よりも比較優位であったた
め、特定されたため。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7799
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

余野川ダム事業地関連検
討業務

小畑直樹
近畿地方整備局猪名川総
合開発工事事務所
大阪府箕面市牧落１－１
９－３０

平成18年3月27日 34,755,000

標準プロポーザル方式において、技術提
案内容が他社よりも比較優位であったた
め、特定されたため。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7800
日本建設コンサル
タント（株）　大阪支
社

導水トンネル吐口周辺整備
等設計業務

小畑直樹
近畿地方整備局猪名川総
合開発工事事務所
大阪府箕面市牧落１－１
９－３０

平成18年3月27日 23,310,000

標準プロポーザル方式において、技術提
案内容が他社よりも比較優位であったた
め、特定されたため。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7801 （株）アイテクノ
平成１７年度用地補償技術
委託業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 12,390,000

プロポーザル方式により特定され、勤務
実績・取り組み姿勢等勘案の結果不誠実
な行為がなく、業務評定も良好なため
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7802 （株）アズマ 大津地区維持作業

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 322,616,613
前年度公募で競争入札で継続随契（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの

単価契約

7803 （株）エ－ス
堅田監督官西大津ＢＰ外現
場技術業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 14,280,000

平成16年度プロポーザル方式で技術提案
書を提出させ、建設コンサルタント選定
委員会で評価された結果、他社より優れ
ていたため、特定されたものである。勤
務実績、取組姿勢を勘案した結果、不誠
実な行為がなく、勤務成績も良好であ
る。よって随契を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7804 （株）エ－ス
草津監督官栗東水口道路
外現場技術業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 14,280,000

平成16年度プロポーザル方式で技術提案
書を提出させ、建設コンサルタント選定
委員会で評価された結果、他社より優れ
ていたため、特定されたものである。勤
務実績、取組姿勢を勘案した結果、不誠
実な行為がなく、勤務成績も良好であ
る。よって随契を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7805 （株）エ－ス
彦根管内管理現場技術業
務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 14,280,000

平成16年度プロポーザル方式で技術提案
書を提出させ、建設コンサルタント選定
委員会で評価された結果、他社より優れ
ていたため、特定されたものである。勤
務実績、取組姿勢を勘案した結果、不誠
実な行為がなく、勤務成績も良好であ
る。よって随契を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7806
（株）エフエムシー
阪神支店

電気通信課堅田管内現場
技術業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 13,650,000

平成15年度プロポーザル方式で技術提案
書を提出させ、建設コンサルタント選定
委員会で評価された結果、他社より優れ
ていたため、特定されたものである。勤
務実績、取組姿勢を勘案した結果、不誠
実な行為がなく、勤務成績も良好であ
る。よって随契を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7807
（株）エフエムシー
阪神支店

電気通信課彦根管内現場
技術業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 14,175,000

平成16年度プロポーザル方式で技術提案
書を提出させ、建設コンサルタント選定
委員会で評価された結果、他社より優れ
ていたため、特定されたものである。勤
務実績、取組姿勢を勘案した結果、不誠
実な行為がなく、勤務成績も良好であ
る。よって随契を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7808
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

草津監督官水口道路外現
場技術業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 14,280,000

平成16年度プロポーザル方式で技術提案
書を提出させ、建設コンサルタント選定
委員会で評価された結果、他社より優れ
ていたため、特定されたものである。勤
務実績、取組姿勢を勘案した結果、不誠
実な行為がなく、勤務成績も良好であ
る。よって随契を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7809
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

交通対策課現場技術業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 13,860,000
標準プロポーザルにより特定された業者
と随意契約をした。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7810
（株）ケイ・オプティ
コム

滋賀国道光ファイバーケー
ブル賃貸借

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 2,948,400
仮庁舎の通信回線を賃貸契約継続（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

7811
（株）サンテックイン
ターナショナル　大
阪支店

堅田管内管理現場技術業
務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 14,280,000
標準プロポーザルにより特定された業者
と随意契約をした。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7812
（株）スリーエスコン
サルタンツ

工務課栗東水口道路２外
現場技術業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 13,860,000
標準プロポーザルにより特定された業者
と随意契約をした。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7813 （株）ニュージェック 機械課現場技術業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 13,860,000
標準プロポーザルにより特定された業者
と随意契約をした。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7814
（株）ピーエムコン
サルタント　滋賀支
店

工務課米原ＢＰ外現場技術
業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 13,860,000

平成16年度プロポーザル方式で技術提案
書を提出させ、建設コンサルタント選定
委員会で評価された結果、他社より優れ
ていたため、特定されたものである。勤
務実績、取組姿勢を勘案した結果、不誠
実な行為がなく、勤務成績も良好であ
る。よって随契を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7815
（株）ピーエムコン
サルタント　滋賀支
店

機械課機械管理業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 13,860,000
標準プロポーザルにより特定された業者
と随意契約をした。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7816
（株）モバイルメディ
アネット

衛星回線使用料

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 2,267,035
行政システムに対応する衛生通信回線シ
ステム設備を保有する者が一であるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7817 （株）モリタ
草津管内管理現場技術業
務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 14,332,500

平成15年度プロポーザル方式で技術提案
書を提出させ、建設コンサルタント選定
委員会で評価された結果、他社より優れ
ていたため、特定されたものである。勤
務実績、取組姿勢を勘案した結果、不誠
実な行為がなく、勤務成績も良好であ
る。よって随契を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7818
（株）ランド・コンサ
ルタント　関西支社

用地第二課用地補償技術
委託業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 12,390,000

プロポーザル方式により特定され、勤務
実績・取り組み姿勢等勘案の結果不誠実
な行為がなく、業務評定も良好なため
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7819
（株）近江タクシー
大津

タクシーの借上

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 5,022,180

タクシー料金が認可制のため価格による
競争の余地がなく、当局が必要とする
サービスを有する者が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

7820
（株）建設技術研究
所　大阪本社

調査第一課調査計画補助
業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 13,860,000
標準プロポーザルにより特定された業者
と随意契約をした。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7821
（株）三和コンサル
タント

工務課石榑峠道路外現場
技術業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 13,860,000

平成16年度プロポーザル方式で技術提案
書を提出させ、建設コンサルタント選定
委員会で評価された結果、他社より優れ
ていたため、特定されたものである。勤
務実績、取組姿勢を勘案した結果、不誠
実な行為がなく、勤務成績も良好であ
る。よって随契を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7822
（株）滋賀富士通ソ
フトウェア

パーソナルコンピューター３
８台賃貸借

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 2,067,660

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

7823
（株）修成建設コン
サルタント

調査第一課調査補助業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 13,755,000

平成15年度プロポーザル方式で技術提案
書を提出させ、建設コンサルタント選定
委員会で評価された結果、他社より優れ
ていたため、特定されたものである。勤
務実績、取組姿勢を勘案した結果、不誠
実な行為がなく、勤務成績も良好であ
る。よって随契を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7824 （株）昭建 甲賀地区維持作業

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 101,422,991
前年度公募で競争入札で継続随契（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの

単価契約

7825 （株）昭和設計
工務課新庁舎外現場技術
業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 21,000,000

平成16年度プロポーザル方式で技術提案
書を提出させ、建設コンサルタント選定
委員会で評価された結果、他社より優れ
ていたため、特定されたものである。勤
務実績、取組姿勢を勘案した結果、不誠
実な行為がなく、勤務成績も良好であ
る。よって随契を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7826
（株）東京建設コン
サルタント　関西支
店

志賀ＢＰ北比良高架橋詳細
設計業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 83,632,500
標準プロポーザルにより特定された業者
と随意契約をした。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7827 （株）平山組 高島地区維持作業

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 228,551,818
前年度公募で競争入札で継続随契（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの

単価契約

7828
アジア航測（株）
京都支店

調査第二課計画補助業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 13,860,000

平成16年度プロポーザル方式で技術提案
書を提出させ、建設コンサルタント選定
委員会で評価された結果、他社より優れ
ていたため、特定されたものである。勤
務実績、取組姿勢を勘案した結果、不誠
実な行為がなく、勤務成績も良好であ
る。よって随契を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7829
エヌ・ティ・ティ・コ
ミュニケーションズ
（株）

電話料

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 4,319,781

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

7830 セコム（株）
堅田維持出張所委託警備
業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 693,000
機械警備設備を設置した者と継続的に契約
せざるを得ないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

公募を実施（１９年
度から）

7831 セコム（株）
滋賀国道事務所委託警備
業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 630,000
機械警備設備を設置した者と継続的に契約
せざるを得ないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

公募を実施（１９年
度から）

7832 セコム（株）
草津維持出張所委託警備
業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 504,000
機械警備設備を設置した者と継続的に契約
せざるを得ないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

公募を実施（１９年
度から）

7833 セコム（株）
彦根維持出張所委託警備
業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 567,000
機械警備設備を設置した者と継続的に契約
せざるを得ないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

公募を実施（１９年
度から）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7834 セコム（株）
彦根維持出張所監督官詰
所委託警備業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 285,852
機械警備設備を設置した者と継続的に契約
せざるを得ないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

公募を実施（１９年
度から）

7835 データウエスト（株）
平成１７年度バスプローブ
データ収録管理作業

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 7,695,787

本システムは同業者が開発したシステム
であり、データの回収・収録作業に必要
な各種システム・機材を有しており本業
務は同業者以外には行えない。よって、
同業者と随意契約するものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7836 びわ湖放送（株）
滋賀国道情報番組制作業
務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 58,485,000

同放送局は、県内に存在する地域に密着
した唯一のローカル放送局であり、各種
番組制作やイベント行事など地元情報に
精通していることから、本業務を的確に
遂行できる唯一の放送局である。した
がって、同放送局と随意契約するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7837
岐建（株）　滋賀支
店

木之本地区維持作業

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 138,249,061

同業者は、前年度公募で競争入札で契約
した。道路維持作業は、緊急時において
も交代要員を確保し、迅速な施工体制を
確保していること維持作業区間の交通状
況、沿道状況、地形・気象等に熟知して
いる必要がある。よって、同業者と随意
契約するものである。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行（１
９年度から）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7838 協和設計（株）
工務課西大津ＢＰ外現場技
術業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 27,720,000

平成16年度プロポーザル方式で技術提案
書を提出させ、建設コンサルタント選定
委員会で評価された結果、他社より優れ
ていたため、特定されたものである。勤
務実績、取組姿勢を勘案した結果、不誠
実な行為がなく、勤務成績も良好であ
る。よって随契を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7839 協和設計（株）
調査第二課調査調整補助
業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 13,860,000
プロポーザル随契（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7840
近畿技術コンサル
タンツ（株）

管理第二課維持補助現場
技術業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 13,860,000

平成15年度プロポーザル方式で技術提案
書を提出させ、建設コンサルタント選定
委員会で評価された結果、他社より優れ
ていたため、特定されたものである。勤
務実績、取組姿勢を勘案した結果、不誠
実な行為がなく、勤務成績も良好であ
る。よって随契を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7841
近畿技術コンサル
タンツ（株）

交通対策課計画現場技術
業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 13,860,000

平成15年度プロポーザル方式で技術提案
書を提出させ、建設コンサルタント選定
委員会で評価された結果、他社より優れ
ていたため、特定されたものである。勤
務実績、取組姿勢を勘案した結果、不誠
実な行為がなく、勤務成績も良好であ
る。よって随契を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7842
近畿技術コンサル
タンツ（株）

堅田管内現場技術業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 14,322,000
プロポーザル随契（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7843
国際航業（株）　京
滋支店

工務課栗東水口道路１外
現場技術業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 13,860,000

平成15年度プロポーザル方式で技術提案
書を提出させ、建設コンサルタント選定
委員会で評価された結果、他社より優れ
ていたため、特定されたものである。勤
務実績、取組姿勢を勘案した結果、不誠
実な行為がなく、勤務成績も良好であ
る。よって随契を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7844 阪神測建（株） 彦根管内現場技術業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 14,379,750
プロポーザル随契（会計法第２９条の３
第４項） その他

随意契約によらざる
を得ないもの

7845
新日本法規出版
（株）

追録代（判例不動産法外）

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 2,096,550
購入済みの台本と密接不可分な追録の購
入であるため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7846
西日本電信電話
（株）

電話料

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 31,881,755

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7847
大津市企業局企業
出納員

ガス・水道料等

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 2,165,694
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項） その他

随意契約によらざる
を得ないもの

長期継続
契約

7848
大日コンサルタント
（株）大阪支社

草津管内現場技術業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 14,322,000
プロポーザル随契（会計法第２９条の３
第４項） その他

随意契約によらざる
を得ないもの

7849
大日本コンサルタ
ント（株）　大阪支社

工務課栗東水口道路調査
設計現場技術業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 13,860,000

平成16年度プロポーザル方式で技術提案
書を提出させ、建設コンサルタント選定
委員会で評価された結果、他社より優れ
ていたため、特定されたものである。勤
務実績、取組姿勢を勘案した結果、不誠
実な行為がなく、勤務成績も良好であ
る。よって随契を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7850
東洋技研コンサル
タント（株）

調査第一課事業計画補助
業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 13,860,000

平成15年度プロポーザル方式で技術提案
書を提出させ、建設コンサルタント選定
委員会で評価された結果、他社より優れ
ていたため、特定されたものである。勤
務実績、取組姿勢を勘案した結果、不誠
実な行為がなく、勤務成績も良好であ
る。よって随契を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7851
東洋技研コンサル
タント（株）

工務課調査設計現場技術
業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 16,170,000
プロポーザル随契（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7852
日本建設コンサル
タント（株）　大阪支
社

堅田監督官志賀ＢＰ外現場
技術業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 14,280,000

平成16年度プロポーザル方式で技術提案
書を提出させ、建設コンサルタント選定
委員会で評価された結果、他社より優れ
ていたため、特定されたものである。勤
務実績、取組姿勢を勘案した結果、不誠
実な行為がなく、勤務成績も良好であ
る。よって随契を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7853
日本建設コンサル
タント（株）　大阪支
社

調査第一課計画調整補助
業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 13,860,000

平成15年度プロポーザル方式で技術提案
書を提出させ、建設コンサルタント選定
委員会で評価された結果、他社より優れ
ていたため、特定されたものである。勤
務実績、取組姿勢を勘案した結果、不誠
実な行為がなく、勤務成績も良好であ
る。よって随契を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7854
日本振興（株）　大
阪支店

管理第二課現場技術業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 13,860,000

平成16年度プロポーザル方式で技術提案
書を提出させ、建設コンサルタント選定
委員会で評価された結果、他社より優れ
ていたため、特定されたものである。勤
務実績、取組姿勢を勘案した結果、不誠
実な行為がなく、勤務成績も良好であ
る。よって随契を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7855
日本振興（株）　大
阪支店

電気通信課草津管内現場
技術業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 14,175,000

平成16年度プロポーザル方式で技術提案
書を提出させ、建設コンサルタント選定
委員会で評価された結果、他社より優れ
ていたため、特定されたものである。勤
務実績、取組姿勢を勘案した結果、不誠
実な行為がなく、勤務成績も良好であ
る。よって随契を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7856
扶桑設計コンサル
タント（株）

調査第一課事業調整補助
業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月1日 13,860,000
プロポーザル随契（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7857 滋賀県知事
入江内湖遺跡遺物整理調
査業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月20日 19,112,100
文化財発掘調査（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7858
京阪電気鉄道（株）
大津運輸部

一般国道１６１号藤尾高架
橋ボルト落下防止の架線
防護作業及び立会委託

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月26日 4,466,700
軌道上の作業を安全に実施するため（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7859 （株）京都放送
滋賀国道広報ビデオ制作
放映業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月27日 3,475,500

当該広報番組は、同放送局が制作してい
るものであり、本広報業務の意図を正確
に把握し実施できる者は当該業者以外に
ないことから、随意契約を行う。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7860 びわ湖放送（株）
滋賀国道事業ＰＲ放送等制
作業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年4月27日 46,410,000

同放送局は、県内に存在する地域に密着
した唯一のローカル放送局であり、各種
番組制作やイベント行事など地元情報に
精通していることから、本業務を的確に
遂行できる唯一の放送局である。した
がって、同放送局と随意契約するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7861
（株）ウエスコ　京滋
支社

石榑峠道路工事着工前環
境調査業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年5月9日 5,355,000

調査の実施にあたっては、前年度の調査
内容に精通し、家かを十分に熟知してい
る必要があり、同業者が本業務を実施で
きる唯一の業者でありる。したがって、
随意契約をするものである。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

7862 五洋設計（株）
彦根監督官米原ＢＰ外現場
技術業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年5月9日 12,705,000
プロポーザル随契（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7863 滋賀県知事
後山・畦倉遺跡発掘調査業
務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年5月9日 5,100,900
文化財発掘調査（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7864 滋賀県知事
堂山古墳群・北尾遺跡発掘
調査業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年5月9日 13,804,350
文化財発掘調査（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7865
（社）日本ＣＡＴＶ技
術協会　近畿支部

新庁舎電波受信障害調査
業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年5月10日 3,045,000

（社）日本史ーエーティヴィ技術協会は、Ｃ
ＡＴＶ施設に関する技術の向上とその普及、
並びにテレビ電波の良好な受信環境の実現を
通じて、高度情報化社会の円滑かつ健全な発
展に貢献することを目的に設立された公益法
人であり、その調査結果は地方公共団体等を
はじめとして数多くの実績と適正な結果を得
ている。よって、上記協会と契約を締結しな
ければ契約目的を達成することができないた
め、上記協会と随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

問題があ
るもの

企画競争を実施

7866
（社）滋賀県公共嘱
託登記土地家屋調
査士協会

不動産登記事務（不動産表
示登記及び地図訂正）

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年5月23日 9,794,655

本業務の実施にあたっては、不動産の表示に関
する登記についての専門的な知識と土地家屋調
査士法に基づく土地家屋調査士の資格に併せ、
広域的な範囲において同時・多量の業務の迅速
な処理能力が求められる。本契約相手方は不動
産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測
量又はその登記の嘱託又は申請の適正かつ迅
速な実施に寄与することを目的に土地家屋調査
士法（昭和２５年法律第２２８号）第６３条第１項の
規定に基づき設立された公益法人であり、事務
所管内全域において不動産の表示登記に関する
専門的な知識や技能及び豊富な経験を有し、か
つ現地の状況等に精通した多数の土地家屋調査
士を擁している公共嘱託表示登記の専門機関と
して県内唯一の法人であるため。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

7867 協和設計（株）
水口道路２工区北脇地区
他道路詳細修正設計業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年6月1日 6,405,000

本業務は、修正設計を実施するものであ
り、実施にあたっては元設計の内容を十
分に熟知しておく必要がある。同業者は
元設計を実施しており業務実施できる唯
一に者であり、随意契約するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

7868 （株）三東工業社
栗東水口道路石部高架橋
橋脚工事

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年6月2日 21,682,500

本工事は、打ち切りとなっていた工事の
継続施工であり、橋脚の途中段階からの
打ち継ぎであり、完成後の瑕疵責任の所
在を明らかにするため打ち切り前の業者
と随意契約する。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）

7869
（株）奥村組　関西
支社

８号路面復旧工事

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年6月16日 5,880,000
路面陥没復旧のための緊急工事（会計法
第２９条の３第４項）

その他

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7870
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

西大津ＢＰ長等トンネル１
期線改良検討業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年6月23日 49,297,500
プロポーザル随契（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7871 びわ湖放送（株）
平成１７年度「道路ふれあ
い月間」行事運営業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年6月23日 23,761,500

本業務は、地域放送局を利用した広報番
組の企画運営である。同放送局は県内を
カバーする放送局であり、本業務を実施
できる唯一の業者であり、随意契約をす
るものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7872
復建調査設計（株）
大阪支社

西大津ＢＰ環境改善等検討
業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年6月23日 25,620,000
プロポーザル随契（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7873
新構造技術（株）
大阪支店

滋賀国道管内橋梁耐震補
強設計業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年6月29日 46,074,000
プロポーザル随契（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7874
（財）地域地盤環境
研究所

滋賀道路地震防災対策検
討業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年7月1日 38,640,000

同法人は、地盤構成物質の工学的研究を行
い、地盤の調査、試験等の委託を受け建設工
事の合理的、経済的発展に寄与することを目
的に設立された公益法人である。同法人は地
盤、地震、活断層に関する情報を多く保有し
ているとともに研究活動においても主導的に
行っている。以上から当該業務を実施できる
者は他にないことから同法人と随意契約する
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

問題があ
るもの

企画競争を実施

7875
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

平成１７年度湖北ＢＰパート
ナー協議会資料作成業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年7月4日 16,485,000
標準プロポーザルにより特定された業者
と随意契約をした。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7876
大日本コンサルタ
ント（株）　大阪支社

平成１７年度管内散水設備
水源地広域調査業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年7月12日 69,195,000

同業者は土木研究所と共同で開発した上
記システムを保有しており、本業務を実
施することができる業者は他にないこと
から、随意契約するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

7877
（株）東京建設コン
サルタント　関西支
店

平成１７年度道路交通環境
安全推進検討業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年7月13日 15,120,000
標準プロポーザルにより特定された業者
と随意契約をした。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7878 協和設計（株）
志賀ＢＰ近江舞子橋他３橋
修正設計業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年7月15日 47,827,500
プロポーザル随契（会計法第２９条の３
第４項） その他

随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7879
星和電機（株）　京
都営業所

寺倉ＨＬ２型道路情報提供
設備修繕

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年7月26日 1,627,500
修繕が出来るのは機器製造業者であり随
契（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7880
（株）エム・シー・ア
ンド・ピー

滋賀国道ホームページ管
理業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年7月29日 11,686,500

本業務の履行に当たっては、過年度に導
入したシステムを改良を行うことから、
そのシステムの開発や内容・運用状況を
熟知している必要があり、当該業者と随
意契約を行った。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの（１８年度よ

り）

7881 （株）ケイテック
平成１７年度草津管内凍結
防止設備等点検整備作業

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年8月3日 2,950,500

当該業務を実施するためには、設備に精
通し十分な経験と実績が必要であり、当
該業者と随意契約する。（会計法第２９
条の３第４項）

問題があ
るもの

競争入札に移行した
もの（１８年度よ

り）

7882 滋賀工業（株）
平成１７年度彦根管内散水
融雪設備等点検整備作業

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年8月3日 6,195,000
経験と実績（会計法第２９条の３第４
項）

問題があ
るもの

競争入札に移行した
もの（１８年度よ

り）

7883
（社）システム科学
研究所

滋賀国道事務所管内将来
交通量推計検討他業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年8月4日 30,555,000

本業務の履行にあたっては、交通網、各道路
特性・機能等の内容を熟知しているとともに
交通量配分作業や交通流動分析等は豊富な経
験と知識、高度な技術が必要である。同法人
は、公益法人として近畿地域の経済社会の発
展に寄与することを目的に設立され、豊富な
調査実績を有している。また、道路行政マネ
ジメント等に関する調査研究を数多く実施し
高度な技術と豊富な経験を有している。よっ
て、同法人と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

問題があ
るもの

企画競争を実施



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7884
富士ゼロックス
（株）　西日本支社

カラー複合機３台外賃貸借
及び保守等

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年8月22日 2,956,867

当該物件は平成１７年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

7885
（株）長大　大阪支
社

栗東水口道路１小野地区
詳細設計業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年9月14日 100,117,500
標準プロポーザルにより特定された業者
と随意契約をした。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7886
（株）綜合技術コン
サルタント　大阪支
社

栗東水口道路２道路詳細
設計業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年9月16日 95,445,000
標準プロポーザルにより特定された業者
と随意契約をした。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7887
日本建設コンサル
タント（株）　大阪支
社

栗東水口道路２菩提寺地
区橋梁詳細設計業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年9月16日 110,460,000
プロポーザル随契（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7888
（株）ふるさときゃら
ばん

住民参加型道路行政に関
する広報業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年9月20日 5,323,500

劇団は、長年、地域住民と協働で、日本
の暮らしに根ざしたミュージカルの創造
を目指して活動を行っており、専門的な
能力（演出・演技力）、豊富な実績、人
員等を有している。こうした理由から、
本業務を的確に遂行することができる唯
一の劇団は、同劇団以外に無いもので
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

7889
セントラルコンサル
タント（株）　大阪支
社

１号竜が丘地区横断歩道
橋検討業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年10月13日 9,030,000
プロポーザル随契（会計法第２９条の３
第４項） その他

随意契約によらざる
を得ないもの

7890
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ関西

電話料

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年10月18日 2,316,534

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

7891

西日本電信電話
（株）　大阪支店
料金サポ－トセンタ
－

電話料集中払

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年10月18日 5,302,236

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7892
シャープ（株）　国
内情報通信営業本
部

湖西道路気象情報整備工
事

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年10月25日 7,560,000
機器製作を行った者に修繕を随契（会計
法第２９条の３第４項） その他

公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）

7893
中央コンサルタンツ
（株）　大阪支店

志賀ＢＰ比良川高架橋予備
設計業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年10月25日 11,046,000
プロポーザル随契（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7894
東京コンサルタンツ
（株）　福井支店

志賀ＢＰ北比良地区他調整
池予備設計業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年10月25日 17,535,000
プロポーザル随契（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7895
（株）建設技術研究
所　大阪本社

東近江地域道路網機能強
化検討業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年10月26日 8,190,000
標準プロポーザルにより特定された業者
と随意契約をした。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7896
三井共同建設コン
サルタント（株）　関
西支社

湖西道路等道路標識整備
設計業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年10月26日 7,875,000
プロポーザル随契（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7897
中央復建コンサル
タンツ（株）

大津湖南地域幹線道路網
機能強化検討業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年10月26日 9,135,000
プロポーザル随契（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7898 大津中央郵便局 後納郵便

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年11月11日 1,072,180
郵便に関する料金（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7899 （株）アズマ 大津地区雪害対策作業

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年11月15日 39,165,000
公募で１社しかなかったから（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの（１８年度よ

り）

7900 （株）昭建 甲賀地区雪害対策作業

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年11月15日 17,535,000
公募で１社しかなかったから（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの

7901 （株）昭建 草津地区雪害防止作業

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年11月15日 4,200,000
公募したが応募がなく緊急避難で前年維
持業者に継続随契（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7902
エヌ・ティ・ティ・イン
フラネット（株）　関
西支店

野洲地区ハンドホール修繕
工事

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年11月15日 4,935,000

本工事を遂行するにあたっては、光通信設備
に関して豊富な知識と経験を有していること
が不可欠である。同業者は、現在光ケーブル
を入線している企業と保守委託契約を締結し
ている唯一の業者である。ハンドホールの閉
塞にあたり、その機能を損なわず遂行できる
高度な知識と経験を有する企業は同業者以外
にないことから、随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの

7903
（株）京都新聞社滋
賀本社

「地域活性化応援トップイン
タビュー企画」広告掲載業
務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年11月22日 2,436,000

当該新聞社は、県内をカバーする唯一の
新聞社であり本広報企画を効果的に実施
するため、当該業者と随意契約する。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7904
日本技術開発（株）
大阪支社

滋賀国道管内道路構造物
補修調査設計業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年12月2日 19,950,000
プロポーザル随契（会計法第２９条の３
第４項） その他

随意契約によらざる
を得ないもの

7905 （株）新洲
工務課施工管理関連外現
場技術業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年12月8日 4,147,500
標準プロポーザルにより特定された業者
と随意契約をした。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7906
東洋技研コンサル
タント（株）

滋賀国道管内跨線橋防護
柵検討業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年12月14日 8,820,000
プロポーザル随契（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7907
（株）ウエスコ　京滋
支社

平成１７年度石榑峠道路環
境モニタリング調査業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年12月19日 5,355,000

同業者は、１６年度プロポーザル方式に
より特定されたものである。本調査は１
６年度に引き続き調査を実施するもの
で、過年度調査の内容に精通し、結果を
十分に熟知している必要があり、本調査
を遂行できるものは他にいない。した
がって、同業者と随意契約するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

7908
（財）地域総合研究
所

石榑峠道路トンネル周辺地
域調査業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成17年12月20日 3,517,500

本業務は、単に峠に愛着を持ち、道路資源と
しての価値を認知するだけでなく、道路行政
の精神を生かしその調査の実施にあたっては
地元自治体を巻き込みながら地域振興や住民
組織等の関心と参加を取り入れた手法を実践
していくことが求められ直接・間接的に利害
関係のない中立な機関であることが要求され
る。よって、同法人と随意契約するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

7909
（株）建設技術研究
所　大阪本社

平成１７年度大津地域駐車
調査業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成18年1月13日 13,860,000
標準プロポーザルにより特定された業者
と随意契約をした。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7910
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

走りやすさマップ作成業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成18年1月19日 13,965,000
標準プロポーザルにより特定された業者
と随意契約をした。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7911
（社）中小企業診断
協会　滋賀県支部

１号水口道路事業影響調
査（遊戯施設）業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成18年1月30日 700,000

(社)中小企業診断協会は、中小企業支援法に
基づいて経済産業大臣が登録する中小企業診
断士を会員とし、各産業界の会員で構成され
幅広い調査研究活動を基に、経営の診断及び
経営に関する助言を専門的に行っている公益
法人である。本業務の遂行に必要な条件を満
たす知識、技術、経験を併せ持つのは同法人
以外にはなく(社)中小企業診断協会と随意契
約を行うものである。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札若しくは企
画競争に移行

7912
（社）中小企業診断
協会　滋賀県支部

１号水口道路事業影響調
査（中古車販売店）業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成18年2月3日 700,000

(社)中小企業診断協会は、中小企業支援法に
基づいて経済産業大臣が登録する中小企業診
断士を会員とし、各産業界の会員で構成され
幅広い調査研究活動を基に、経営の診断及び
経営に関する助言を専門的に行っている公益
法人である。本業務の遂行に必要な条件を満
たす知識、技術、経験を併せ持つのは同法人
以外にはなく(社)中小企業診断協会と随意契
約を行うものである。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札若しくは企
画競争に移行

7913 近畿建設（株）
１号田村橋橋脚緊急対策
工事

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成18年2月24日 55,650,000
橋脚補強のための緊急工事（会計法第２
９条の３第４項）

その他

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

7914
（株）千代田コンサ
ルタント　大阪支店

長等トンネル機械設備詳細
設計業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成18年3月14日 27,825,000
標準プロポーザルにより特定された業者
と随意契約をした。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7915
サンワコムシスエン
ジニアリング（株）
関西支店

パーソナルコンピューター３
１台賃貸借

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成18年3月16日 1,652,490

当該物件は平成１７年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

7916
（社）中小企業診断
協会　滋賀県支部

１号栗東水口道路１営業休
止期間等調査検討業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成18年3月20日 780,000

(社)中小企業診断協会は、中小企業支援法に
基づいて経済産業大臣が登録する中小企業診
断士を会員とし、各産業界の会員で構成され
幅広い調査研究活動を基に、経営の診断及び
経営に関する助言を専門的に行っている公益
法人である。本業務の遂行に必要な条件を満
たす知識、技術、経験を併せ持つのは同法人
以外にはなく(社)中小企業診断協会と随意契
約を行うものである。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札若しくは企
画競争に移行

7917
（株）小河建築設計
事務所

滋賀国道事務所庁舎新築
修正設計業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成18年3月23日 4,200,000

本業務は、修正設計を実施するものであ
り、実施にあたっては元設計の内容を十
分に熟知しておく必要がある。同業者は
元設計を実施しており業務実施できる唯
一に者であり、随意契約するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

7918
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

石榑トンネル機械設備詳細
設計業務

安藤勲
近畿地方整備局滋賀国道
事務所
滋賀県大津市打出浜１４
－６３

平成18年3月27日 24,255,000
標準プロポーザルにより特定された業者
と随意契約をした。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7919 （株）エ－ス
平成１７年度福知山国道維
持出張所現場技術（その
２）業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 14,290,500
標準プロポーザルにより特定したため、
特命随契(会計法第２９条の３第４項)

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7920
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ関西

携帯電話料

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 3,326,321

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

7921
（株）エフエムシー
阪神支店

平成１７年度機械課電気通
信係現場技術業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 14,196,000
標準プロポーにより特定したため、特命
随契（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7922
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

平成１７年度丹波綾部道路
現場技術業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 14,416,500
標準プロポーザルにより特定したため、
特命随契(会計法第２９条の３第４項) その他

その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7923 （株）ぎょうせい 追録代　建設法令総覧外

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 3,102,340
購入済みの台本と密接不可分な追録の購
入であるため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7924 （株）ニュージェック
平成１７年度下山ＢＰ現場
技術業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 14,385,000
標準プロポーザルにより特定したため、
特命随契(会計法第２９条の３第４項)

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7925
（株）ピーエムコン
サルタント

平成１７年度丹波綾部道路
現場技術（その２）業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 14,299,950
標準プロポーザルにより特定したため、
特命随契(会計法第２９条の３第４項)

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7926 （株）マルテツ
平成１７年度デジタル印刷
機賃貸借

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 172,800

当該物件は平成１２年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7927 （株）マルテツ
平成１７年度デジタル複合
機賃貸借及び保守等

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 345,240

当該物件は平成１２年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7928 （株）マルテツ
平成１７年度電子複写機賃
貸借（３台）及び保守等

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 3,419,345

当該物件は平成１１年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7929
（株）建設企画コン
サルタント

平成１７年度工務第二課現
場技術業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 13,986,000
標準プロポーザルにより特定したため、
特命随契(会計法第２９条の３第４項)

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7930
（株）三井田商事
福知山営業所

電子複写機賃貸借及び保
守等（福知山監督官詰所）

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 331,598

当該物件は平成１２年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7931
（株）吹上技研コン
サルタント

平成１７年度福知山国道維
持出張所現場技術業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 14,301,000
標準プロポーザルにより特定したため、
特命随契(会計法第２９条の３第４項)

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7932 （株）西播設計
平成１７年度用地補償技術
業務（その３）

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 13,230,000

プロポーザル方式により技術提案書を提
出させ、各社から提出された技術提案書
を総合的に評価した結果、（株）西播設
計が他社に比べて優れていたため。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7933
（株）千代田コンサ
ルタント　大阪支店

平成１７年度福知山出張所
現場技術業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 14,196,000
プロポーザル随契（会計法第２９条の３
第４項） その他

随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7934
（株）長大　京都営
業所

平成１７年度調査第二課現
場技術（その２）業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 13,986,000
標準プロポーザルにより特定したため、
特命随契(会計法第２９条の３第４項)

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7935
（株）東峯技術コン
サルタント

平成１７年度機械課現場技
術業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 13,986,000
標準プロポーにより特定したため、特命
随契（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7936 （株）堀通信
ブローブ情報用パソコン１
台外１点賃貸借及び保守

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 548,100

当該物件は平成１２年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7937 （株）堀通信
平成１７年度イントラネット
サーバー機器等賃貸借

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 309,834

当該物件は平成１３年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7938 （株）堀通信
平成１７年度ノートパソコン
賃貸借及び保守等

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 118,409

当該物件は平成１２年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7939 （株）堀通信
平成１７年度プリンタ賃貸
借及び保守等

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 39,708

当該物件は平成１３年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7940 （株）堀通信
平成１７年度河川情報サー
ビス用パソコン３台外１台
賃貸借

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 346,500

当該物件は平成１３年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7941 （株）堀通信
平成１７年度交通流動計測
装置賃貸借

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 1,066,850

当該物件は平成１１年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7942 （株）堀通信
平成１７年度電子納品・検
査用パソコン２台賃貸借

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 147,672

当該物件は平成１３年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7943 （株）堀通信
平成１７年度電子複写機賃
貸借（５台）及び保守等

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 743,507

当該物件は平成１１年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7944 （株）堀通信
平成１７年度福知山河川国
道事務所プリンター一式賃
貸借

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 795,564

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7945
（財）京都府埋蔵文
化財調査研究セン
ター

平成１７年度福知山道路岡
ノ遺跡発掘調査

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 67,382,700
文化財発掘調査（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7946
エヌ・ティ・ティ・コ
ミュニケーションズ
（株）

電話料

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 5,343,847

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7947

コニカミノルタビジ
ネスソリューション
ズ（株）大阪支社京
都営業所

デジタル複合機（カラー）賃
貸借（３台）及び保守等

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 4,430,490

当該物件は平成１２年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7948 セコム（株）
綾部国道維持出張所機械
警備業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 630,000
機械警備設備を設置した者と継続的に契約
せざるを得ないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

公募を実施（１９年
度から）

7949 セコム（株）
福知山国道維持出張所機
械警備業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 464,940
機械警備設備を設置した者と継続的に契約
せざるを得ないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

公募を実施（１９年
度から）

7950 セコム（株）
法川排水機場機械警備業
務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 268,380
機械警備設備を設置した者と継続的に契約
せざるを得ないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

公募を実施（１９年
度から）

7951
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

平成１６年度由良川堤防詳
細点検業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 63,525,000
標準プロポーザルにより特定したため特
命随契（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7952
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

平成１７年度工務第一課現
場技術業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 27,321,000
プロポーザル随契（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7953 綾部市長
平成１７年度由良川綾部地
区樋門操作委託業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 798,000
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7954 井上（株）
平成１７年度モバイル用パ
ソコン機器等一式賃貸借

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 122,400

当該物件は平成１３年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7955 井上（株）
平成１７年度電子納品・検
査用パソコン７台他賃貸借

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 1,351,606

当該物件は平成１２年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7956 京丹タクシー（株） タクシー料

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 2,535,060

タクシー料金が認可制のため価格による
競争の余地がなく、当局が必要とする
サービスを有する者が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7957
京福コンサルタント
（株）　京都支社

平成１７年度舞鶴出張所現
場技術業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 14,301,000

平成16年度プロポーザル方式で技術提案
書を提出させ、建設コンサルタント選定
委員会で評価された結果、他社より優れ
ていたため、特定されたものである。勤
務実績、取組姿勢を勘案した結果、不誠
実な行為がなく、勤務成績も良好であ
る。よって随契を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7958
協和テクノロジィズ
（株）

平成１７年度道路ＧＩＳ用パ
ソコン３台外７台賃貸借

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 1,178,100

当該物件は平成１３年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7959
協和設計（株）　神
戸支店

平成１７年度綾部国道維持
出張所現場技術業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 14,301,000
標準プロポーザルにより特定したため、
特命随契(会計法第２９条の３第４項) その他

その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7960
近畿技術コンサル
タンツ（株）

平成１７年度道路管理課修
繕係現場技術業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 13,881,000
標準プロポーザルにより特定したため、
特命随契(会計法第２９条の３第４項)

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7961
近畿技術コンサル
タンツ（株）

舞鶴市水間地区築堤護岸
詳細設計業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 27,059,000
標準プロポーザルにより特定したため特
命随契（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7962
構造計画コンサル
タント（株）　大阪支
社

平成１７年度道路管理課維
持係現場技術業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 3,362,133
標準プロポーザルにより特定したため、
特命随契(会計法第２９条の３第４項)

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7963
国際航業（株）　京
滋支店

平成１７年度機械課機械係
現場技術業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 14,196,000
プロポーザル随契（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7964
阪神測建（株）　福
知山支店

平成１７年度道路管理課修
繕係現場技術（その２）業
務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 13,818,000
標準プロポーザルにより特定したため、
特命随契(会計法第２９条の３第４項) その他

随意契約によらざる
を得ないもの

7965
三井リース事業
（株）関西営業本部

平成１７年度ノートパソコン
１６台賃貸借及び保守

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 610,272

当該物件は平成１３年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7966
三井リース事業
（株）関西営業本部

平成１７年度ノートパソコン
５台賃貸借及び保守等

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 152,016

当該物件は平成１３年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7967
新日本法規出版
（株）

追録代　判例不動産－売
買外

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 2,568,340
購入済みの台本と密接不可分な追録の購
入であるため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7968
神鋼電機（株）　大
阪支社

福知山河川国道事務所負
荷選択盤賃貸借

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 808,500

事務所発電機更新工事に伴い、平成１６
年度に施工業者とリース契約を結んだも
のであり、経費等を考慮し、全ての発電
機の更新が完了するまで引き続き当該業
者と契約を継続するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7969
西日本電信電話
（株）

電話料

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 17,060,202

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

7970
大阪エンジニアリン
グ（株）

平成１７年度用地補償技術
業務（その２）

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 13,020,000

プロポーザル方式により技術提案書を提
出させ、各社から提出された技術提案書
を総合的に評価した結果、大阪エンジニ
アリング（株）が他社に比べて優れてい
たため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7971
大日本コンサルタ
ント（株）　大阪支社

平成１７年度工事課現場技
術業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 13,986,000
標準プロポーザルにより特定したため、
特命随契(会計法第２９条の３第４項)

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7972
大和工商リ－ス
（株）　大阪本店

仮設倉庫賃貸借

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 3,106,440

場所が限定されることにより、供給者が
一に特定される賃貸借契約等であって該
当場所でなければ行政事務を行うことが
不可能なため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7973
中央開発（株）　関
西支社

平成１７年度９号菟原地区
災害法面計測業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 2,100,000
台風２１号災害で法面の現地観測が必要
と成ったため、緊急随契(会計法第２９
条の３第４項)

その他

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

7974
東洋技研コンサル
タント（株）

平成１７年度調査第二課現
場技術業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 13,986,000
標準プロポーザルにより特定したため、
特命随契(会計法第２９条の３第４項)

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7975
日本エレクトロニツ
クシステムズ（株）

平成１７年度通信施設点
検・運転監視業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 50,662,500 不落随契（会計法第２９条の３第５項） その他
競争入札に移行した

もの

7976
日本シビックコンサ
ルタント（株）　大阪
支店

平成１７年度綾部国道維持
出張所現場技術（その２）
業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 14,301,000
標準プロポーザルにより特定したため、
特命随契(会計法第２９条の３第４項)

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7977
日本レコードマネジ
メント（株）

平成１７年度由良川河川情
報提供等支援業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 14,070,000
標準プロポーザルにより特定したため特
命随契（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7978 日本交通（株） タクシー料

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 3,477,830

タクシー料金が認可制のため価格による
競争の余地がなく、当局が必要とする
サービスを有する者が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

7979
日本電子計算機
（株）営業本部

平成１７年度高速プリンター
賃貸借一式

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 94,080

当該物件は平成８年に指名競争契約によ
りリースしたものであり、契約相手先が
特定されるため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

7980
日本郵政公社　大
阪中央郵便局　共
通事務センター

郵便後納料

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 1,661,780
郵便に関する料金（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7981
富士ゼロックス
（株）　西日本支社

平成１７年度カラー複合機
賃貸借及び保守等（所長室
外）

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 1,737,548

当該物件は平成１３年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7982
福知山市ガス水道
事業管理者

ガス料金外

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 4,538,654
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

7983 福知山市長
平成１７年度由良川排水機
場操作委託業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 8,893,500
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7984 福知山市長
平成１７年度由良川防災啓
発広報業務委託

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 3,717,000
福知山市治水記念館管理運営協定書に基
づき委託協定を締結（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7985 和知町長
平成１７年度道の駅「和」維
持管理業務委託

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月1日 3,912,121
地方自治体との協議に基づく委託契約
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

7986
（株）京都放送　京
都北支局

平成１７年度河川・道路広
報活動実施業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月4日 42,735,000
本地域に密着した唯一の放送局であるた
め、特命随契(会計法第２９条の３第４
項)

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7987
（社）京都公共嘱託
登記司法書士協会

平成１７年度不動産権利登
記業務委託単価契約

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月8日 1,002,440

本業務の実施にあたっては、不動産の権利に関
する登記についての専門的な知識と司法書士法
に基づく司法書士の資格に併せ、広域的な範囲
において同時・多量の業務の迅速な事務処理能
力が求められる。本契約相手方は不動産の権利
に関する登記の嘱託又は申請の適正かつ迅速な
実施に寄与することを目的に司法書士法（昭和２
５年法律第１９７号）第６８条第１項の規定に基づ
き設立された公益法人であり、事務所管内全域
において不動産の権利に関する登記に関する専
門的な知識や技能及び豊富な経験を有しかつ、
現地の状況等に精通した司法書士を多数擁して
いる公共嘱託権利登記の専門機関として県内唯
一の公益法人であるため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

7988
（社）京都公共嘱託
登記土地家屋調査
士協会

平成１７年度不動産表示登
記等業務委託単価契約

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月8日 21,185,710

本業務の実施にあたっては、不動産の表示に関
する登記についての専門的な知識と土地家屋調
査士法に基づく土地家屋調査士の資格に併せ、
広域的な範囲において同時・多量の業務の迅速
な処理能力が求められる。本契約相手方は不動
産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測
量又はその登記の嘱託又は申請の適正かつ迅
速な実施に寄与することを目的に土地家屋調査
士法（昭和２５年法律第２２８号）第６３条第１項の
規定に基づき設立された公益法人であり、事務
所管内全域において不動産の表示登記に関する
専門的な知識や技能及び豊富な経験を有し、か
つ現地の状況等に精通した多数の土地家屋調査
士を擁している公共嘱託表示登記の専門機関と
して県内唯一の法人であるため。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

7989
（株）エイトコンサル
タント　京都支店

丹波綾部道路事業損失基
礎調査（その２）業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月19日 18,480,000
標準プロポーザルにより特定したため、
特命随契(会計法第２９条の３第４項)

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7990
西田鉄工（株）　大
阪支店

平成１７年度直轄管理樋門
等点検整備業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年4月25日 8,190,000
既設設備と密接不可分の関係にある設備
のため、特命随契（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7991
新菱工業（株）大阪
営業所

平成１７年度管内ポンプ設
備点検整備業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年5月12日 28,140,000
既設設備と密接不可分の関係にある設備
のため、特命随契（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行

7992
（株）綜合技術コン
サルタント　大阪支
社

平成１７年度道路管理課維
持係現場技術（その２）業
務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年5月13日 12,096,000
標準プロポーザルにより特定したため、
特命随契(会計法第２９条の３第４項)

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7993
基礎地盤コンサル
タンツ（株）　関西支
社

由良川下流域土取場候補
地調査検討業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年5月19日 57,960,000
標準プロポーザルにより特定したため特
命随契（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7994 （株）ニュージェック
平成１７年度由良川河川整
備計画検討業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年5月24日 39,322,500
標準プロポーザルにより特定したため特
命随契（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7995
近畿技術コンサル
タンツ（株）

平成１７年度志高地区他水
防災対策予備設計業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年5月24日 39,585,000
標準プロポーザルにより特定したため特
命随契（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

7996
朝日航洋（株）　西
日本空情支社

平成１７年度管内情報ＢＯ
Ｘ等現況調査業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年5月31日 27,930,000
標準プロポーザルにより特定したため、
特命随契(会計法第２９条の３第４項)

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7997
日本工営（株）　大
阪支店

平成１７年度道路交通環境
安全推進資料作成等業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年5月31日 14,700,000
標準プロポーザルにより特定したため、
特命随契(会計法第２９条の３第４項)

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

7998
アジア航測（株）
京都支店

平成１７年度由良川中流部
地形計測業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年6月2日 36,120,000
標準プロポーザルにより特定したため特
命随契（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

7999
大日本コンサルタ
ント（株）　大阪支社

下山ＢＰ新田跨道橋他修正
設計業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年6月15日 20,370,000
標準プロポーザルにより特定したため、
特命随契(会計法第２９条の３第４項)

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8000 （株）高見組 安井地区残土処理作業

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年6月21日 2,520,000

床堀残土（産業廃棄物）の処分は同一の
業者にて処分するよう保健所から指導を
うけているため特命随契（会計法第２９
条の３第４項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8001
国際航業（株）　京
滋支店

下山バイパス道路環境影
響検討業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年6月21日 8,505,000
標準プロポーザルにより特定したため特
命随契（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8002 （株）京都新聞社
平成１７年度河川防災・減
災フォーラム広報業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年6月24日 6,930,000

全国地方新聞連合会主催の防災フォーラ
ムに後援するもので当該地域で唯一の機
関であり競争を許さない（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8003
日本レコードマネジ
メント（株）

平成１７年度業務支援情報
処理整備業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年7月19日 43,186,500

平成１６年度に標準プロポーザル方式で
特定されたものであり、当該業者以外で
は業務目的を達成できないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札若しくは企
画競争に移行

8004
応用地質（株）　京
都営業所

尾藤橋・波美橋取付道路詳
細設計業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年7月22日 35,805,000
標準プロポーザルにより特定したため特
命随契（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8005
（株）テクノプラン
近畿営業所

平成１７年度情報提供設備
他詳細設計業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年8月2日 26,670,000
標準プロポーにより特定したため、特命
随契（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8006
（株）長大　京都営
業所

管内情報収集提供装置等
マスタープラン作成業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年8月3日 6,615,000
標準プロポーザルにより特定したため、
特命随契(会計法第２９条の３第４項)

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8007
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

吉坂散水融雪設備修繕設
計業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年8月23日 10,080,000
プロポーザル随契（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8008
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

大江町北有路築堤護岸詳
細設計他業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年8月24日 42,262,500
標準プロポーザルにより特定したため特
命随契（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8009
大日本コンサルタ
ント（株）　大阪支社

舞鶴地域幹線道路網検討
業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年9月1日 10,500,000
標準プロポーザルにより特定したため、
特命随契(会計法第２９条の３第４項)

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8010
大日コンサルタント
（株）大阪支社

夜久野トンネル開削跡地利
用計画業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年9月2日 6,510,000
標準プロポーザルにより特定したため、
特命随契(会計法第２９条の３第４項)

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8011
日本建設コンサル
タント（株）　大阪支
社

平成１７年度道路管理課現
場技術業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年9月15日 7,350,000
標準プロポーザルにより特定したため、
特命随契(会計法第２９条の３第４項)

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8012
（株）修成建設コン
サルタント

管内交通安全事業マネジメ
ント資料作成業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年9月26日 6,930,000
標準プロポーザルにより特定したため、
特命随契(会計法第２９条の３第４項)

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8013
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

宮川築堤護岸詳細設計他
業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年9月28日 42,052,500
標準プロポーザルにより特定したため特
命随契（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8014
近畿技術コンサル
タンツ（株）

平成１７年度舞鶴出張所現
場技術（その２）業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年9月28日 7,140,000
標準プロポーザルにより特定したため特
命随契（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8015
三井共同建設コン
サルタント（株）　関
西支社

平成１７年度南有路地区他
水防災対策予備設計業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年9月30日 46,725,000
標準プロポーザルにより特定したため特
命随契（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8016
（株）ダイヤコンサ
ルタント　関西支社

安井地区築堤護岸詳細設
計業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年10月17日 23,992,500
標準プロポーザルにより特定したため特
命随契（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8017 ＫＤＤＩ（株）
インターネット及びＶＰＮ
サービス料金

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年10月20日 4,009,929

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

8018 ＫＤＤＩ（株） ウィルス対策サービス料金

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年10月20日 1,666,850

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

8019 中小路建設（株）
９号宮垣川橋設置工事迂
回路及び現場内保全作業

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年10月28日 6,825,000
工事途中において請負業者との契約解除
により履行不能となったため、緊急随契
(会計法第２９条の３第４項)

その他
競争入札に移行した

もの

8020
近畿技術コンサル
タンツ（株）

水間下樋門詳細設計業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年11月1日 27,825,000
標準プロポーザルにより特定したため特
命随契（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8021
中央コンサルタンツ
（株）　大阪支店

平成１７年度道路管理課
（交安事業等）現場技術業
務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年11月1日 5,565,000
標準プロポーザルにより特定したため、
特命随契(会計法第２９条の３第４項)

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8022
日本無線（株）　関
西支社

ラジオ再放送設備改造工
事

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年11月7日 4,032,000
既設設備と密接不可分の関係にある設備
のため、特命随契（会計法第２９条の３
第４項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）

8023 （株）安谷組
平成１７年度９号瑞穂地区
除雪作業

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年11月16日 18,375,000
本地域において、緊急時の迅速な出動体
制等が確保できる唯一の業者のため、特
命随契(会計法第２９条の３第４項)

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの

########

8024
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

平成１７年度由良川堤防詳
細点検業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年11月16日 42,630,000
標準プロポーザルにより特定したため特
命随契（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8025 今村工業（株）
平成１７年度２７号舞鶴地
区除雪作業

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年11月16日 30,240,000
本地域において、緊急時の迅速な出動体
制等が確保できる唯一の業者のため、特
命随契(会計法第２９条の３第４項)

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの

########



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8026 浅巻建設（株）
平成１７年度２７号・４７８号
綾部地区除雪作業

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年11月16日 46,935,000
本地域において、緊急時の迅速な出動体
制等が確保できる唯一の業者のため、特
命随契(会計法第２９条の３第４項)

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの

########

8027 中小路建設（株）
平成１７年度９号福知山地
区除雪作業

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年11月16日 17,745,000
本地域において、緊急時の迅速な出動体
制等が確保できる唯一の業者のため、特
命随契(会計法第２９条の３第４項)

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの

########

8028
復建調査設計（株）
大阪支社

丹後地域幹線道路網検討
業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年11月29日 6,930,000
標準プロポーザルにより特定したため、
特命随契(会計法第２９条の３第４項)

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8029 南北熱機工業（株）
福知山河川国道事務所空
調改修（第二期）工事

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年12月2日 53,445,000

本工事は、平成16年度発注の（第一期）工事
に引き続き、残工事を実施するものである。
本設備は、空気調和を目的とし設置するもの
であり、一体的な設備システムを構築する必
要がある。そのため、（第一期）工事と本工
事の施工者が異なる場合は、瑕疵担保責任の
範囲が不明確となる等、密接不可分な関係に
あるため、一貫した施工が技術的に必要とさ
れる工事である。なお、本工事については
（第一期）工事の契約図書において、本工事
を随意契約の予定であると明記している。以
上の理由により、上記業者と随意契約するも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）

8030
（株）東京建設コン
サルタント　関西支
店

由良川緊急情報発信拡充
業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年12月8日 37,380,000

緊急情報発信システムの拡充を行うもの
で既設システムと密接不可分の関係から
責任瑕疵に責任が持てる唯一の業者であ
る（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8031
京都府船井郡京丹
波町長

一般国道９号京丹波町内
歩道除雪作業

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年12月20日 84,000
地方自治体との協議に基づく委託契約
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8032
近畿技術コンサル
タンツ（株）

舞鶴市志高築堤護岸詳細
設計他業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成17年12月20日 45,675,000
標準プロポーザルにより特定したため特
命随契（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8033
（株）建設技術研究
所　大阪本社

河川整備基本方針資料とり
まとめ業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成18年1月10日 2,520,000

治水計画に関する技術資料のとりまとめ
を行うもので既往業務と密接不可分の関
係から既往業務を行った唯一の業者であ
る（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札若しくは企
画競争に移行

8034
大日コンサルタント
（株）大阪支社

平成１７年度福知山道路現
場技術業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成18年1月24日 2,625,000
標準プロポーザルにより特定したため、
特命随契(会計法第２９条の３第４項)

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8035
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

達成度報告・業績計画等検
討業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成18年1月25日 8,925,000
標準プロポーザルにより特定したため、
特命随契(会計法第２９条の３第４項)

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8036
（株）長大　京都営
業所

丹波綾部道路沿道環境検
討業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成18年1月25日 10,605,000
標準プロポーザルにより特定したため、
特命随契(会計法第２９条の３第４項)

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8037
（株）片平エンジニ
アリング　大阪支店

京都北部地域道路評価資
料作成業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成18年1月25日 5,985,000
標準プロポーザルにより特定したため、
特命随契(会計法第２９条の３第４項)

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8038
中央コンサルタンツ
（株）　大阪支店

丹波綾部道路協議用資料
作成業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成18年1月25日 9,922,500
標準プロポーザルにより特定したため、
特命随契(会計法第２９条の３第４項)

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8039
三菱重工業（株）
関西支社

管内河川施設遠隔監視機
器修繕工事

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成18年1月27日 24,150,000
既設設備と密接不可分の関係にある設備
のため、特命随契（会計法第２９条の３
第４項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）

8040
（株）ケ－・テック
大阪営業所

散水融雪設備監視システ
ム他改修設計業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成18年2月3日 19,950,000
プロポーザル随契（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8041
豊国工業（株）　関
西支店

尾藤川樋門遠隔化他工事

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成18年2月3日 22,050,000
既設設備と密接不可分の関係にある設備
のため、特命随契（会計法第２９条の３
第４項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）

8042
（株）タカダ　京都営
業所

平成１７年度用地補償技術
業務（その４）

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成18年2月7日 1,890,000

プロポーザル方式により技術提案書を提
出させ、各社から提出された技術提案書
を総合的に評価した結果、（株）タカダ
が他社に比べて優れていたため。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8043
（株）パスコ　京都
支店

舞鶴市水間築堤護岸修正
設計業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成18年3月7日 9,975,000
標準プロポーザルにより特定したため特
命随契（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8044
近畿技術コンサル
タンツ（株）

天津築堤国道１７５号取付
部検討業務

松山宣行
近畿地方整備局福知山河
川国道事務所
京都府福知山市字堀小字
今岡２４５９－１４

平成18年3月24日 15,750,000
標準プロポーザルにより特定したため特
命随契（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8045
（株）アクトコンサル
タント

京都第一管内（その４）現
場技術業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 3,425,054

本業務は、平成１６年度より継続して実施し
ており、上記業者は、プロポーザル方式によ
り、平成１６年度に当該業務に対して技術提
案書を提出し、建設コンサルタント選定委員
会において評価された結果、当該業者が「業
務実施方針」及び「業務実績」において、総
合的に他社より優れていたので特定され、不
都合なく継続できるものと判断するものであ
る。よって、次の法令根拠によって、（株）
アクトコンサルタントと随意契約とすること
が適当であると考える。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8046 （株）アスコ
平成１７年度京都国道管内
（改築その３）現場技術業
務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 13,755,000

本業務は、平成１６年度より継続して実施し
ており、上記業者は、プロポーザル方式によ
り、平成１６年度に当該業務に対して技術提
案書を提出し、建設コンサルタント選定委員
会において評価された結果、当該業者が「業
務実施方針」及び「業務実績」において、総
合的に他社より優れていたので特定され、不
都合なく継続できるものと判断するものであ
る。よって、次の法令根拠によって、（株）
アスコと随意契約とすることが適当であると
考える。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8047 （株）アスコ
平成１７年度京都第二外環
状道路等（その３）現場技
術業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 13,755,000

本業務は、平成１５年度より継続して実施し
ており、上記業者は、プロポーザル方式によ
り、平成１５年度に当該業務に対して技術提
案書を提出し、建設コンサルタント選定委員
会において評価された結果、当該業者が「業
務実施方針」及び「業務実績」において、総
合的に他社より優れていたので特定され、不
都合なく継続できるものと判断するものであ
る。よって、次の法令根拠によって、（株）
アスコと随意契約とすることが適当であると
考える。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8048 （株）アスコ
平成１７年度京都国道管内
（交対その３）現場技術業
務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 13,755,000

本業務は、プロポーザル方式により、技術提
案書を提出させ、建設コンサルタント選定委
員会において審査された結果、当該業者が
「技術職員の経験及び能力」、「業務の理解
度」、「業務実施の実現性」及び「業務実施
の独創性」において、他社より総合的に優れ
ていたので特定された。よって、次の法令根
拠によって、（株）アスコと随意契約とする
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8049 （株）エ－ス
平成１７年度京都国道管内
（交対）現場技術業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 13,755,000

本業務は、平成１６年度より継続して実施し
ており、上記業者は、プロポーザル方式によ
り、平成１６年度に当該業務に対して技術提
案書を提出し、建設コンサルタント選定委員
会において評価された結果、当該業者が「技
術職員の経験及び能力」、「業務の理解
度」、「業務実施の実現性」及び「業務実施
の独創性」において、総合的に他社より優れ
ていたので特定され、不都合なく継続できる
ものと判断するものである。よって、次の法
令根拠によって、（株）エースと随意契約と
することが適当であると考える。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8050
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ関西

電話料

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 3,981,528

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8051
（株）エフエムシー
阪神支店

平成１７年度京都第二管内
（電気通信）現場技術業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 14,175,000

本業務は、平成１５年度より継続して実
施しており、上記業者は、プロポーザル
方式により、平成１５年度に当該業務に
対して技術提案書を提出し、建設コンサ
ルタント選定委員会において評価された
結果、当該業者が「技術者の資格要
件」、「業務に対する姿勢・取組の視
点・意欲」で他社より優れていたので特
定されたもので、不都合なく継続できる
ものと判断するものである。よって、次
の法令根拠によって、（株）エフエム
シーと随意契約とすることが適当である
と考える。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8052
（株）エフエムシー
阪神支店

平成１７年度京都国道電気
通信（その２）現場技術業
務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 27,615,000

本業務は、プロポーザル方式により、技術提
案書を提出させ、建設コンサルタント選定委
員会において評価された結果、当該業者が
「技術者の資格要件」、「業務に対する姿
勢・取組の視点・意欲」全てで他社より優れ
ていたので特定されたものである。よって、
次の法令根拠によって、（株）エフエムシー
と随意契約とすることが適当であると考え
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8053
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

伏見管内（その３）現場技
術業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 14,175,000

本業務は、平成１５年度より継続して実施し
ており、上記業者は、プロポーザル方式によ
り、平成１４年度に当該業務に対して技術提
案書を提出し、建設コンサルタント選定委員
会において評価された結果、当該業者が「業
務実施方針・実績等」総合的に他社より優れ
ていたので特定され、不都合なく継続できる
ものと判断するものである。よって、次の法
令根拠によって、（株）オリエンタルコンサ
ルタンツと随意契約とすることが適当である
と考える。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8054
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

平成１７年度京都国道管内
（改築）現場技術業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 13,755,000

本業務は、平成１６年度より継続して実施し
ており、上記業者は、プロポーザル方式によ
り、平成１６年度に当該業務に対して技術提
案書を提出し、建設コンサルタント選定委員
会において評価された結果、当該業者が「業
務実施方針」及び「業務実績」において、総
合的に他社より優れていたので特定され、不
都合なく継続できるものと判断するものであ
る。よって、次の法令根拠によって、（株）
アクトコンサルタントと随意契約とすること
が適当であると考える。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8055
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

京都第二管内現場技術業
務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 28,455,000

本業務は、プロポーザル方式により、技術提
案書を提出させ、建設コンサルタント選定委
員会において審査された結果、当該業者が
「技術職員の経験及び能力」、「業務の理解
度」、「業務実施の実現性」及び「業務実施
の独創性」の全てにおいて、他社より優れて
いたので特定された。よって、次の法令根拠
によって、（株）オリエンタルコンサルタン
ツと随意契約とすることが適当であると考え
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8056 （株）ぎょうせい 追録「建設法令総覧」外

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 1,849,330
購入済みの台本と密接不可分な追録の購
入であるため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8057
（株）ケービーエス
京都プロジェクト

平成１７年度９号京都西立
体千代原地区工事広報業
務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 15,540,000

（株）ケービーエス京都プロジェクトは、京
都放送が所有するＫＢＳ京都テレビ及びＫＢ
Ｓ京都ラジオの番組製作会社であり、（株）
京都放送が行う広報業務についての委任を受
けていることから、テレビ及びＡＭラジオで
のＣＭの放映、放送する場合は、同社と契約
する以外に方法がなく、また別会社である
（株）エフエム京都（ＦＭラジオ）との連携
も深く、これについての枠取りの確実性もあ
る。、また、同社は行政官庁の行う広報活動
にも精通している。よって同業者と随意契約
をする。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8058
（株）サンテックイン
ターナショナル　大
阪支店

京都国道管内（管理その
３）現場技術業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 27,405,000

本業務は、平成１６年度より継続して実施し
ており、上記業者は、プロポーザル方式によ
り、平成１６年度に当該業務に対して技術提
案書を提出し、建設コンサルタント選定委員
会において評価された結果、当該業者が「技
術職員の経験及び能力」、「業務の理解
度」、「業務実施の実現性」及び「業務実施
の独創性」の全てにおいて、他社より優れて
いたので特定され、不都合なく業務を遂行し
ている。よって、次の法令根拠によって、
（株）サンテックインターナショナルと随意
契約とすることが適当であると考える。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8059
（株）スリーエスコン
サルタンツ

伏見管内（その２）現場技
術業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 14,070,000

本業務は、平成１６年度より継続して実施し
ており、上記業者は、プロポーザル方式によ
り、平成１５年度に当該業務に対して技術提
案書を提出し、建設コンサルタント選定委員
会において評価された結果、当該業者が「業
務実施方針・実績等」総合的に他社より優れ
ていたので特定され、不都合なく継続できる
ものと判断するものである。よって、次の法
令根拠によって、（株）スリーエスコンサル
タンツと随意契約とすることが適当であると
考える。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8060
（株）ティ－ネット
ジャパン　大阪支
社

京都国道管内（管理その
２）現場技術業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 13,807,500

本業務は、平成１６年度より継続して実施し
ており、上記業者は、プロポーザル方式によ
り、平成１６年度に当該業務に対して技術提
案書を提出し、建設コンサルタント選定委員
会において評価された結果、当該業者が「業
務実施方針」及び「業務実績」において、総
合的に他社より優れていたので特定され、不
都合なく継続できるものと判断するものであ
る。よって、次の法令根拠によって、（株）
ティーネットジャパンと随意契約とすること
が適当であると考える。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8061 （株）ニュージェック
平成１７年度京都第一管内
（電気通信）現場技術業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 13,755,000

本業務は、平成１５年度より継続して実施し
ており、上記業者は、プロポーザル方式によ
り、平成１５年度に当該業務に対して技術提
案書を提出し、建設コンサルタント選定委員
会において評価された結果、当該業者が「技
術者の資格要件」、「業務に対する姿勢・取
組の視点・意欲」で他社より優れていたので
特定されたもので、不都合なく継続できるも
のと判断するものである。よって、次の法令
根拠によって、（株）ニュージェックと随意
契約とすることが適当であると考える。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8062 （株）パワードコム 電話専用料

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 1,512,000
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

8063
（株）ピーエムコン
サルタント　滋賀支
店

平成１７年度京都第一管内
（その２）現場技術業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 14,175,000

本業務は、平成１５年度より継続して実施し
ており、上記業者は、プロポーザル方式によ
り、平成１５年度に当該業務に対して技術提
案書を提出し、建設コンサルタント選定委員
会において評価された結果、当該業者が「技
術職員の経験及び能力」、「業務の理解
度」、「業務実施の実現性」及び「業務実施
の独創性」において、総合的に他社より優れ
ていたので特定され、不都合なく継続できる
ものと判断するものである。よって、次の法
令根拠によって、（株）ピーエムコンサルタ
ントと随意契約とすることが適当であると考
える。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8064
（株）ユニオン土木
設計

平成１７年度京都国道管内
単価契約システム保守業
務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 2,677,500

単価契約システムのプログラムは（株）シビ
ル技術研究所が開発し以後保守対応を行って
きたが、（株）シビル技術研究所は平成１４
年３月３１日付で会社解散の止むなきに至
り、単価契約システム及びプログラムデータ
の等の一切の権限を（株）ユニオン土木設計
が引き継いだ。したがって、本システムを所
有している唯一の業者である（株）ユニオン
土木設計と随意契約するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
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備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8065
（株）横浜コンサル
ティングセンター
大阪支店

平成１７年度京都国道管内
（交対その４）現場技術業
務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 14,227,500

本業務は、平成１６年度より継続して実施し
ており、上記業者は、プロポーザル方式によ
り、平成１６年度に当該業務に対して技術提
案書を提出し、建設コンサルタント選定委員
会において評価された結果、当該業者が「技
術職員の経験及び能力」、「業務の理解
度」、「業務実施の実現性」及び「業務実施
の独創性」において、総合的に他社より優れ
ていたので特定され、不都合なく継続できる
ものと判断するものである。よって、次の法
令根拠によって、（株）横浜コンサルティン
グセンターと随意契約とすることが適当であ
ると考える。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8066
（株）関西補償問題
研究所

平成１７年度京都国道用地
補償技術（その２）業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 13,230,000

本業務は、プロポーザル方式により、技術提
案書を提出させ、建設コンサルタント選定委
員会において審査された結果、当該業者が
「技術職員の経験及び能力」、「業務の理解
度」、「業務実施の実現性」及び「業務実施
の独創性」において、他社より優れていたの
で特定された。よって、次の法令根拠によっ
て、（株）関西補償問題研究所と随意契約と
するものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8067 （株）京都放送
道路行政広報映像（かたつ
むり大作戦他）制作放映業
務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 12,505,500

（株）京都放送は、京都市に本社を置き、京
都府を中心に放送している地域に密着した放
送局であるとともに、交通安全に関する京都
地域の特別キャンペーンとして「かたつむり
大作戦」を１９７６年から実施し道路行政の
広報に対する知識を有している。このことか
ら、本業務の履行に必要な能力を有している
唯一の放送局であり、同放送局と随意契約を
するものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8068 （株）京和建設 第一管内南部維持作業

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 35,130,972

上記業者は、平成１５年度に公募型指名方式
により、本作業を落札した。平成１６年度に
おいて重大な事故の発生や不誠実な行為もな
く成績も良好であり平成１５年度１６年度と
誠実に作業を実施していた。引き続き良好な
維持管理をできるものと判断する。よって、
次の法令根拠によって㈱京和建設と随意契約
とすることが適当であると考える。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの

単価契約

8069
（株）建設企画コン
サルタント

京都国道管内（管理その
５）現場技術業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 13,755,000

本業務は、平成１５年度より継続して実施し
ており、上記業者は、プロポーザル方式によ
り、平成１５年度に当該業務に対して技術提
案書を提出し、建設コンサルタント選定委員
会において評価された結果、当該業者が「業
務実施方針」及び「業務実績」において、総
合的に他社より優れていたので特定され、不
都合なく継続できるものと判断するものであ
る。よって、次の法令根拠によって、（株）
建設企画コンサルタントと随意契約とするこ
とが適当であると考える。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8070 （株）広川組 第一管内中部維持作業

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 46,078,226

上記業者は、平成１５年度に公募型指名方式
により、本作業を落札した。平成１６年度に
おいて重大な事故の発生や不誠実な行為もな
く成績も良好であり平成１５年度１６年度と
誠実に作業を実施していた。引き続き良好な
維持管理をできるものと判断する。よって、
次の法令根拠によって㈱広川組と随意契約と
することが適当であると考える。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの

単価契約

8071 （株）三井田商事
パーソナルコンピュータ賃
貸借（その１）

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 258,930
平成１５年１月より賃貸借契約を行った
機器を引き続き使用するもの（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

8072 （株）三井田商事
パーソナルコンピュータ賃
貸借（その３）

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 995,400
平成１６年２月より賃貸借契約を行った
機器を引き続き使用するもの（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

8073 （株）三井田商事
パーソナルコンピュータ賃
貸借（その５）

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 1,685,880
平成１７年２月より賃貸借契約を行った
機器を、引き続き使用するもの（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8074 （株）三井田商事
プリンタ一式賃貸借（その
３）

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 167,580
平成１７年１月より賃貸借契約を行った
機器を引き続き使用するもの（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8075 （株）三井田商事
大型電子複写機賃貸借及
び保守等

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 540,545
平成１４年８月より賃貸借契約を行った
機器を引き続き使用するもの（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

8076 （株）三井田商事
電子複写機賃貸借及び保
守等（その２）

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 8,717,282
平成１４年１月より賃貸借契約を行った
機器を引き続き使用するもの（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

8077 （株）三井田商事
電子複写機賃貸借及び保
守等（その４）

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 4,751,885
平成１６年７月より賃貸借契約を行った
機器を引き続き使用するもの（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8078 （株）三井田商事 道の相談室用機器賃貸借

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 144,900

平成１４年より賃貸借契約を行った機器
を平成１７年度において再リース契約す
るものである。再リースをにより、賃貸
借金額を安価に押さえることができる。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

8079
（株）三和綜合コン
サル

平成１７年度京都国道用地
補償技術業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 13,230,000

プロポーザル方式により技術提案書を提
出させ、当該業者が「技術職員の経験及
び能力」、「業務の理解度」、「業務実
施の実現性」及び「業務実施の独創性」
において、他所より総合的に優れていた
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8080
（株）修成建設コン
サルタント

平成１７年度京都第二外環
状道路等（その２）現場技
術業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 13,230,000

本業務は、平成１５年度より継続して実施し
ており、上記業者は、プロポーザル方式によ
り、平成１５年度に当該業務に対して技術提
案書を提出し、建設コンサルタント選定委員
会において評価された結果、当該業者が「業
務実施方針」及び「業務実績」において、総
合的に他社より優れていたので特定され、不
都合なく継続できるものと判断するものであ
る。よって、次の法令根拠によって、（株）
修成建設コンサルタントと随意契約とするこ
とが適当であると考える。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8081
（株）吹上技研コン
サルタント

京都国道現場技術業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 13,755,000

本業務は、平成１６年度より継続して実施し
ており、上記業者は、プロポーザル方式によ
り、平成１５年度に当該業務に対して技術提
案書を提出し、建設コンサルタント選定委員
会において評価された結果、当該業者が「業
務実施方針・実績等」総合的に他社より優れ
ていたので特定され、不都合なく継続できる
ものと判断するものである。よって、次の法
令根拠によって、（株）吹上技研コンサルタ
ントと随意契約とすることが適当であると考
える。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8082
（株）吹上技研コン
サルタント

南丹管内現場技術業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 14,175,000

本業務は、平成１５年度より継続して実施し
ており、上記業者は、プロポーザル方式によ
り、平成１４年度に当該業務に対して技術提
案書を提出し、建設コンサルタント選定委員
会において評価された結果、当該業者が「業
務実施方針・実績等」総合的に他社より優れ
ていたので特定され、不都合なく継続できる
ものと判断するものである。よって、次の法
令根拠によって、（株）吹上技研コンサルタ
ントと随意契約とすることが適当であると考
える。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8083
（株）綜合技術コン
サルタント　大阪支
社

平成１７年度京都国道管内
（交対その２）現場技術業
務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 13,755,000

本業務は、平成１５年度より継続して実施し
ており、上記業者は、プロポーザル方式によ
り、平成１５年度に当該業務に対して技術提
案書を提出し、建設コンサルタント選定委員
会において評価された結果、当該業者が「技
術職員の経験及び能力」、「業務の理解
度」、「業務実施の実現性」及び「業務実施
の独創性」において、総合的に他社より優れ
ていたので特定され、不都合なく継続できる
ものと判断するものである。よって、次の法
令根拠によって、（株）綜合技術コンサルタ
ントと随意契約とすることが適当であると考
える。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8084 （株）鶴見製作所
平成１７年度道路排水設備
点検業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 13,650,000

（株）鶴見製作所は、平成１６年一般競
争時の条件（作業実績）を引き続き満た
し、平成１６年度道路排水設備点検作業
を実施しており、実施状況は作業目的と
照らし、施工体制の確保、作業時におけ
る事故もなく、成績も良好であり、当該
区間を熟知している唯一の業者である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8085 （株）文教
プリンタ一式賃貸借（その
２）

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 302,400
平成１６年７月より賃貸借契約した機器
を引き続き使用するもの（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8086
（財）京都府埋蔵文
化財調査研究セン
ター

平成１７年度京都第二外環
状道路建設事業に伴う埋
蔵文化財発掘調査

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 136,035,900

本業務を当方から京都府教育委員会に依
頼し、（財）京都府埋蔵文化財調査研究
センターに発掘調査を依頼する旨の指導
があった。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8087
（社）システム科学
研究所

平成１７年度京都国道管内
将来交通量検討業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 18,637,500

（社）システム科学研究所は、昭和４７年に
通商産業省（当時）所管の公益法人として、
近畿地方の経済社会の発展に寄与することを
目的に発足したものであり、地域開発整備計
画、交通計画等の地域社会計画に関する調査
研究事業を中心に活動している。また、近畿
地区幹線道路協議会からの委託により近畿地
方整備局の将来交通のＯＤ表の作成、将来交
通量推計及び交通流動分析を行い、その内容
に熟知しているとともに豊富な経験と専門的
知識を有している。本業務を迅速かつ的確に
遂行できる業者は他にないことから、随意契
約をするものである。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

公募を実施（１９年
度より）

8088
（社）システム科学
研究所

平成１７年度業績計画等検
討業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 9,345,000

上記法人は、京都をはじめとする近畿地域の
各界の発起により、昭和４７年１月に通商産
業大臣所管の公益法人として、近畿地域の経
済社会の発展に寄与することを目的として発
足したものであり、交通計画、地域開発整備
計画など地域社会計画などに関する調査研究
事業を中心に活動しているため、京都府民の
生活行動や産業活動等について豊富な調査実
績を有し、地域特性を熟知している。よっ
て、京都都市圏の様々な特性を捉えた調査、
分析が可能である。また、道路整備に関する
調査研究や道路整備効果（アウトカム）等の
道路行政マネージメントに関する調査研究を
数多く実施し、本業務に必要となる高度な知
識と経験を有している。よって、上記法人は
本業務を遂行し得る唯一の公益法人である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

公募を実施（１９年
度より）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8089
ＮＥＣリース（株）京
都支店

プリンタ一式賃貸借（その
１）

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 292,005
平成１４年１月より賃貸借契約を行った
機器を再リースするものである（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8090
ＮＥＣリース（株）京
都支店

プリンタ一式賃貸借（その
４）

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 23,340
平成１４年１月より賃貸借契約を行った
機器を再リースするものである（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8091
ＮＴＴコミュニケー
ションズ（株）

電話料

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 4,796,919

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

8092 アーバンテック（株）
京都第二維持管内清掃作
業

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 23,079,293

上記業者は、平成15年度に公募型指名方式に
より、本作業を落札した。平成16年度におい
て重大な事故の発生や不誠実な行為もなく成
績も良好であり平成15年度16年度と誠実に作
業を実施していた。引き続き良好な維持管理
が出来るものと判断する。よって、次の法令
根拠によってアーバンテック㈱と随意契約す
ることが適当と考える。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行

8093
オグラロード・サー
ビス（株）

第一管内北部維持作業

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 40,642,710

上記業者は、平成１５年度に公募型指名方式
により、本作業を落札した。平成１６年度に
おいて重大な事故の発生や不誠実な行為もな
く成績も良好であり平成１５年度１６年度と
誠実に作業を実施していた。引き続き良好な
維持管理をできるものと判断する。　よっ
て、次の法令根拠によってオグラ・ロード
サービス㈱と随意契約とすることが適当であ
ると考える。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行 単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8094
キタイ設計（株）
京都支社

平成１７年度京都第二外環
状道路等現場技術業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 13,755,000

本業務は、平成１５年度より継続して実施し
ており、上記業者は、プロポーザル方式によ
り、平成１５年度に当該業務に対して技術提
案書を提出し、建設コンサルタント選定委員
会において評価された結果、当該業者が「業
務実施方針」及び「業務実績」において、総
合的に他社より優れていたので特定され、不
都合なく継続できるものと判断するものであ
る。よって、次の法令根拠によって、キタイ
設計（株）と随意契約とすることが適当であ
ると考える。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8095 セコム（株） 出張所保全業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 2,342,340

現在設置している警報設備機器を継続利
用でき、かつ四出張所の建物内部につい
て熟知し的確な緊急行動が期待できる。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

公募を実施（１９年
度より）

8096
セントラルコンサル
タント（株）　大阪支
社

京都第二管内（その２）現
場技術業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 14,385,000

本業務は、平成１６年度より継続して実施し
ており、上記業者は、プロポーザル方式によ
り、平成１６年度に当該業務に対して技術提
案書を提出し、建設コンサルタント選定委員
会において評価された結果、当該業者が「業
務実施方針」及び「業務実績」において、総
合的に他社より優れていたので特定され、不
都合なく継続できるものと判断するものであ
る。よって、次の法令根拠によって、セント
ラルコンサルタント（株）と随意契約とする
ことが適当であると考える。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8097
開発コンサルタント
（株）　関西支店

京都国道管内（工事）現場
技術業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 13,009,500

本業務は、プロポーザル方式により、技術提
案書を提出させ、建設コンサルタント選定委
員会において審査された結果、当該業者が
「技術職員の経験及び能力」、「業務の理解
度」、「業務実施の実現性」及び「業務実施
の独創性」において、総合的に他社より優れ
ていたので特定された。よって、次の法令根
拠によって、開発コンサルタント（株）と随
意契約とするものとする。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8098 京都交通信販（株） タクシー借上

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 6,929,880

タクシー料金が認可制のため価格による
競争の余地がなく、当局が必要とする
サービスを有する者が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8099
京都市公営企業管
理者上下水道局長

水道料

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 2,983,844
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

8100
京都府土地開発公
社　理事長　土屋
光博

京都府土地開発公社旧南
部事務所賃貸借

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 2,760,000

場所が特定されることにより、供給者が
一に特定される賃貸借契約等であって該
当場所でなければ行政事務を行うことが
不可能なため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8101
協和テクノロジィズ
（株）

パーソナルコンピュータ賃
貸借（その２）

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 174,405
平成１５年２月より賃貸借契約している
機器を引き続き使用するもの（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8102
協和テクノロジィズ
（株）

パーソナルコンピュータ賃
貸借（その４）

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 376,740
平成１６年８月より賃貸借契約している
機器を引き続き使用するもの（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8103
協和テクノロジィズ
（株）

プロッタ一式賃貸借

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 275,940
平成１６年１０月より賃貸借契約した機
器を引き続き使用するもの（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8104 協和設計（株）
京都管内監督官（その２）
現場技術業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 14,175,000

本業務は、年度をまたがり平成１７年度完了
する工事の監督及び契約変更に必要とする図
面、積算資料、地元調整資料作成及び整理を
行うものであり、実施にあたっては、契約時
点の工事現場の状況、当初設計図面に示され
た契約条件、地元住民との折衝結果及び施工
途中における請負者との甲乙協議結果を適切
に反映させる観点から、高度な技術と専門的
な知見及び豊富な監督業務と設計業務の経験
が不可欠であるため、当該業者と随意契約と
することが適当であると考える。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8105
近畿技術コンサル
タンツ（株）

京都国道管内（工務）現場
技術業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 13,755,000

本業務は、平成１５年度より継続して実施し
ており、上記業者は、プロポーザル方式によ
り、平成１４年度に当該業務に対して技術提
案書を提出し、建設コンサルタント選定委員
会において評価された結果、当該業者が「業
務実施方針」及び「業務実績等」総合的に他
社より優れていたので特定され、不都合なく
継続できるものと判断するものである。よっ
て、次の法令根拠によって、近畿技術コンサ
ルタンツ（株）と随意契約とすることが適当
であると考える。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8106
近畿技術コンサル
タンツ（株）

京都国道管内（工事その
２）現場技術業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 13,755,000

本業務は、プロポーザル方式により、技術提
案書を提出させ、建設コンサルタント選定委
員会において審査された結果、当該業者が
「技術職員の経験及び能力」、「業務の理解
度」、「業務実施の実現性」及び「業務実施
の独創性」において、総合的に他社より優れ
ていたので特定された。よって、次の法令根
拠によって、近畿技術コンサルタンツ（株）
と随意契約とするものとする。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8107
建電設備（株）　関
西支店

京都国道管内電気通信施
設点検監視業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 62,527,500

本業務は、平成１５年度より継続して実施し
ており、上記業者は、プロポーザル方式によ
り、平成１５年度に当該業務に対して技術提
案書を提出し、点検業務選定委員会において
評価された結果、当該業者が「技術職員の経
験及び能力」、「業務に対する姿勢」、「障
害緊急時の体制」が他社より優れていたので
特定されたもので、不都合なく継続できるも
のと判断するものである。よって、次の法令
根拠によって、建電設備（株）と随意契約と
することが適当であると考える。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8108
建電設備（株）　関
西支店

平成１７年度電気通信課現
場技術業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 13,755,000

本業務は、平成１６年度にプロポーザル方式
により契約手続きを進めたが、技術提案書提
出要請１３社に対し、提出があったのは上記
１社であった。当該業者が「技術者の資格要
件」、「業務に対する姿勢・取組の視点・意
欲」のすべてにおいて特定するための評価基
準を満足するものっであったので平成１６年
度に随意契約を行ったものであり、平成１７
年度についても不都合なく継続できるものと
判断するものである。よって、次の法令根拠
によって、建電設備（株）と随意契約とする
ことが適当であると考える。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8109 公成建設（株） 第二管内北部維持作業

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 24,826,917

上記業者は、平成１５年度に公募型指名方式
により、本作業を落札した。平成１６年度に
おいて重大な事故の発生や不誠実な行為もな
く成績も良好であり平成１５年度１６年度と
誠実に作業を実施していた。引き続き良好な
維持管理をできるものと判断する。よって、
次の法令根拠によって公成建設㈱と随意契約
とすることが適当であると考える。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行 単価契約

8110
国際警備保障（株）
京都支社

警備・受付案内業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 20,714,400

当該業者は、平成１５年度にプロポーザ
ル方式により特定され、不都合なく継続
できるものと判断する。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行

8111 阪神測建（株）
平成１７年度京都国道管内
（改築その２）現場技術業
務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 13,755,000

本業務は、平成１６年度より継続して実施し
ており、上記業者は、プロポーザル方式によ
り、平成１６年度に当該業務に対して技術提
案書を提出し、建設コンサルタント選定委員
会において評価された結果、当該業者が「業
務実施方針」及び「業務実績」において、総
合的に他社より優れていたので特定され、不
都合なく継続できるものと判断するものであ
る。よって、次の法令根拠によって、阪神測
建（株）と随意契約とすることが適当である
と考える。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8112
三井リース事業
（株）関西営業本部

パーソナルコンピュータ賃
貸借（その６）

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 450,756
平成１３年度より賃貸借契約を行ってい
る機器の再リースをするものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8113
三井共同建設コン
サルタント（株）　関
西支社

京都管内監督官現場技術
業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 14,175,000

本業務は、平成１６年度より継続して実施し
ており、上記業者は、プロポーザル方式によ
り、平成１６年度に当該業務に対して技術提
案書を提出し、点検業務選定委員会において
評価された結果、当該業者が「技術職員の経
験及び能力」、「業務の理解度」、「業務実
施の実現性」、及び「業務実施の独創性」に
おいて、総合的に他社より優れていたので特
定され、不都合なく継続できるものと判断す
るものである。よって、次の法令根拠によっ
て、三井共同建設コンサルタント（株）と随
意契約とすることが適当であると考える。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8114
写測エンジニアリン
グ（株）

京都第二管内（その４）現
場技術業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 14,385,000

本業務は、平成１６年度より継続して実施し
ており、上記業者は、プロポーザル方式によ
り、平成１６年度に当該業務に対して技術提
案書を提出し、建設コンサルタント選定委員
会において評価された結果、当該業者が「業
務実施方針」及び「業務実績」において、総
合的に他社より優れていたので特定され、不
都合なく継続できるものと判断するものであ
る。よって、次の法令根拠によって、写測エ
ンジニアリング（株）と随意契約とすること
が適当であると考える。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8115

住信・松下フィナン
シャルサービス
（株）　関西法人支
店

ファクシミリ賃貸借

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 25,058
平成１２年４月より賃貸借契約を行った
機器を再リース契約するもの（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8116
松下電工エンジニ
アリング（株）　近畿
支店

中央監視盤保守点検

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 337,575

対象の中央監視盤は、松下電工（株）が
製造し、機械のメンテナンスは当該業者
が専門で行っており、自社製品である監
視盤の内容、点検保守内容について、精
通し部品等の手配も可能である。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
公募を実施

8117
西日本電信電話
（株）

電話料

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 22,682,866

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8118
大日本コンサルタ
ント（株）　大阪支社

京都国道管内（管理）現場
技術業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 13,755,000

本業務は、平成１５年度より継続して実施し
ており、上記業者は、プロポーザル方式によ
り、平成１４年度に当該業務に対して技術提
案書を提出し、建設コンサルタント選定委員
会において評価された結果、当該業者が「業
務実施方針」及び「業務実績」において、総
合的に他社より優れていたので特定され、不
都合なく継続できるものと判断するものであ
る。よって、次の法令根拠によって、大日本
コンサルタント（株）と随意契約とすること
が適当であると考える。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8119
中央復建コンサル
タンツ（株）

京都国道管内建設機械現
場技術業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 13,755,000

本業務は、平成１５年度より継続して実施し
ており、上記業者は、プロポーザル方式によ
り、平成１４年度に当該業務に対して技術提
案書を提出し、建設コンサルタント選定委員
会において評価された結果、当該業者が「業
務実施方針」及び「業務実績等」総合的に他
社より優れていたので特定され、不都合なく
継続できるものと判断するものである。よっ
て、次の法令根拠によって、中央復建コンサ
ルタンツ（株）と随意契約とすることが適当
であると考える。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8120
中央復建コンサル
タンツ（株）

京都第一管内（その３）現
場技術業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 14,175,000

本業務は、平成１５年度より継続して実施し
ており、上記業者は、プロポーザル方式によ
り、平成１５年度に当該業務に対して技術提
案書を提出し、建設コンサルタント選定委員
会において評価された結果、当該業者が「業
務実施方針」及び「業務実績」において、総
合的に他社より優れていたので特定され、不
都合なく継続できるものと判断するものであ
る。よって、次の法令根拠によって、中央復
建コンサルタンツ（株）と随意契約とするこ
とが適当であると考える。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8121
東山管理センター
（株）

京都第一維持管内清掃作
業

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 33,120,039

上記業者は、平成15年度に公募型指名方式に
より、本作業を落札した。平成16年度におい
て重大な事故の発生や不誠実な行為もなく成
績も良好であり平成15年度16年度と誠実に作
業を実施していた。引き続き良好な維持管理
が出来るものと判断する。よって、次の法令
根拠によって東山管理センター㈱と随意契約
することが適当と考える。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの（１８年度か

ら）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8122
東芝情報システム
（株）　関西支社

インターネットサーバー賃
貸借

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 371,448
平成１３年１２月より賃貸借契約を行っ
ている機器の再リース契約を行うもの
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

8123
東芝情報システム
（株）　関西支社

防災用モバイルパソコン賃
貸借

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 283,500
平成１５年９月より賃貸借契約している
機器を引き続き使用するもの（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

8124
東洋技研コンサル
タント（株）

伏見管内現場技術業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 14,175,000

本業務は、平成１６年度より継続して実施し
ており、上記業者は、プロポーザル方式によ
り、平成１５年度に当該業務に対して技術提
案書を提出し、建設コンサルタント選定委員
会において評価された結果、当該業者が「業
務実施方針・実績等」総合的に他社より優れ
ていたので特定され、不都合なく継続できる
ものと判断するものである。よって、次の法
令根拠によって、東洋技研コンサルタント
（株）と随意契約とすることが適当であると
考える。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8125
日本ユーティリティ
サブウェイ（株）

京都国道管内共同溝監視
業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 48,300,000

本業務は、供用中の共同溝施設について、監
視施設を用いて共同溝施設の総合的監視業務
を行うものである。共同溝は、その安全性・
重要性が強く求められ、共同溝に対する外部
からの不法侵入の防止、火災、異常浸水、ガ
ス漏れ等に対する即応的な対応、共同溝内へ
の作業員の出入りの確認及び安全確保が必要
である。上記業者は、近畿地方建設局長と
「共同溝監視に関する基本協定（平成５年８
月３１日）を締結し、この協定に基づき監視
施設を設置している。本業務は、同監視施設
を用いて行うことから上記業者と随意契約を
行うものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8126
日本技術開発（株）
大阪支社

南丹管内（その３）現場技
術業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 14,227,500

本業務は、プロポーザル方式により、技
術提案書を提出させ、建設コンサルタン
ト選定委員会において評価された結果、
当該業者が「業務実施方針・実績等」総
合的に判断した結果、他社より優れてい
たので特定された。よって、次の法令根
拠によって、日本技術開発（株）と随意
契約とすることが適当であると考える。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8127
日本建設コンサル
タント（株）　大阪支
社

南丹管内（その２）現場技
術業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 14,175,000

本業務は、プロポーザル方式により、技
術提案書を提出させ、建設コンサルタン
ト選定委員会において評価された結果、
当該業者が「業務実施方針・実績等」総
合的に判断した結果、他社より優れてい
たので特定された。よって、次の法令根
拠によって、日本建設コンサルタント
（株）と随意契約とすることが適当であ
ると考える。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8128
日本振興（株）　大
阪支店

京都国道管内（工務その
２）現場技術業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 13,545,000

本業務は、平成１６年度より継続して実施し
ており、上記業者は、プロポーザル方式によ
り、平成１５年度に当該業務に対して技術提
案書を提出し、建設コンサルタント選定委員
会において評価された結果、当該業者が「業
務実施方針・実績等」総合的に他社より優れ
ていたので特定され、不都合なく継続できる
ものと判断するものである。よって、次の法
令根拠によって、日本振興（株）と随意契約
とすることが適当であると考える。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8129
日本振興（株）　大
阪支店

京都国道管内（工務その
３）現場技術業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 13,545,000

本業務は、平成１５年度より継続して実施し
ており、上記業者は、プロポーザル方式によ
り、平成１４年度に当該業務に対して技術提
案書を提出し、建設コンサルタント選定委員
会において評価された結果、当該業者が「業
務実施方針・実績等」総合的に他社より優れ
ていたので特定され、不都合なく継続できる
ものと判断するものである。よって、次の法
令根拠によって、日本振興（株）と随意契約
とすることが適当であると考える。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8130
日本振興（株）　大
阪支店

京都第二管内（その３）現
場技術業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 13,965,000

本業務は、平成１５年度より継続して実施し
ており、上記業者は、プロポーザル方式によ
り、平成１５年度に当該業務に対して技術提
案書を提出し、建設コンサルタント選定委員
会において評価された結果、当該業者が「業
務実施方針」及び「業務実績」において、総
合的に他社より優れていたので特定され、不
都合なく継続できるものと判断するものであ
る。よって、次の法令根拠によって、日本振
興（株）と随意契約とすることが適当である
と考える。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8131
日本郵政公社　大
阪中央郵便局　共
通事務センター

後納郵便料

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 1,805,960
郵便に関する料金（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8132
富士ゼロックス
（株）　西日本支社

電子複写機賃貸借及び保
守等（その３）

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 1,453,266
平成１５年４月より地貸借契約を行った
機器を引き続き使用するもの（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

8133
富士ゼロックス
（株）　西日本支社

電子複写機賃貸借及び保
守等（その５）

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 406,269
平成１６年１２月より賃貸借契約を行っ
た機器を引き続き使用するもの（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8134
扶桑設計コンサル
タント（株）

京都国道管内（管理その
４）現場技術業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 13,755,000

本業務は、平成１６年度より継続して実施し
ており、上記業者は、プロポーザル方式によ
り、平成１６年度に当該業務に対して技術提
案書を提出し、建設コンサルタント選定委員
会において評価された結果、当該業者が「業
務実施方針」及び「業務実績」において、総
合的に他社より優れていたので特定され、不
都合なく継続できるものと判断するものであ
る。よって、次の法令根拠によって、扶桑設
計コンサルタント（株）と随意契約とするこ
とが適当であると考える。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8135 明清建設工業（株） 第二管内南部維持作業

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月1日 50,885,111

上記業者は、平成１５年度に公募型指名方式
により、本作業を落札した。平成１６年度に
おいて重大な事故の発生や不誠実な行為もな
く成績も良好であり平成１５年度１６年度と
誠実に作業を実施していた。引き続き良好な
維持管理をできるものと判断する。よって、
次の法令根拠によって明清建設工業㈱と随意
契約とすることが適当であると考える。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行 単価契約

8136
京都新聞企画事業
（株）

平成１７年度広報活動支援
業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月5日 16,821,000

京都新聞社企画事業（株）は、京都新聞
社（株）の関連事業者として、本業務の
履行に必要不可欠な客観的な視点を有す
る新聞記者相当の技術力（取材能力、写
真撮影技術、編集能力）を備えた人材を
豊富に有する業者で本業務を的確に実施
する者は他にない。よって、同業者と随
意契約をするものである。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
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(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8137 （株）日本電気
京都第二管内道路照明施
設維持補修工事

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月7日 23,100,000

㈱日本電気は平成１５年度に公募型指名方式
により本工事を落札した。平成１６年度にお
いて、重大な事故の発生や不誠実な行為もな
く成績も良好であり、平成１５，１６年度と
誠実な工事を実施してきた。また、前記業者
は当該工事区間の照明施設の配置並びに特に
交通安全上重要なトンネル照明及び連続照明
の機能や配線系統を熟知しており、引き続き
良好な施工ができると判断する。よって、次
の法令根拠により、㈱日本電気と随意契約す
ることが適当であると考える。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

8138
（株）電通　関西支
社

京都第二外環状道路広報
支援資料作成業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月8日 14,962,500

本業務の発注にあたっては、標準プロ
ポーザル方式を採用しており役務提供の
ため選定を行った委員会において技術提
案書を評価し、それにより業者が特定さ
れている。上記選定委員会において特定
された業者である（株）電通と随意契約
とするものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8139
（株）京都リビング
新聞社

平成１７年度リビング京都
新聞広告掲載業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月12日 4,672,500

京都リビング新聞社は、京都府南部の女性層
を対象とした生活情報誌として地域に定着し
ているとともに、当該地域のファミリー世帯
に対して個別無料配布している。京都府南部
地域を担当する当事務所にとって、京都リビ
ング新聞社は、道路行政等の情報を広く女性
に知らせることに、高い効果が期待できる唯
一の広報の媒体であるため、京都リビング新
聞社と随意契約するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8140
国際航業（株）　京
滋支店

平成１７年度京都第二外環
状道路広報施設運営検討
業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月14日 23,730,000

本業務は平成１６年度に実施した「京都第二
外環状道路広報業務」において、標準プロ
ポーザル方式により上記業者を特定し、情報
館整備運営及び広報内容検討・作成、意向調
査を実施するとともに今後の検討課題を抽出
している。本業務実施に当たって平成１６年
度に実施した業務における提案内容に基づ
き、引き続き広報施設運営・企画を実施して
いく必要があり、平成１６年度業務と一体不
可分であることから、引き続き上記業者と随
意契約を行うものである。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8141 （株）京都新聞社
道路広報に関する新聞広
告制作及び掲載業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月15日 16,779,000

（株）京都新聞社は、京都府を中心とした地
方紙として地域に定着しているとともに、京
都府下では も多く発行している。本業務は
新聞という媒体を使って、京都国道事務所の
事業を府民に出来るだけ広く広報することが
目的であり、（株）京都新聞社はその目的条
件を満たす唯一の新聞社であるため、（株）
京都新聞社と随意契約するものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8142
（社）京都公共嘱託
登記土地家屋調査
士協会

不動産登記等（表示）業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月21日 32,099,440

本業務の実施にあたっては、不動産の表示に関
する登記についての専門的な知識と土地家屋調
査士法に基づく土地家屋調査士の資格に併せ、
広域的な範囲において同時・多量の業務の迅速
な処理能力が求められる。本契約相手方は不動
産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測
量又はその登記の嘱託又は申請の適正かつ迅
速な実施に寄与することを目的に土地家屋調査
士法（昭和２５年法律第２２８号）第６３条第１項の
規定に基づき設立された公益法人であり、事務
所管内全域において不動産の表示登記に関する
専門的な知識や技能及び豊富な経験を有し、か
つ現地の状況等に精通した多数の土地家屋調査
士を擁している公共嘱託表示登記の専門機関と
して県内唯一の法人であるため。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

8143
（株）綜合技術コン
サルタント　大阪支
社

平成１７年度京都第二外環
状道路周辺影響調査業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月22日 64,890,000

本業務実施に当たっては、平成１６年度
に実施した業務内容と一体不可分であ
り、業務内容にも精通しているととも
に、一年を通した現地調査を実施する必
要があることから、平成１６年度に引き
続き上記業者と随意契約を行うものであ
る（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

企画競争に移行（１
９年度から）

8144
応用地質（株）　京
都営業所

平成１７年度京都第二外環
状道路調子地区水文調査・
解析検討業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月25日 40,215,000

業務実施にあたっては、平成１３～１６
年度に実施した調査と一体不可分であ
り、解析モデルにも精通していることか
ら随意契約するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8145
（社）システム科学
研究所

平成１７年度コミュニケー
ション活動企画運営業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月26日 11,728,500

（社）システム科学研究所は、京都に本社を
置き、京都をはじめとする近畿地域の通商産
業や経済・社会の発展に寄与することを目的
として発足した公益法人であり、交通計画、
地域開発整備計画など地域社会計画などにお
いて、京都の歴史・風土、交通特性を勘案し
た調査検討を実施している唯一の公益法人で
ある。したがって、同法人と随意契約をする
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
公募を実施
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8146
大日本コンサルタ
ント（株）　大阪支社

平成１７年度「にそと」京都
市域工事施工計画検討業
務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月26日 30,870,000

本業務は、平成１６年度に実施した業務
における提案内容に基づき、引き続き個
別区間各種の細部検討および説明資料作
成を実施していく必要があり、平成１６
年度業務と一体不可分であることから、
引き続き上記業者と随意契するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8147
日本シビックコンサ
ルタント（株）　大阪
支店

平成１７年度「にそと」長岡
京市域工事施工計画検討
業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月27日 22,260,000

本業務は、平成１６年度に実施した業務
における提案内容に基づき、引き続き個
別区間各種の細部検討および説明資料作
成を実施していく必要があり、平成１６
年度業務と一体不可分であることから、
引き続き上記業者と随意契約するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8148 三精輸送機（株） 庁舎エレベータ点検作業

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年4月28日 784,350

当該業者は、庁舎のエレベータを当所へ
設置した業者であり、その業者しか把握
できない仕様があり他の業者に請負させ
た場合、機能障害が予想される。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
公募を実施

8149
日本工営（株）　大
阪支店

平成１７年度京都府道路交
通環境安全推進検討業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年5月31日 37,264,500

本業務は、「平成１５年度京都府道路交通環
境安全推進検討業務」において標準プロポー
ザル方式により特定され、平成１５年度の技
術提案書提出要請書において全体業務を２ヶ
年と予定していたが、「京都府道路交通環境
安全推進連絡会議」の審議で３ヶ年での実施
が決定されたことにより、平成１５・１６年
度に引き続き平成１７年度も継続して行うも
のである。本業務は、プロポーザル要請範囲
における一体不可分の業務であり、当該業者
以外に本業務を誠実かつ的確に履行できる者
はいない。 よって、次の法令根拠によって日
本工営（株）と随意契約とするものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8150
（株）プレック研究
所　大阪事務所

平成１７年度洛南道路宇治
川環境実態調査業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年6月1日 7,770,000

平成１６年度の調査業務の発注においては、
プロポーザル方式を採用し３社より提出され
た技術提案書をもとにヒアリングを実施し
た。その結果、塒入りする 大３万羽に達す
るツバメの個体数の把握方法について、
（株）プレック研究所がこれまで当地点にお
いて調査を実施してきた経験から優れた技術
を有していることが確認され総合的に他社よ
り優れていると評価され、同社の技術提案書
が特定された。.昨年度の実績が随意契約する
条件をたしているため、記業者と随意契約す
るものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）
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8151
（財）地域地盤環境
研究所

平成１７年度地震計観測
データ収集作業

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年6月3日 1,176,000

（財）地域地盤環境研究所は、平成12～14年
度の「１号東山地区地震防災対策検討業務」
において、「京都国道地震防災検討委員会」
の委員会設立・運営と検討資料作成を実施し
ている。また、地盤構成物質の工学的研究を
行い、地盤調査・試験・解析・研究等も行っ
ており京都地域の地盤、断層等にも精通して
いる。よって、本作業を実施させられる者は
（財）地域地盤環境研究所以外にはないので
随意契約するものである。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り
公募を実施

8152
国立大学法人　京
都大学

ＩＴＳを活用したまちづくりの
ための交通マネジメントに
関する研究

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年6月9日 15,000,000

 本委託は、新しい道路施策に関する可
能性を追求した研究であり、高度な有識
者による 先端の知識と経験が必要とな
る。京都大学においては、日本でも 先
端の知識と経験を有しており、また、高
度な有識者や優秀な研究者を有してい
る。以上のことから、当該大学と委託契
約を行うものである。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8153
（株）リーフパブリ
ケーションズ

平成１７年度タウン誌広告
掲載業務

東川直正
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年6月21日 2,940,000

本業務の広告掲載にあたっては、全国４７誌
の女性層を対象とし地元に密着したタウン誌
により「道づくり街づくり」に関する国や自
治体の計画や施策を広報することを目的に結
成された「道づくり街づくりネットワーク」
に参画している広報媒体であることが必要で
ある。２０代から３０代の女性を読者層と
し、京都にこだわった地域密着型の情報誌で
ある「月刊リーフ」は道づくり街づくりネッ
トワークに参画している京都府内唯一の雑誌
である。また、（株）リーフパブリケーショ
ンズは、京都市に本社を置き、「月刊リー
フ」を発行している唯一の会社である。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8154
（株）ケービーエス
京都プロジェクト

平成１７年度「道路ふれあ
い月間」広報業務

丹羽克彦
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年7月13日 10,710,000

本業務は、京滋地域を放送エリアとした地域
に密着した放送局である（株）京都放送と
（株）エフエム京都で放送することが も効
果的である。上記会社は（株）京都放送が所
有するテレビ、ラジオの番組製作会社であ
り、同社が行う広報業務についての委任を受
けている唯一の会社であることから、ＡＭラ
ジオＣＭの放送については同社と契約する以
外に方法がない。別会社である（株）エフエ
ム京都（ＦＭラジオ）との連携も深く、これ
についても枠取りに確実性がある。またＡＭ
ラジオとＦＭラジオでは、ＣＭスポット放送
と同時に生番組で「ふれあい月間」の取組が
放送できる放送局は他にない。よって同社と
随意契約するものである。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8155

コニカミノルタビジ
ネスソリューション
ズ（株）大阪支社京
都営業所

電子複写機賃貸借及び保
守等（その１）

丹羽克彦
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年7月19日 1,785,047
平成１７年８月より賃貸借契約している
機器を引き続き使用するもの（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8156 （株）三井田商事
道の相談室用機器賃貸借
（その２）

丹羽克彦
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年7月29日 29,400

平成１４年より賃貸借契約を行った機器
を平成１７年度において再リース契約す
るものである。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

8157
鉄建建設（株）　大
阪支店

２４号八条坊門仮設側道設
置工事

丹羽克彦
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年7月29日 19,803,000

現在ＪＲ西日本に委託している施工中の
区間（同業者が施工中）と隣接し非常に
狭隘な現場条件のもとで安全・円滑かつ
適切な工事が確保できるため随意契約を
するものである。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）

8158
信和不動産鑑定事
務所　梅景　博一

不動産鑑定料

丹羽克彦
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年8月1日 1,004,850

本業務の実施にあたっては、不動産鑑定に関す
る専門的な知識と不動産の鑑定評価に関する法
律に基づく不動産鑑定士の資格に併せ、事務所
管内における地価公示法に基づく公示価格及び
鑑定地の存する地域の価格水準及び動向につい
て精通していることが求められる。不動産鑑定士
甲は、府県内における公共用地取得における多
数の受託実績を有しており、当該取得予定地域
における土地の客観的価値に作用する諸要因に
ついての比較を も適正かつ迅速に行うことがで
きる者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8159
大和不動産鑑定
（株）

不動産鑑定料

丹羽克彦
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年8月1日 1,004,850

本業務の実施にあたっては、不動産鑑定に関す
る専門的な知識と不動産の鑑定評価に関する法
律に基づく不動産鑑定士の資格に併せ、事務所
管内における地価公示法に基づく公示価格及び
鑑定地の存する地域の価格水準及び動向につい
て精通していることが求められる。不動産鑑定士
甲は、府県内における公共用地取得における多
数の受託実績を有しており、当該取得予定地域
における土地の客観的価値に作用する諸要因に
ついての比較を も適正かつ迅速に行うことがで
きる者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8160
（株）長大　京都営
業所

京都国道事務所管内歩道
調査その他業務

丹羽克彦
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年8月18日 46,200,000

本業務は、プロポーザル方式により技術
提案書を提出させ、建設コンサル　タン
ト選定委員会において審査された結果、
当該業者が「業務理解度」、「業務実施
手順」及び「その他」において、他社よ
り総合的に優れていたので特定された。
よって、次の法令根拠によって（株）長
大と随意契約とするものである。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8161
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

京都第一管内（その５）現
場技術業務

丹羽克彦
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年8月31日 8,295,000

本業務は、プロポーザル方式により、技術提
案書を提出させ、建設コンサルタント選定委
員会において審査された結果、当該業者が技
術者評価の「資格要件」及び「提案評価」が
総合的に他社より優れていたので特定され
た。よって、次の法令根拠によって、（株）
オリエンタルコンサルタンツと随意契約とす
ることが適当であると考える。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8162
（株）ＮＨＫきんきメ
ディアプラン

京の街道広報映像制作業
務

丹羽克彦
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年9月6日 13,408,500

株式会社ＮＨＫきんきメディアプランは、Ｎ
ＨＫの関連会社として、京都放送局などを含
めたＮＨＫの所有する豊富な映像資料等を、
費用も安く、効率よく使用することが出来る
うえ、近畿地方を中心に広域な映像制作の企
画立案に対する深い知識と高い技術力（取材
能力、撮影）を有している。したがって、同
業者と随意契約をするものである。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

8163 （株）ニュージェック
京都第二維持出張所新築
設計業務

丹羽克彦
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年9月8日 12,705,000

本業務は、プロポーザル方式により、建
設コンサルタント選定委員会において、
「予定技術者の経験及び能力、業務実施
方針」等総合的に評価した結果、当該業
者が他社より優れていたので特定され
た。よって、次の法令根拠によって、㈱
ニュージェックと随意契約とすることが
適当であると考える。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
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（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8164
応用地質（株）　京
都営業所

９号上木崎地区法面緊急
対策検討業務

丹羽克彦
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年9月13日 18,270,000

すでに発注している「平成17年度防災ｶﾙﾃ箇所
点検業務」(受注者：応用地質㈱）において園
部町上木崎町字大谷の防災カルテ箇所点検時
に、新たな亀裂等法面の異状が発見された。
異状箇所は、防災ドクター（京都大学大西教
授）による現地診断を行った結果、「早急に
現地での地形の移動観測と地質調査を行い、
対策検討を行うことが必要」との判断を受け
ている。よって、国道９号の安全性確保のた
め、緊急に当該箇所の調査及び設計を行わな
ければならないため、一刻も早い現地調査着
手が必要である。上記業者は、異状発生前の
状況を十分把握しており、現地の地形、地質
に精通しており、「平成１７年度防災カルテ
箇所点検業務」を履行中であることから、直
ちに的確な調査を実施できる。よって、同業
者と随意契約するものである。（会計法第２
９条の３第４項）

その他

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

8165
（社）中小企業診断
協会　京都支部

京都西立体交差営業診断
業務

丹羽克彦
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年9月21日 2,950,500

（社）中小企業診断協会京都支部は中小企業
支援法に基づいた京都府内唯一の公的経営コ
ンサルティング団体として、府内公的機関、
商工会議所並びに商店、向上等に対して幅広
い支援活動を行うために設立されたものであ
る。当該法人は、経営の分析及び検討等のコ
ンサルティング業務に関し豊富な実績を持
ち、専門的な知識と豊富な経験のある人材を
有し、また業務遂行に伴って知り得た個人情
報等の機密の保持及び第三者機関としての中
立性に関して、高い信頼性が認められる。
よって、社団法人中小企業診断協会京都支部
と随意契約するものである。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8166
（株）長大　京都営
業所

平成１７年度管内（京都都
市圏東西軸・京奈北伏見）
道路調査業務

丹羽克彦
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年10月3日 14,490,000

本業務は、プロポーザル方式により、建
設コンサルタント選定委員会において、
「予定技術者の経験及び能力、業務実施
方針」等総合的に評価した結果、当該業
者が他社より優れていたので特定され
た。 よって、次の法令根拠によって、
㈱長大と随意契約とすることが適当であ
ると考える。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8167
（株）ケービーエス
京都プロジェクト

平成１７年度９号京都西立
体工事情報等提供業務

丹羽克彦
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年10月4日 6,352,500

京滋地域を放送エリアとする地域に密着
した放送ができ、（株）京都放送が行う
広報業務についての受託を受け、テレビ
及びラジオでのＣＭが放映、放送できる
（株）ケービーエス京都と随意契約する
ものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8168
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

平成１７年度管内（京都府
南部・南丹北大阪）道路調
査業務

丹羽克彦
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年10月5日 10,290,000

本業務は、プロポーザル方式により、建設コ
ンサルタント選定委員会において、「予定技
術者の経験及び能力、業務実施方針」等総合
的に評価した結果、当該業者が他社より優れ
ていたので特定された。よって、次の法令根
拠によって、パシフィックコンサルタンツ㈱
と随意契約とすることが適当であると考え
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8169 （株）京都放送
京都国道広報映像制作放
映業務

丹羽克彦
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年10月6日 9,009,000

（株）京都放送は、京都市に本社を置き、京
都府を中心に放送している地域に密着した放
送局であるとともに、交通安全に関する京都
地域の特別キャンペーンとして「かたつむり
大作戦」を１９７６年から実施してきたこと
など、道路行政の広報に対する知識を有して
いる。また、効果的な広報のためには継続実
施が重要であり、下半期の企画運営にあたっ
ては上半期に実施した成果や手法をふまえて
実施する必要がある。このことから、株式会
社京都放送は本業務の履行に必要な能力を有
している唯一の放送局である。よって、株式
会社京都放送と随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8170
（株）ふるさときゃら
ばん

平成１７年度住民参加型道
路行政に関する広報業務

丹羽克彦
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年10月11日 6,489,000

（株）ふるさときゃらばんは、社会資本整備
における「普請の心」を広く一般に普及する
ことを目的とした「みちぶしんミュージカ
ル」の演出・デザインなどの知的所有権を有
しており、全国的に公演をしている。また、
長年、日本の風土、日本の暮らしに根ざした
ミュージカルの創造を目指して活動を進めて
いるうえ、「公共と地域」をテーマにした
ミュージカルを数多く手がけており、専門的
な能力（演出・演技力）、豊富な実績、人員
等を有している。このことから、本業務の履
行に必要な能力を有している唯一の劇団であ
る（株）ふるさときゃらばんと随意契約する
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

8171
星和電機（株）　京
都営業所

観音トンネル非常警報装置
修繕工事

丹羽克彦
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年10月13日 3,622,500

本工事の対象となる非常警報装置は平成１３
年度「９号観音トンネル非常警報設備改修工
事」において星和電機（株）が施工（機器製
作含む）したが、当時、一部公安委員会協議
が成立せず、警報表示板設置部分を除き、打
ち切り竣工したものである。今回、協議が成
立したことから、保管中の警報表示板を設置
するにあたり、すでに施工した部分との配線
接続及び総合的な調整が必要であり、本件の
非常警報装置の内容を熟知したものが行うこ
とが工事を安全かつ円滑に履行するための条
件となる。前記業者は今回設置対象となる警
報表示板の設計製作及び施工済み部分の設計
製作設置を自ら行っていて、詳細部分に至る
内容を熟知しており、本工事を履行できる唯
一の業者である。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8172
大日本コンサルタ
ント（株）　大阪支社

平成１７年度「にそと」京都
市域工事施工計画修正業
務

丹羽克彦
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年10月17日 42,105,000

大日本コンサルタント（株）は、京都市
域事業説明会に参加し、各課題の内容に
ついて、十分に把握、精通していること
から、地元及び関係機関との協議資料を
継続的に迅速かつ適切に作成することが
できる唯一の業者である。よって、引き
続き上記業者と随意契約するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

企画競争に移行（１
９年度）

8173 （株）ニュージェック
平成１７年度「にそと」周辺
景観検討業務

丹羽克彦
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年10月19日 28,780,500

本業務は、プロポーザル方式により、建
設コンサルタント選定委員会において、
「予定技術者の経験及び能力、業務実施
方針」等総合的に評価した結果、当該業
者が他社より優れていたので特定され
た。よって、次の法令根拠によって、㈱
ニュージェックと随意契約とすることが
適当であると考える。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8174
（株）電通　関西支
社

にそと広報資料作成業務

丹羽克彦
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年10月20日 18,742,500

上記業務は、今年度当初に発注した「京都第
二外環状道路広報支援資料作成業務」におい
て、標準プロポザール方式により役務提供の
ための選定を行った委員会において技術提案
書を評価し、特定されたもので、その業務で
作成した広報誌「ｎｉｓｏｔｏ」は、ハガキ
アンケートの結果から、事業区間の住民であ
る読者からも好評をえている。本業務は、引
き続き広報誌「ｎｉｓｏｔｏ」を作成するも
のであり、上四半期の企画を踏まえた下半期
の広報誌企画構成及び紙面のデザインの継続
が非常に重要であり、一貫した技術力が必要
である。よって、広報誌の円滑な企画構成及
び一貫した誌面のデザインの確保ができ技術
力に優れている同業者と随意契約するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8175
東芝情報システム
（株）　関西支社

防災用モバイルパソコン賃
貸借（その２）

丹羽克彦
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年11月1日 536,382
平成１５年９月より賃貸借契約している
機器を引き続き使用するもの再リースす
るもの（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8176
大日コンサルタント
（株）大阪支社

平成１７年度京都市西部地
域交通計画検討業務

丹羽克彦
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年11月8日 18,795,000

本業務は、プロポーザル方式により、建設コ
ンサルタント選定委員会において、「予定技
術者の経験及び能力、業務実施方針」等総合
的に評価した結果、当該業者が他社より優れ
ていたので特定された。よって、次の法令根
拠によって、大日コンサルタント㈱と随意契
約とすることが適当であると考える。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8177
（株）岩根研究所
東京支店

平成１７年度道路ビデオ検
索システム更新業務

丹羽克彦
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年11月11日 32,413,500

今回の業務は、そのシステムの改良並び
にデータの更新及び追加であるため、特
許権の関係から、他の業者では作業実施
が困難である。したがって、同業者と随
意契約するものである。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争に移行

8178
（社）システム科学
研究所

京都都市圏における将来
交通のあり方検討業務

丹羽克彦
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年11月14日 15,225,000

（社）システム科学研究所は、京都に本社を
置き、京都をはじめとする近畿地域の通商産
業や経済・社会の発展に寄与することを目的
として発足した公益法人であり、特に京都市
都市圏における豊富な情報を幅広く有すると
ともに、都市整備、地域振興など地域社会が
抱える数多くのテーマについて政策研究を
行っている。また、過年度において京都国道
事務所で行った「自動車文化論研究会」を開
催し研究会の内容を十分に把握している。
よって、同業者と随意契約をするものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
競争入札若しくは企

画競争に移行

8179
（社）システム科学
研究所

平成１７年度道路整備効果
に関する調査検討業務

丹羽克彦
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年12月12日 21,945,000

（社）システム科学研究所は、京都府に立地
し、京都をはじめとする近畿地域の各界の発
起により、昭和４７年１月に通商産業大臣所
管の公益法人として、近畿地域の経済社会の
発展に寄与することを目的として発足したも
のであり、交通計画、地域開発整備計画など
に関する調査研究事業を中心に活動してお
り、地域の経済産業活動について豊富な調査
実績を有し、地域特性を熟知しているととも
にこれらの総合的な分析・評価に対するノウ
ハウを有している。したがって、本業務を的
確に履行できる同法人と随意契約するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他
競争入札若しくは企

画競争に移行

8180
（株）修成建設コン
サルタント

平成１７年度京都国道管内
（交対その５）現場技術業
務

丹羽克彦
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年12月13日 3,832,500

本業務は、プロポーザル方式により、技術提
案書を提出させ、建設コンサルタント選定委
員会において審査された結果、当該業者が
「技術職員の経験及び能力」、「業務の理解
度」、「業務実施の実現性」及び「業務実施
の独創性」等総合的に評価した結果、当該業
者が他社より優れていたので特定された。
よって、次の法令根拠によって、（株）修成
建設コンサルタントと随意契約とすることが
適当であると考える。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8181
名古屋電機工業
（株）　大阪支店

老ノ坂地区通行止装置事
故復旧工事

丹羽克彦
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年12月19日 3,675,000

本工事の対象となる通行止装置は平成１１年
度「９号道路情報表示装置等設置工事」で名
古屋電機工業（株）が請負施工したも
のである。損傷を受けた装置の復旧を行うに
あたっては、通行止め装置の遮断装置本体の
構造や動力部分の機構等内容を熟知したもの
が行うことが工事を円滑に且つ安全に履行す
るための条件となる。前記業者は本件の装置
の設計製作及び設置を自ら行っていて、詳細
部分に至る内容を熟知していることから、損
傷部品の手配や装置の組み立て、更には正常
な部分を含めた装置との接続や調整が履行で
きる唯一の業者である。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの

8182 （株）三井田商事
パーソナルコンピュータ賃
貸借（その７）

丹羽克彦
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成17年12月27日 20,790
平成１４年１月より賃貸借契約を行った
機器を、平成１８年３月まで再リースす
るもの（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

8183
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

京都府南部地域道路評価
資料作成業務

丹羽克彦
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成18年1月12日 7,665,000

本業務は、プロポーザル方式により、建
設コンサルタント選定委員会において、
「予定技術者の経験及び能力、業務実施
方針」等総合的に評価した結果、当該業
者が他社より優れていたので特定され
た。よって、次の法令根拠によって、㈱
オリエンタルコンサルタンツと随意契約
とすることが適当であると考える。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8184
（株）パスコ　京都
支店

平成１７年度「にそと」視覚
資料作成業務

丹羽克彦
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成18年1月24日 16,747,500

㈱パスコは昨年度「京都第二外環状道路画像
資料作成業務」において標準プロポーザル方
式により特定され、３次元地図データ、シス
テムプログラム、タッチパネルシステムで構
成される「京都第二外環状道路画像資料」
（にそと計画シュミレーションシステム）を
自社で開発しており、本業務を的確に実施で
きるのは同業者しかないことから、随意契約
をするものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8185 （株）三井田商事
電子複写機賃貸借及び保
守等（その７）

丹羽克彦
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成18年2月8日 855,040
平成１４年１月より賃貸借契約を行った
機器を、平成１８年３月まで再リースす
るもの（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8186
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

１号東山地区環境整備詳
細設計修正業務

丹羽克彦
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成18年2月16日 1,995,000

上記業者はフォトモンタージュの元デー
ターを所持しており、修正のフォトモン
タージュがどこよりも経済的にかつ短期
間に完成させることが出来ることができ
る。よって、（株）オリエンタルコンサ
ルタンツと随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

8187
協和テクノロジィズ
（株）

パーソナルコンピュータ賃
貸借（その８）

丹羽克彦
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成18年2月20日 2,877
平成１５年３月に賃貸借契約を行った機
器を再リース契約するもの（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8188
鉄建建設（株）　大
阪支店

２４号八条坊門側道整備他
工事

丹羽克彦
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成18年3月16日 50,400,000

現在ＪＲ西日本に委託している施工中の
区間（同業者が施工中）と隣接し非常に
狭隘な現場条件のもとで安全・円滑かつ
適切な工事が確保できるため随意契約を
するものである。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）

8189 公成建設（株）
９号東つつじヶ丘歩道橋緊
急撤去工事

丹羽克彦
近畿地方整備局京都国道
事務所
京都府京都市下京区西洞
院通塩小路下る南不動堂
町８０８

平成18年3月23日 3,255,000

当横断歩道橋撤去に当たっては、大型クレー
ン等の使用から一般国道９号の一部通行止め
を行うなど、大掛かりな交通規制が必要であ
り、事前の関係機関との協議が必要である。
直ちに現場状況を把握し関係機関との協議を
進め、短期間の内に工事に対応できるのは、
当該箇所を含めた９号の「第二管内北部維持
作業」を履行中である上記業者が唯一の業者
である。よって、公成建設（株）と随意契約
するものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8190
（株）ウエスコ　大阪
支社

平成１７年度山崎出張所現
場技術（その２）業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 14,332,500
プロポーザル方式による審査の結果（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8191
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ関西

電話料

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 2,701,668

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

8192
（株）エフエムシー
阪神支店

平成１７年度機械関係現場
技術業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 14,070,000

本業務は、平成１６年度にプロポーザル
方式により特定されたものであり、今年
度も継続して実施するものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8193
（株）エフエムシー
阪神支店

平成１７年度電気通信現場
技術業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 14,070,000

本業務はプロポーザル方式により技術提
案書を提出させ、建設コンサルタント選
定委員会において評価された結果、当該
業者が「業務実施能力、業務実施方針及
び手法」すべてにおいて他社より優れて
いたので特定された。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8194 （株）クボタ
淀川管内排水機場等運転
支援システム保守点検業
務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 3,675,000

機械設備点検整備業務については、 長３年
を限度として随意契約できるものとしてされ
ており、平成１６年度は入札説明書等で「次
年度随意契約する場合がある。」を明記し、
一般競争入札方式で本業者と契約しており、
平成１７年度の点検整備業務においても、良
好な履行が期待できるため、本業者と随意契
約する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行

8195
（株）クリモトテクノ
ス

毛馬関連設備定期点検整
備業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 16,191,000

機械設備点検整備業務については、 長３年
を限度として随意契約できるものとされてお
り、平成１６年度、入札説明書等で「次年度
随意契約する場合がある。」を明記して一般
競争入札方式で上記業者と契約しており、平
成１７年度の点検整備業務においても、良好
な履行が期待できるため、本業者と随意契約
する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8196
（株）ケイ・オプティ
コム

光ファイバ賃貸借

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 1,890,000

当該物件は平成１５年に随意契約により
リースしたものであり、契約相手先が特
定されるため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

8197
（株）ケーエーケー
技術研究所

平成１７年度高槻出張所現
場技術業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 14,280,000
Ｈ１６年度にプロポーザル方式で特定さ
れた業者であり、適正に履行されている
ため（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8198
（株）ピーエムコン
サルタント

平成１７年度伏見出張所現
場技術（その２）業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 14,280,000
Ｈ１５年度にプロポーザル方式で特定さ
れた業者であり、適正に履行されている
ため（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8199
（株）ピーエムコン
サルタント

平成１７年度毛馬出張所現
場技術（その１）業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 14,280,000
プロポーザル方式による審査の結果（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8200
（株）モバイルメディ
アネット

衛星回線使用料

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 1,120,385
他社では利用できない専用回線使用のた
め（会計法２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8201 （株）栗本鐵工所
福島管内陸閘等年点検整
備業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 7,087,500

機械設備点検整備業務については、 長
３年を限度として随意契約できるものと
しており、平成１６年度、入札説明書等
で「次年度随意契約する場合がある。」
を明記して一般競争入札方式で上記業者
と契約しており、平成１７年度の点検整
備業務においても、良好な履行が期待で
きるため、本業者と随意契約する。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行

8202
（株）吹上技研コン
サルタント

平成１７年度山崎出張所現
場技術（その１）業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 14,280,000
プロポーザル方式による審査の結果（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8203
（株）帝国コンサル
タント　関西支社

平成１７年度木津川出張所
現場技術（その１）業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 14,280,000
Ｈ１５年度にプロポーザル方式で特定さ
れた業者であり、適正に履行されている
ため（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8204 （株）日経サービス 情報連絡警備受付等業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 18,375,000

本業務の発注にあたって、競争に付した
したところ入札者がなく、また地域性を
考慮した上で、平成１６年度に同業務を
請け負った当該業者しか業務執行意欲の
あるものがなかった。また本業務は４月
１日０時から行う必要があり、競争手続
きの時間もないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行

8205
（株）日立ビルシス
テム　関西支社

毛馬排水機場昇降機点検
業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 1,701,000

当該施設は、日立製作所が製作・設置し
たものであり、その後の保守管理は日立
製作所の昇降機メンテナンス専門業者で
ある本業者が実施しているものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札若しくは企
画競争に移行



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8206
ＮＥＣリース（株）
関西支社

グループウェア用サーバ一
式賃貸借

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 882,000

当該物件は平成１３年に競争契約により
リースしたものであり、使用予定期間を
経過したものであるが引き続き業務に必
要であり契約相手先が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8207
エヌ・ティ・ティ・コ
ミュニケーションズ
（株）

電話料

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 1,388,785

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

8208
クボタ機工（株）大
阪支店

平成１７年度排水ポンプ車
（２台）保守点検及び運転
操作業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 2,847,670
前年度の実績を考慮した（会計法２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの

8209

コニカミノルタビジ
ネスソリューション
ズ（株）　近畿直販
事業部官公庁営業
部

出張所複写機等賃貸借及
び保守等

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 1,194,161

当該物件は平成１４年に競争契約により
リースしたものであり、契約相手先が特
定されるため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8210
システム環境計画
コンサルタント（株）

平成１７年度淀川大堰魚類
調査業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 32,025,000
プロポーザルによる随意契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8211 セコム（株） 管内警備業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 4,137,840
機械警備設備を設置した者と継続的に契約
せざるを得ないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

公募を実施（１９年
度から）

単価契約

8212
みずほ情報総研
（株）

平成１７年度淀川水系流域
委員会運営業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 249,606,000

本業者は、昨年、庶務業務をプロポーザルで
特定しておりまた、流域委員会から出された
「事業中のダムに題する意見書」等に係わ
り、委員会の主旨も充分理解している。また
スムーズな運営が期待できることから、本業
者が流域委員会の庶務を実施することによ
り、円滑かつ適切な流域委員会運営を確保す
ることが出来る唯一の業者である。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8213 井手町長 合藪樋門操作業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 345,072
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8214 宇治市長
針ノ木排水機場操作保守
業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 8,693,026
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8215 加茂町長 渦之樋樋門操作業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 598,736
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8216 京都交通信販（株） タクシー料

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 1,460,150

タクシー料金が認可制のため価格による
競争の余地がなく、当局が必要とする
サービスを有する者が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

8217
京都市公営企業管
理者上下水道局長

水道料

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 1,417,824
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

8218 京都市長
向島大島樋門（他２件）操
作業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 1,325,898
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8219 京都府知事
大島排水機場（他１件）操
作保守業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 9,625,572
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8220
協和テクノロジィズ
（株）

ＬＡＮクライアント用プリン
ター賃貸借

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 272,532

当該物件は平成１４年に指名競争により
リースしたものであり平成１７年を、使
用予定として賃貸借契約を開始したもの
であるが、機器の性能等充分に使用可能
であるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8221
協和テクノロジィズ
（株）

カラープロッタ４台賃貸借及
び保守

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 1,814,400

当該物件は平成１６年に指名競争により
リースしたものであり、契約相手先が特
定されるため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8222
近畿技術コンサル
タンツ（株）

平成１７年度枚方出張所現
場技術（その１）業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 14,280,000
Ｈ１５年度にプロポーザル方式で特定さ
れた業者であり、適正に履行されている
ため（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8223
近畿技術コンサル
タンツ（株）

平成１７年度木津川出張所
現場技術（その２）業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 14,280,000
Ｈ１５年度にプロポーザル方式で特定さ
れた業者であり、適正に履行されている
ため（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8224
建電設備（株）　関
西支店

平成１７年度淀川管内電気
通信施設点検監視業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 153,405,000

平成１６年度プロポーザル方式により技
術提案書を提出させ建設コンサルタント
選定委員会において評価された結果、当
該業者が他社より優れていたので特定さ
れたものであり、今年度の業務履行にお
いて特段の支障がなかったことから平成
１７年度も継続して実施するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8225
三井リース事業
（株）関西営業本部

パソコン５台賃貸借

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 152,016

当該物件は平成１３年に指名競争により
リースしたものであり平成１６年を、使
用予定として賃貸借契約を開始したもの
であるが、業務に必要であり引き続き再
リースするもの。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8226
三井リース事業
（株）関西営業本部

パソコン賃貸借

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 30,048

当該物件は平成１４年に指名競争により
リースしたものであり平成１７年を、使
用予定として賃貸借契約を開始したもの
であるが、業務に必要であり引き続き再
リースするもの。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8227
三菱重工橋梁エン
ジニアリング（株）
関西営業所

淀川大堰定期点検整備業
務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 12,022,500

機械設備点検整備業務については、 長
３年を限度として随意契約できることか
ら、平成１６年度、入計説明書等で「次
年度随意契約する場合がある。」を明記
して一般競争入札方式で本業者と契約し
ており、平成１７年度の点検整備業にお
いても、良好な履行が期待できるため、
本業者と随意契約する。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行）

8228 山城町長
大川樋門（他４件）操作業
務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 3,259,696
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8229 城陽市長 生れ口樋門操作業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 840,835
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8230
新日本法規出版
（株）

追録「財政会計法規類集」
外

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 1,718,140
購入済みの台本と密接不可分な追録の購
入であるため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8231
西田鉄工（株）　大
阪支店

淀川水系管理施設年点検
整備業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 11,865,000

、機械設備点検整備業務については、
長３年を限度として随意契約できること
から、平成１６年度、入札説明書等で
「次年度随意契約する場合がある。」を
明記して一般競争入札方式で本業者と契
約しており、平成１７年度の点検整備業
においても、良好な履行が期待できるた
め、本業者と随意契約する。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行

8232
西日本電信電話
（株）

電話料

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 16,231,412

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

8233 摂津市水道企業局 水道料

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 1,343,489
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

8234 大阪技術管理（株）
平成１７年度桂川出張所現
場技術（その１）業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 14,343,000
Ｈ１５年度にプロポーザル方式で特定さ
れた業者であり、適正に履行されている
ため（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8235 大阪技術管理（株）
平成１７年度福島出張所現
場技術業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 14,332,500
プロポーザル方式による審査の結果（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8236
大阪市水道事業管
理者

水道料

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 2,240,680
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

8237
大阪府西大阪治水
事務所長

平成１７年度淀川毛馬排水
機場操作

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 111,395,610
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8238
大阪府枚方土木事
務所長

太間樋門操作業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 480,249
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8239 大山崎町長 大山崎樋門操作業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 346,911
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8240
独立行政法人　都
市再生機構　西日
本支社

高見フローラルタウン八番
街高規格堤防擁壁及び盛
土（その２）工事委託

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 155,862,000
災害等防止のため、円滑な操作を目的に
自治体へ委託（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8241
内外エンジニアリン
グ（株）　大阪支社

平成１７年度伏見出張所現
場技術（その１）業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 14,332,500
Ｈ１６年度にプロポーザル方式で特定さ
れた業者であり、適正に履行されている
ため（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8242 日本タクシー（株） タクシー料

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 3,028,640

タクシー料金が認可制のため価格による
競争の余地がなく、当局が必要とする
サービスを有する者が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

8243
日本ハイウェイ・サ
－ビス（株）　大阪
支店

平成１７年度災害対策用機
械保守点検及び運転操作
業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 3,577,500
前年度の実績を考慮した（会計法２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行

8244
日本建設コンサル
タント（株）　大阪支
社

平成１７年度毛馬出張所現
場技術（その２）業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 14,280,000
Ｈ１５年度にプロポーザル方式で特定さ
れた業者であり、適正に履行されている
ため（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8245
日本振興（株）　大
阪支店

平成１７年度枚方出張所現
場技術（その２）業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 14,332,500
Ｈ１５年度にプロポーザル方式で特定さ
れた業者であり、適正に履行されている
ため（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8246
日本振興（株）　大
阪支店

平成１７年度桂川出張所現
場技術（その２）業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 14,332,500
プロポーザル方式による審査の結果（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8247
日本電子計算機
（株）

行政情報システム一式

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 9,523,080

当該物件は平成１６年に指名競争により
リースしたものであり、契約相手先が特
定されるため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8248
日本電子計算機
（株）

淀川河川事務所行政情報
システム一式

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 6,766,200

当該物件は平成１５年に指名競争により
リースしたものであり、契約相手先が特
定されるため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8249
日本郵政公社　大
阪中央郵便局　共
通事務センター

郵便料

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 1,045,610
郵便に関する料金（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8250 八幡市長
八幡排水機場（他２件）操
作保守業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 12,316,448
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8251
富士ゼロックス
（株）　西日本支社

事務所複写機賃貸借及び
保守等（その１）

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 6,672,563

当該物件は平成１５年に指名競争により
リースしたものであり、契約相手先が特
定されるため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8252
富士ゼロックス
（株）　西日本支社

事務所複写機賃貸借及び
保守等（その２）

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 2,144,884

契約実績もあり、営業活動も行われ当相
手方しか契約内容に合致する役務の提供
を行えないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8253
枚方市水道局企業
出納員

水道料

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 6,316,272
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

8254 枚方市長 安居樋門操作業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月1日 340,746
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8255
（株）修成建設コン
サルタント

隠元地区道路取付修正設
計業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月6日 1,470,000

本業務は、Ｈ１４年度に実施された業務
を、地元状況の変化等のために修正が必
要になったもので、Ｈ１４年度に担当し
た本業者が内容に精通し、迅速に対応で
きるため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8256 ＴＳＰ太陽（株）
枚方・大塚地区警備その他
業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月11日 76,125,000

本業務は、淀川河川公園で開催される「第16
回全国みどりの愛護のつどい」における来園
者の安全管理や開催に伴い必要な施設等の整
備を行うものである。業務の実施に当たって
は、「第16回全国みどりの愛護のつどい」の
準備段階からの動きを熟知し、これと一体的
に行う必要がある。当該業者はすでに「第16
回全国みどりの愛護のつどい」実行委員会か
ら式典の実施計画検討及び参加者に関する業
務を受注しており、本業務を行うことができ
る唯一の業者であるため当該業者と随意契約
を行うものである。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

8257 （株）日建設計
平成１７年度淀川管内河川
保全利用委員会運営業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月14日 50,400,000

本業務の業者推薦にあたっては、技術提
案により本業務にかかる経験、履行履歴
等を審査し履行者を特定することとし、
標準プロポーザル方式による技術提案書
審査の結果、技術的に 適な業者として
特定されたものである。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8258
（株）ワイズクリエイ
ト

庁舎模様替え等業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月18日 6,457,500

特殊な備品が多数必要となり事務所の模
様替え案を平成１６年度に企画・立案し
ている当該業者以外は行なえないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8259
（株）建設技術研究
所　大阪本社

平成１７年度淀川下流域維
持流量調査検討業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月18日 47,250,000
プロポーザルによる随意契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8260
日本工営（株）　大
阪支店

平成１７年度淀川外来植物
対策調査検討業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月18日 29,715,000
プロポーザルによる随意契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8261
㈱八千代エンジニ
アリング

平成１７年度木津川水辺利
用調査検討業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月21日 18,480,000

平成１６年度において標準プロポーザル
方式による技術提案書審査の結果、技術
的に 適な業者（会計法第２９条の３第
４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8262
大阪府立食とみど
りの総合技術セン
ター

淀川水系の魚類に発生し
た魚病（冷水病及び腹口
類、コイヘルぺス等）と他１
件の調査研究

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月22日 6,993,000
契約の相手方でないと行政目的が達し得
ないとの理由から委託者が特定されるも
の（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8263
（株）東京建設コン
サルタント　関西支
店

平成１７年度水害に強い地
域づくり協議会運営業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月25日 32,025,000

本業務は、即日プロポーザル方式により平成
１６年度から概ね２カ年計画で計画され技術
提案書審査の結果、上記業者が技術的に 適
な業者として特定された。平成１６年度業務
は適正に履行されている。よって、標準プロ
ポーザル方式により上記業者を選定し、業務
の履行状況からも本業務を遂行し得るものは
他にいないことから、随意契約を結ぶもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8264 （株）拓和大阪支店
平成１７年度淀川水系デジ
タル水位観測所保守点検
作業

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月26日 5,827,500

本業者は当該水位計の技術開発に携わっ
ており、機器調整並びに故障時に　短期
間で部品を入手することが可能であり、
機器の構造、特性を熟知しているため、
迅速かつ確実な対応ができる唯一の業者
なため、随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの（１８年度か

ら）

8265 京和産業（株） 桂川集積木処理作業

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年4月26日 4,420,500
当該作業地に隣接して倒木処理の作業を
実施している業者と契約し工期の短縮を
図る。（会計法第２９条の３第４号）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8266 （株）ケンセイ
庄所護岸工事家屋事後調
査業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年5月10日 3,129,000

Ｈ１６年度に事前調査を行った業者であ
り、本業者以外に事前調査の内容を熟知
している業者はいない。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの

8267 井手町長 井手町地先除草委託業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年5月16日 11,844,000
自治体との協議による管理委託（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8268 京田辺市長
京田辺市地先除草委託業
務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年5月17日 21,357,000
自治体との協議による管理委託（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8269 城陽市長 城陽市地先除草委託業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年5月19日 15,183,000
自治体との協議による管理委託（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8270
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

点野第二地区上面整備設
計業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年5月20日 17,535,000

技術提案及びヒアリングにより、本業務
に必要となる各種知識、経験、履行能力
に対する提案内容等を審査し、履行者を
特定することとした。即日プロポーザル
方式により、技術者と提案内容を総合評
価し審査した結果、上記業者が技術的に

適な業者として特定されたものであ
り、随意契約するものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8271
三井共同建設コン
サルタント（株）　関
西支社

平成１７年度流水保全水路
事業評価検討業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年5月20日 37,485,000
プロポーザルによる随意契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8272 木津町長 木津町地先除草委託業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年5月23日 8,053,500
自治体との協議による管理委託（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8273 山城町長 山城町地先除草委託業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年5月24日 18,679,500
自治体との協議による管理委託（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8274
復建調査設計（株）
大阪支社

伝法地区外堤防耐震化設
計業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年5月25日 32,655,000

技術提案及びヒアリングにより、本業務
に必要となる各種知識、経験、履行能力
に対する提案内容等を審査し、履行者を
特定することとし、即日プロポーザル方
式により、技術者と提案内容を総合評価
し審査した結果、上記業者が技術的に
適な業者として特定されたものであり、
随意契約するものである。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8275 精華町長 精華町地先除草委託業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年5月26日 10,962,000
自治体との協議による管理委託（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
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8276
応用地質（株）関西
支社

太子橋地区外堤防強化設
計業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年5月30日 25,620,000

即日プロポーザル方式により、技術者と
提案内容を総合評価し審査した結果、上
記業者が技術的に 適な業者として特定
されたものであり、随意契約するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8277
日本スペースイメー
ジング（株）

淀川管内流域情報図デー
タ処理

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年6月3日 11,655,000

衛星画像データで高解像度１ｍという画
質で撮影されているものは、イコノス画
像しかなく、本業者は国内において唯
一、イコノス衛星デジタル画像データの
受信権や撮影された高精彩デジタル画像
ライブラリーとして蓄積及び販売権（使
用権）を所有するため、随意契約を行う
ものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8278
（株）建設技術研究
所　大阪本社

本庄地区外堤防強化設計
業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年6月6日 40,635,000

技術提案及びヒアリングにより、本業務
に必要となる各種知識、経験、履行能力
に対する提案内容等を審査し、履行者を
特定することとした。即日プロポーザル
方式により、技術者と提案内容を総合評
価し審査した結果、上記業者が技術的に

適な業者として特定されたものであ
り、随意契約するものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8279
（株）エム・シー・ア
ンド・ピー

淀川河川事務所情報共有
効率化業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年6月8日 25,252,500

技術提案及びヒアリングにより本業務に
係る経験、履行能力等を審査し履行者を
特定することとした。標準プロポーザル
方式により技術者と提案内容を総合的に
評価審査した結果、上記業者が特定テー
マに対する技術提案主旨が適切で特定さ
れたものであり、随意契約を結ぶもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8280
（株）産業経済新聞
社　大阪本社営業
局

平成１７年度「防災・減災
フォーラムｉｎ大阪」支援業
務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年6月20日 11,970,000

全国地方新聞社連合会が、災害に強い地
域づくりの確立を目指してのフォーラム
の全国展開を実施していく中で、大阪府
域で唯一全国地方新聞社連合会に参画し
ている新聞社である（株）産経新聞大阪
本社は、大阪府域でのフォーラム開催を
企画している唯一の業者であるため随意
契約するものである。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8281
「ＬＯＶＥ遊－淀川」
実行委員会

「ＬＯＶＥ遊ー淀川」実行委
員会経費

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年6月30日 11,844,850
実行委員会との協定に基づく委託契約
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8282
（株）建設技術研究
所　大阪本社

淀川河道計画検討業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年7月15日 53,025,000

本業者は、平成１２年にプロポーザル方
式で業務を受注後、継続して同種業務を
実施してきており、従前までの成果やそ
の河
道技術資料を熟知し今回の業務において
適切な履行が確保できる唯一の業者であ
り実施させるものである。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8283
（株）プレック研究
所　大阪事務所

牧野北地区緑地整備修正
設計業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年7月19日 1,963,500

昨年度プロポーザル方式により選定さ
れ、「牧野北地区緑地整備設計業務」を
実施しており、当該地区の緑地整備に係
る地元ニーズ等について精通していると
ともに、修正設計についても迅速かつ高
精度に実施することが可能である。以上
より、本業者と随意契約を締結するもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8284
（株）三菱総合研究
所

一般意見聴取手法検討（そ
の２）業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年7月19日 23,205,000

本業者は、昨年度一般意見聴取手法業務
をプロポーザルで特定しており、今年度
の業務においても、継続して実施する必
要があるため業務内容も充分熟知し、円
滑かつ適切な履行が確保できることから
実施させるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8285
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

下浜地区構造物周辺堤防
安全性検討業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年7月27日 24,150,000
プロポーザル方式による審査の結果（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
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8286
内外エンジニアリン
グ（株）　大阪支社

淀水垂地区下水道本管移
設計画検討業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年7月28日 11,592,000
プロポーザル方式による審査の結果（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8287
日本建設コンサル
タント（株）　大阪支
社

高見地区市道部高規格堤
防修正設計業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年8月11日 53,130,000

昨年度即日プロポーザル方式により特定
され、業務を遂行してきたところであ
り、昨年度上記業者は当該業務を問題な
く遂行してきたことから、引き続き随意
契約により本業務を実施するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8288
近畿技術コンサル
タンツ（株）

小泉川落差工設計修正業
務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年8月22日 4,515,000

本業務は、Ｈ１５年度に実施された業務
を、現場条件の変化等のために修正が必
要になったもので、Ｈ１５年度に担当し
かつ魚道の構造を熟知した本業者が迅速
に対応できるため。（会計法第２９条の
３第４項）

その他

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

8289 林建工（株）
三栖閘門周辺応急補修工
事

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年8月31日 8,316,000

本工事区域内において別途工事を施工し
ている業者であり資機材の活用、行程・
工事場所の調整が円滑であり工期短縮を
図る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8290
（株）建設技術研究
所　大阪本社

女瀬川合流点処理計画検
討業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年9月5日 9,975,000
プロポーザル方式による審査の結果（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
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8291
（株）建設技術研究
所　大阪本社

平成１７年度淀川管内河川
レンジャー選定調査検討業
務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年9月9日 18,690,000

平成１６年度において標準プロポーザル
方式による技術提案書審査の結果、技術
的に 適な業者（会計法第２９条の３第
４号）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8292 （株）河村建設
牧野北地区防護柵設置工
事

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年9月14日 1,281,000

本業者は、工事品質を維持する上で必要
な条件をすべて満たす唯一の受注希望者
である。以上により、本業者と随意契約
を行うものである。（会計法第２９条の
３第４項）

問題があ
るもの

競争入札に移行

8293
（財）大阪市都市建
設技術協会

平成１７年度大阪市域沿川
市街地整備計画調査検討
業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年10月5日 27,405,000

本業務の履行にあたっては、大阪市内の都市
基盤整備の状況および計画について、詳細か
つ的確な情報収集能力を必要とするととも
に、土地区画整理事業や市街地再開発事業の
手法についても詳細かつ高度な技術・経験を
有する必要がある。（財）大阪市都市建設技
術協会は、昭和３５年に大阪市内における土
地区画整理事業、市街地再開発事業やその他
都市基盤整備に関する諸事業の推進を図るこ
とを目的に、大阪市により設立された公益法
人である（平成１５年４月１日名称変更、同
４月１５日登記）ことから、大阪市等関係機
関との密接な連絡体制における都市基盤整備
計画等についての詳細かつ的確な情報収集が
期待できるとともに、大阪市域における土地
区画整理事業等について、多くの調査研究お
よび設計の実績を有することから民間コンサ
ルタントにはない高度な技術と経験を有して
いる。よって、上記同協会と随意契約し、業
務の円滑な実施を図るものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8294
（株）日水コン　大
阪支所

淀川水制工計画業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年10月13日 19,740,000
プロポーザルによる随意契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
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8295
（株）荏原製作所
大阪支社

毛馬排水機場３号主ポンプ
設備修繕工事

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年10月28日 6,300,000

本業者は、昭和５３年に当該ポンプ設備
を製作・据付し、その後の保守管理も
行っており、当該設備の構造や固有特性
を熟知している他、大口径ポンプを多数
施工した実績を持ち、本工事に必要な高
度な知識と豊富な経験を有する唯一の業
者である。以上により本業者と随意契約
を行うものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）

8296
日本無線（株）　関
西支社

平成１７年度河川情報シス
テム改修工事

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年10月31日 33,757,500

 今回改修を行う河川情報システムの設備は、
いずれも日本無線（株）が製作し、設置した
ものである。今回の改修にあたっては既設シ
ステムのソフトウェア自身の改造を行うこと
となり、既設の設備と密接不可分の関係にあ
るため、他社が改造を行うことは既設設備等
の使用に著しい支障が生じるおそれがあるこ
とから、上記業者と契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの（１８年度か

ら）

8297
（財）大阪府都市整
備推進センタ－

平成１７年度大阪府域沿川
市街地整備計画調査検討
業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年11月7日 26,250,000

本業務は、淀川高規格堤防整備事業区間のう
ち、大阪市を除いた大阪府域において土地区
画整理事業、市街地再開発等の都市基盤整備
に関する各種計画の調査の上、高規格堤防整
備と一体となった整備が可能な箇所につい
て、整備手法等の検討を実施するとともに、
これらに係る大阪府等関係機関ならびに地権
者との協議資料の作成を行うものである。本
業務の整備手法検討にあたっては、大阪府内
の都市基盤整備の状況および計画について、
詳細かつ的確な情報収集能力を必要とすると
ともに、市街地再開発との連携手法、土地区
画整理事業や市街地再開発事業の手法につい
ても詳細かつ高度な技術・経験を有する必要
がある。（財）大阪府都市整備推進センター
は、大阪府等関係機関との密接な連絡体制に
おける都市基盤整備計画等についての詳細か
つ的確な情報収集ができるとともに、大阪府
域における土地区画整理事業等について、多
くの調査研究および設計の実績を有すること
から民間コンサルタントにはない高度な技術
と経験を有している。本業務の遂行に必要な
上に条件を満たす技術、経験を持つものは、
同法人以外にはないことから（財）大阪府都
市整備推進センターと随意契約を行うもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8298
セントラルコンサル
タント（株）

本支川連続性改善調査検
討業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年11月7日 20,370,000
プロポーザルによる随意契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8299
三井共同建設コン
サルタント（株）関
西支社

平成１７年度淀川管内排水
機場等耐水化検討業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年11月8日 18,585,000
標準プロポーザル方式による技術提案書
審査の結果、技術的に 適な業者として
特定。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8300
（社）大阪公共嘱託
登記土地家屋調査
士協会

不動産登記等業務委託

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年11月9日 8,769,550

大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会
は、事業用地の表示に関する登記等を適
正かつ迅速に行うことができる組織的能
力を有する大阪府内唯一の公益法人であ
る。従って、社団法人大阪公共嘱託登記
土地家屋調査士協会と随意契約を行うも
のである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

8301
㈱八千代エンジニ
アリング

淀川大堰新魚道他検討業
務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年11月10日 24,675,000
プロポーザルによる随意契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8302 （株）ニュージェック
平成１７年度阪神西大阪線
橋梁架替検討業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年11月11日 9,450,000
プロポーザル方式による審査の結果（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8303
応用地質（株）関西
支社

平成１７年度河川堤防安全
度検討業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年11月17日 38,010,000
プロポーザルによる随意契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8304
（株）イスミック　関
西支店

毛馬排水機場３号ゲート設
備等修繕工事

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年12月8日 53,655,000

本業者は、工事品質を維持する上で必要
な条件をすべて満たす唯一の受注希望者
である。以上により、本業者と随意契約
を行うものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）

8305
応用地質（株）関西
支社

海老江地区軟弱地盤対策
工法検討業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成17年12月15日 16,275,000

即日プロポーザル方式により技術者と提
案内容を総合的に評価した結果、上記業
者が 適な業者として特定されたもので
あり、随意契約を結ぶものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8306
星和電機（株）　関
西支社

淀川下流情報提供設備設
置工事

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成18年1月6日 60,060,000

当該工事においては、その主たる部分を実施
可能な者への発注としており、防災機器とし
ての設備の重要性から平成７年度以降に完成
し引き渡しが完了した情報板設備の製作・据
付工事の近畿地方整備局における施工実績の
ある者を選定し指名している。本工事の品質
を確保する上で、この条件をこれ以上緩和す
ることは不可能であり、指名を行った者以外
に当該条件を満たす業者はなく、上記業者は
唯一の受注希望者である。以上のことによ
り、上記業者と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの（１８年度か

ら）

8307
近畿技術コンサル
タンツ（株）

淀川管内樋門等構造物周
辺堤防点検その５業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成18年1月12日 5,250,000

昨年度の継続業務で業務内容、現地の構
造物周辺状況に詳しく、学識経験者の指
導内容にも精通するとともに、高度な知
識、技術力を有している。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

8308 （株）クボタ
小谷樋門運転支援装置設
置外工事

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成18年1月17日 62,160,000
既存システムにおける基幹的な改造のた
め、開発業者しかできない。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8309
（株）エム・シー・ア
ンド・ピー

平成１７年度城北ワンド紹
介映像修正業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成18年1月30日 1,963,500

複数の版権が映像内に混在し、また修正
に際して手続が複雑であり、かつ英語版
については作者の意図を把握する必要性
など高度な技術が必要であり、これらの
条件を満たすのは本業者のみであり、随
意契約を行うものである。（会計法第２
９条の３第４項）

その他

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

8310
（株）東芝　関西支
社

平成１７年度映像監視ｼｽﾃﾑ

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成18年1月31日 22,890,000 既設映像監視システムは、平成１４年度に（株

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの（１８年度か

ら）

8311
川崎地質（株）　西
日本支社

平成１７年度淀川管内堤防
亀裂調査業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成18年2月7日 9,019,500

昨年度の継続業務で、学識経験者の指導
を受けながら実施している業務である。
業務内容、学識経験者の指導内容にも精
通するとともに、高度な知識、技術力を
有している。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの
余地があ

り

競争入札若しくは企
画競争に移行（１９

年度から）

8312
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

点野下流地区上面整備設
計業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成18年2月8日 2,310,000

本業務の遂行にあたっては、既業務のＷ
Ｓの主要な関係者の事情や意向並びに議
論内容の詳細等を熟知していることが必
要であり、本業務を遂行できるのは上記
業者以外ない。　従って、本業者と随意
契約を行うものである。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8313
（株）プレック研究
所　大阪事務所

平成１７年度水面利用影響
調査検討業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成18年2月20日 8,505,000

本業者は、昨年度標準プロポーサル方式
による技術提案書審査の結果、 適な業
者として特定され、平成１６年度業務は
適切に実施去れており、今年度業務にお
いても継続して円滑適切な履行が確保で
きることから平成１７年度も実施するも
のである。（会計法第２９条の３第４
号）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8314
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

木津川安全移動経路基本
プラン策定業務

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成18年2月22日 9,555,000

本業務の業者推薦にあたっては、標準プ
ロポーサル方式による技術提案書審査の
結果、上記業者が技術的に 適な業者と
して特定されたものであり、上記業者と
随意契約をするものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8315 ジェット商事（株）
排水ポンプ車専用ホース購
入

吉田延雄
近畿地方整備局淀川河川
事務所
大阪府枚方市新町２－２
－１０

平成18年2月28日 2,273,145
当該相手方は当該物品を販売する唯一の
業者であるため（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8316 （株）アイテクノ
平成１７年度大和川河川事
務所用地第二課補償技術
業務

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 12,390,000

平成１５年３月にプロポーザル方式によ
り、業務実績、管理技術者及び担当技術
者の業務に対する意欲・視点、担当技術
者の経験等に優れ特定されたため。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8317
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ関西

電話料

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 3,086,691

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

8318 （株）カンプリ 青写真焼付等

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 3,458,794

一般競争入札に移行するための準備が必
要なことから前年度契約業者と随意契約
を行った。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの（１７年度か

ら）
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8319
（株）テクノプラン
近畿営業所

大和川管内電気通信施設
仮移設他設計業務

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 30,975,000
プロポーザル方式により他社に比較して
優位であったため特定した。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8320
（株）ピーエムコン
サルタント

平成１７年度河川環境課現
場技術業務

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 13,755,000
プロポーザル方式により他社に比較して
優位であったため特定した。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8321
（株）ピーエムコン
サルタント

平成１７年度堺出張所現場
技術業務

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 28,245,000
プロポーザル方式により他社に比較して
優位であったため特定した。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8322
（株）丸島アクアシ
ステム

平成１７年度管内樋門等点
検整備業務

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 4,021,500
前年度一般競争により契約しており、引
き続いて実施する必要があったため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札若しくは企
画競争に移行

8323
（株）千代田コンサ
ルタント　大阪支店

平成１７年度大和川河川事
務所王寺出張所現場技術
業務

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 14,175,000
プロポーザル方式により他社に比較して
優位であったため特定した。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8324
（株）大塚商会　関
西支社

パソコン等賃貸借１７－２－
１

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 296,100

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8325
（株）大塚商会　関
西支社

パソコン等賃貸借１７－４－
１

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 535,500

当該物件は平成１７年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8326 （株）中村技研
平成１７年度堺出張所現場
技術（その２）業務

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 14,175,000
プロポーザル方式により他社に比較して
優位であったため特定した。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8327
（株）長大　大阪支
社

大和川光ネットワーク関係
他設計業務

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 22,050,000
プロポーザル方式により他社に比較して
優位であったため特定した。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8328
（株）富士通ビジネ
スシステム　関西営
業本部

パソコン等賃貸借１４－９－
１

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 197,925

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8329
エヌ・ティ・ティ・コ
ミュニケーションズ
（株）

電話料

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 4,643,937

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8330
キヤノン販売（株）
大阪支店

電子複写機賃貸借及び保
守等

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 2,679,138

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

8331
キヤノン販売（株）
大阪支店

電子複写機賃貸借及び保
守等（その５）

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 2,563,814

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8332
コモリビル株式会
社

建物賃貸借料

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 7,395,756

場所が限定されることにより、供給者が
一に特定される賃貸借契約等であって該
当場所でなければ行政事務を行うことが
不可能なため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8333 セコム（株）
堺出張所外４箇所機械警
備業務

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 767,088
機械警備設備を設置した者と継続的に契
約せざるを得ないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

公募を実施（１９年
度から）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8334
荏原エンジニアリン
グサ－ビス（株）
大阪支店

平成１７年度曽我川浄化施
設その他保守管理業務

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 15,781,500
平成１６年度に一般競争により特定し、
継続して業務を実施する必要があるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札若しくは企
画競争に移行（１９

年度から）

8335 京都交通信販（株） タクシー借り上げ

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 1,835,600

タクシー料金が認可制のため価格による
競争の余地がなく、当局が必要とする
サービスを有する者が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

8336
協和テクノロジィズ
（株）

パソコン等賃貸借１３－６－
１（その２）

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 368,544

当該物件は平成１３年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

8337
協和テクノロジィズ
（株）

パソコン等賃貸借１３－８－
１（その２）

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 239,652

当該物件は平成１３年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

8338
協和テクノロジィズ
（株）

パソコン等賃貸借１５－１２
－１

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 602,280

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8339
協和テクノロジィズ
（株）

パソコン等賃貸借１５－５－
１

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 2,314,620

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

8340
協和テクノロジィズ
（株）

パソコン等賃貸借１５－９－
１

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 195,300

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

8341
協和テクノロジィズ
（株）

パソコン等賃貸借１６－２－
１

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 2,439,360

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8342
協和テクノロジィズ
（株）

パソコン等賃貸借１６－２－
１（その２）

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 703,080

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8343
協和テクノロジィズ
（株）

プロッタ賃貸借

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 1,260,000

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8344 近鉄タクシー（株） タクシー借り上げ

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 8,626,950

タクシー料金が認可制のため価格による
競争の余地がなく、当局が必要とする
サービスを有する者が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

8345
三井リース事業
（株）関西営業本部

パソコン賃貸借１７－４－１
（Ｈ１３統一調達再リース）

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 300,816

当該物件は平成ﾇ13年に一般競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

8346
西日本電信電話
（株）

電話料

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 13,669,305

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

8347 大阪技術管理（株）
平成１７年度王寺出張所現
場技術（その２）業務

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 14,164,500
プロポーザル方式により他社に比較して
優位であったため特定した。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8348 大阪市収入役 廃棄物処理手数料

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 1,752,470
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8349 日本テレコム（株） インターネットサービス業務

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 1,562,400
インターネット接続サービスの提供を継
続して受けている。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行 単価契約

8350
日本振興（株）　大
阪支店

亀の瀬出張所現場技術業
務

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 27,930,000
プロポーザル方式により他社に比較して
優位であったため特定した。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8351
日本電子計算機
（株）

端末装置賃貸借一式

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 871,920

当該物件は平成１５年に一般競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

8352
日本郵政公社　大
阪中央郵便局　共
通事務センター

後納郵便料

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 1,331,230
郵便に関する料金（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8353
日立キャピタル
（株）

カラープリンター賃貸借

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 219,240
当該物件は指名競争契約によりリースし
たものであり、契約相手先が特定される
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8354
日立キャピタル
（株）

リコー複写機ＰＬー５０１０賃
貸借

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 75,600
当該物件は指名競争契約によりリースし
たものであり、契約相手先が特定される
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

8355
柏原市水道事業管
理者

水道料

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 1,821,802
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

8356
富士ゼロックス
（株）

電子複写機の保守等

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 48,202

当該物件は平成８年に購入したものに対
する保守契約であり、契約相手先が特定
されるため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

8357
富士ゼロックス
（株）

電子複写機賃貸借及び保
守等（その２）

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 3,640,611

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

8358
富士ゼロックス
（株）

電子複写機賃貸借及び保
守等（その３）

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 389,570

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8359
富士ゼロックス
（株）

電子複写機賃貸借及び保
守等（その４）

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月1日 6,100,277

当該物件は平成１２年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

8360
近畿技術コンサル
タンツ（株）

平成１７年度大和川河川事
務所王寺出張所現場技術
（その３）業務

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月11日 13,755,000
プロポーザル方式により他社に比較して
優位であったため特定した。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8361
（株）三和綜合コン
サル

平成１７年度大和川河川事
務所用地第一課補償技術
業務

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月14日 11,865,000
プロポーザル方式により他社に比較して
優位であったため特定した。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8362
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

平成１７年度河川環境課現
場技術（その２）業務

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年4月14日 26,460,000
プロポーザル方式により他社に比較して
優位であったため特定した。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8363
（株）アイ・エヌ・エ
－　関西支店

平成１７年度大和川流域委
員会等運営補助業務

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年5月9日 40,215,000
プロポーザル方式により他社に比較して
優位であったため特定した。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8364 （株）奈良新聞社
平成１７年度河川防災・減
災フォーラム広報業務

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年6月20日 4,940,271
奈良県唯一の地方紙であるため。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8365
（株）日水コン　大
阪支所

平成１７年度大和川水環境
管理検討業務

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年6月20日 16,222,500
プロポーザル方式により他社に比較して
優位であったため特定した。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8366
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

平成１７年度大和川水系防
災体制整備検討業務

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年6月20日 36,330,000
プロポーザル方式により他社に比較して
優位であったため特定した。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8367
（株）エム・シー・ア
ンド・ピー

平成１７年度大和川河川事
務所ホームページ作成業
務

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年7月1日 5,995,500
プロポーザル方式により他社に比較して
優位であったため特定した。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8368 大阪放送（株）
平成１７年度大和川流域情
報発信業務

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年7月8日 25,830,000
地域に密着した唯一のローカル放送局で
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8369 （株）奈良新聞社
平成１７年度大和川総合治
水広報記事掲載業務

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年7月25日 2,524,200
奈良県唯一の地方紙であるため。（会計
法第２９条の３第４号）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8370
（株）エム・シー・ア
ンド・ピー

平成１７年度大和川水環境
ＰＲ活動企画実施業務

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年7月26日 56,049,000
プロポーザル方式により他社に比較して
優位であったため特定した。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8371
（株）建設環境研究
所　大阪事務所

平成１７年度大和川水環境
再生計画検討業務

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年8月10日 27,720,000
プロポーザル方式により他社に比較して
優位であったため特定した。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8372
（株）建設技術研究
所　大阪本社

平成１７年度大和川河川整
備検討業務

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年8月11日 43,050,000
プロポーザル方式により他社に比較して
優位であったため特定した。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8373
（株）建設技術研究
所　大阪本社

平成１７年度大和川正常流
量検討業務

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年8月11日 22,155,000
プロポーザル方式により他社に比較して
優位であったため特定した。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8374
（株）エム・シー・ア
ンド・ピー

平成１７年度大和川流域広
報施策等企画検討業務

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年8月26日 30,555,000
プロポーザル方式により他社に比較して
優位であったため特定した。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8375
（株）環境調査技術
研究所

平成１７年度大和川河川環
境特性検討業務

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年8月31日 29,904,000
プロポーザル方式により他社に比較して
優位であったため特定した。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8376
（株）富士通ビジネ
スシステム　関西営
業本部

パソコン等賃貸借１４－９－
１（再リース）

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年9月1日 154,350

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

8377
（株）建設技術研究
所　大阪本社

佐保川堤防（総合治水）対
策整理業務

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年9月5日 15,645,000
プロポーザル方式により他社に比較して
優位であったため特定した。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8378
（財）大阪市都市建
設技術協会

平成１７年度瓜破西地区高
規格堤防整備事業調整業
務

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年9月7日 2,856,000
業務に精通している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り
公募を実施



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8379 奈良県知事
河川水辺の国政調査（魚介
類）指定区間調査（奈良県）
業務

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年9月7日 1,000,000
水系全体のデータとりまとめのため県調
査データのとりまとめを委託（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8380 日本テレコム（株）
インターネットサービス提供
（その２）

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成17年11月11日 520,800
インターネット接続サービスの提供を継
続して受けている。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行

8381
（株）建設技術研究
所　大阪本社

平成１７年度大和川高規格
堤防盛土材料運用計画検
討業務

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成18年2月15日 25,200,000
プロポーザル方式により他社に比較して
優位であったため特定した。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8382 日本テレコム（株）
インターネットサービス提供
（その３）

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成18年2月15日 781,200
インターネット接続サービスの提供を継
続して受けている。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行

8383
大和川水環境協議
会

平成１７年度大和川水環境
協議会負担金

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成18年2月16日 1,313,000
行政目的を達成するために当協議会に加
入する必要があるため。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8384
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

平成１７年度高規格堤防広
報資料検討作成業務

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成18年2月28日 14,700,000
プロポーザル方式により他社に比較して
優位であったため特定した。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8385 日本テレコム（株）
インターネットサービス提供
（その４）

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成18年2月28日 260,400
インターネット接続サービスの提供を継
続して受けている。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行

8386
日本工営（株）　大
阪支店

亀の瀬峠下部地区地下水
排除工概略設計業務

元永秀
近畿地方整備局大和川河
川事務所
大阪府柏原市大正２－１
０－８

平成18年2月28日 7,980,000
プロポーザル方式により他社に比較して
優位であったため特定した。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8387 （株）アステム
パーソナルコンピュータ賃
貸借（その５）

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 2,452,668

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8388
（株）ウエスコ　大阪
支社

平成１７年度高槻現場技術
業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 28,455,000

標準プロポーザル方式により提出された
技術提案書を建設コンサルタント選定委
員会において評価した結果、「技術者の
資格要件及び専門技術力」及び「技術者
の提案・評価」において他社より優れて
いたので特定されたものである。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8389 （株）エ－ス
平成１７年度西大阪現場技
術その３業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 14,175,000

標準プロポーザル方式により提出された
技術提案書を建設コンサルタント選定委
員会において評価した結果、「技術者の
資格要件及び専門技術力」及び「技術者
の提案・評価」の全てにおいて他社より
優れていたので特定されたものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8390
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ関西

電話料金

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 3,070,812

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

8391
（株）エフエムシー
阪神支店

平成１７年度電気通信課技
術その２業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 27,930,000

（平成１６年度電気通信課技術その２業
務）において（次年度以降引き続き実施
する場合がある。）旨明記したプロポー
ザル方式により提出された技術資料の評
価の結果、特定されたものである。上記
業者は（平成１６年度電気通信課技術そ
の２業務）を的確に実施している。よっ
て随意契約を行うものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8392
（株）エフエムシー
阪神支店

平成１７年度電気通信課技
術業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 13,755,000

（平成１５年度電気通信課技術業務）に
おいて（次年度以降引き続き実施する場
合がある。）旨明記したプロポーザル方
式により提出された技術資料の評価の結
果、特定されたものである。上記業者は
（平成１６年度電気通信課技術業務）を
的確に実施している。よって随意契約を
行うものである。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8393
（株）エフエムシー
阪神支店

平成１７年度機械課技術そ
の１業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 13,755,000

プロポーザル方式により提出された技術
提案書を建設コンサルタント選定委員会
において、他社より優れていたので特定
された。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8394
（株）エム・シー・ア
ンド・ピー

平成１７年度ホームページ
運用業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 25,042,500

「平成１５年度ホームページ作成・運用業
務」において、プロポーザル方式により提案
された技術提案書を建設コンサルタント選定
委員会において評価した結果、「技術職員の
経験及び能力」、「業務の理解度」、「業務
実施の実現性」及び「業務実施の独創性」の
全てにおいて他社より優れていたので特定さ
れたものである。また、技術提案されたシス
テムの構築・運用により、アウトカム指標の
ひとつであるホームページアクセス増に寄与
しているため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8395
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

平成１７年度西大阪現場技
術業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 28,350,000

実施にあたっては、既に実施された地元
協議に関する調整情報、過去の経緯など
詳細に熟知し、地元住民との折衝結果及
び施工途中における請負者との協議結果
を適切に反映させることから、高度な技
術と本業務に関する豊富な経験が不可欠
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8396 （株）ぎょうせい 追録代

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 2,394,250
購入済みの台本と密接不可分な追録の購
入であるため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8397
（株）クリモトテクノ
ス

１号枚方跨線橋足場撤去
等工事

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 15,508,500

京阪電車軌道敷内に足場を設置している
ため、鉄道の安全運行を確保する上で早
期に撤去及び附属工事を行う必要があ
り、別業者が参入すれば経費及び協議等
に期間を要することとなるため、現地、
構造及び関係機関等に精通している本業
者のみが施工できる唯一の業者である。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）

8398 （株）サンコー プリンタ（その２）賃貸借

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 487,368
前年度にリース契約を行い、引き続き賃
貸借するため（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8399 （株）サンコー プリンタ賃貸借（その３）

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 1,212,120
前年度にリース契約を行い、引き続き賃
貸借するため（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8400
（株）サンテックイン
ターナショナル　大
阪支店

平成１７年度西大阪監督官
現場技術業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 14,175,000

標準プロポーザル方式により提出された
技術提案書を建設コンサルタント選定委
員会において評価した結果、「技術者の
資格要件及び専門技術力」及び「技術者
の提案・評価」において他社より優れて
いたので特定されたものである。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8401
（株）スリーエスコン
サルタンツ

平成１７年度共同溝課技術
業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 13,650,000

本業務は、標準プロポーザル方式により
提出された技術提案書を建設コンサルタ
ント選定委員会において評価した結果、
「技術者の資格要件・専門技術力」及び
「技術者の提案評価」において他社より
優れていたので特定されたものである。
よって、本業務を誠実かつ的確に履行で
きる上記業者と随意契約する。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8402
（株）スリーエスコン
サルタンツ

平成１７年度地域調整課技
術業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 27,405,000

本業務は、標準プロポーザル方式による
ものであり、提出４社の技術提案書を建
設コンサルタント選定委員会において総
合的に評価した結果、当該業者が他社よ
り優れていたので特定されたものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8403 （株）ニュージェック
平成１７年度地域調整課技
術（その３）業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 13,755,000

本業務は、標準プロポーザル方式による
ものであり、提出３社の技術提案書を建
設コンサルタント選定委員会において総
合的に評価した結果、当該業者が他社よ
り優れていたので特定されたものであ
る。よって、本業務を誠実かつ的確に履
行できる当該業者と随意契約を行うもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8404
（株）ランド・コンサ
ルタント　関西支社

平成１７年度用地補償技術
業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 12,915,000

プロポーザル方式により提出された技術
提案書を補償コンサルタント選定委員会
において評価した結果他者より優れてい
たため。(会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8405
（株）京阪神エルマ
ガジン社

平成１７年度地域情報誌活
用広報業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 12,883,500

本業務は、当該業者は、「道づくり街づくり
タウン誌ネットワーク」に参加している大阪
府下で唯一の会社である。「道づくり街づく
りタウン誌ネットワーク」は、平成１０年に
全国のタウン誌が「道づくり街づくり」への
提言・広報・調査を目的に結成されたネット
ワークであり、平成１０年１１月以降、国土
交通省と連携した広報活動等を実施してお
り、十分な実績と機密保持に関する十分な信
頼性をもちあわせている。よって、本業務を
遂行可能な業者は他にないことから随意契約
するものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8406
（株）建設技術研究
所　大阪本社

平成１７年度工務課技術そ
の２業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 13,650,000
プロポーザル方式により技術提案を受け
特定されたものである（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8407
（株）修成建設コン
サルタント

平成１７年度工務課技術業
務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 13,650,000
平成１５年度にﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式により技
術提案され特定されたため。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8408
（株）修成建設コン
サルタント

平成１７年度浪速監督官現
場技術業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 30,660,000

本業務は、平成１６年度浪速監督官現場技術
業務において、標準プロポーザル方式により
提出された技術提案書を建設コンサルタント
選定委員会において評価した結果、「技術者
の資格要件・専門技術力」及び「技術者の提
案評価」において他社より優れていたので、
特定されたものである。よって、本業務を誠
実かつ的確に履行できる上記業者と随意契約
する。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8409
（株）吹上技研コン
サルタント

平成１７年度浪速監督官現
場技術その２業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 14,175,000

本業務は、平成１６年度浪速監督官現場
技術その２業務において、標準プロポー
ザル方式により提出された技術提案書を
建設コンサルタント選定委員会において
評価した結果、「技術者の資格要件・専
門技術力」及び「技術者の提案評価」に
おいて他社より優れていたので、特定さ
れたものである。よって、本業務を誠実
かつ的確に履行できる上記業者と随意契
約する。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8410 （株）中国サンネット
パーソナルコンピュータ賃
貸借（その４）

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 1,756,440
前年度にリース契約を行い、引き続き賃
貸借するため（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8411
（株）酉島製作所
大阪支店

平成１７年度１６３号清滝ト
ンネル消火設備点検整備
業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 2,835,000

平成16年度一般競争入札により請負者が
決定された。一般競争時に「次年度以
降、随意契約を行う場合がある」と明記
している。また、上記業者は当該設備を
製作・据付けた業者であり設備の内容に
精通している。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8412 （有）ランドマーク 梅田監督官詰所賃貸借

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 11,377,800

場所が限定されることにより、供給者が
一に特定される賃貸借契約等であって該
当場所でなければ行政事務を行うことが
不可能なため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8413
エヌ・ティ・ティ・コ
ミュニケーションズ
（株）

電話料金

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 9,498,750

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

8414

エヌ・ティ・ティ・
データ・カスタマ
サービス（株）　関
西支社

パーソナルコンピュータ（そ
の２）賃貸借

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 1,488,102
前年度にリース契約を行い、引き続き賃
貸借するため（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8415
クボタ機工（株）大
阪支店

平成１７年度道路排水設備
点検整備業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 13,860,000

本業務については平成１６年度発注において一
般競争により施工実績、配置技術者、施工体制
等の要件を備えた業者の参加を求め、競争に
よって請負者を決定すると共に、確実な点検整備
体制を確保するために本業務の一般競争時に
「次年度以降、随意契約を行う場合がある」と明
記している。平成１６年度の点検整備業務の実施
から誠実性、業務成績等所定の基準を満足する
と判断されるため、上記業者と随意契約する。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8416 クリスタ長堀（株）
長堀地下街「みちまちスク
エア」維持管理作業

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 7,439,250

クリスタ長堀（株）が所有管理する長堀
地下街施設の一部において、大阪国道事
務所が道路に関する情報等を提供するこ
とについて、利用者へのサービスの向上
を図ることを目的とする覚書を結んでい
る。地下街全体の日常管理をクリスタ長
堀（株）が行っており、維持管理の一括
発注を行っていることから別件発注する
より経費削減出来ることからクリスタ長
堀（株）に委託する。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8417 コーセン建設（株） 北大阪西部道路維持作業

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 62,017,263

本作業は平成１５年度に公募型指名競争入札
で入札参加者をつのり入札を行ったもので、
公募にあたり次年度以降随意契約を締結する
場合があると規定されていた。本業者の作業
実績をもとに施工状況・誠実性・安全性等を
総合的に審査した結果が良好であると認めら
れたため、随意契約を締結するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの

単価契約

8418

コニカミノルタビジ
ネスソリューション
ズ（株）　近畿直販
事業部官公庁営業
部

電子複写機賃貸借及び保
守等

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 6,762,061

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8419
（財）駐車場整備推
進機構

曽根崎地下歩道維持管理
作業

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 61,897,500

曽根崎地下歩道は、（財）駐車場整備推
進機構が管理する桜橋駐車場と躯体構造
が上下階をエレベーター・階段で連絡す
る一体構造となっている。そのため、日
常清掃等を（財）駐車場整備推進機構に
委託し、一括発注を行うことにより維持
管理費の低減を図る事が出来るため、本
作業を（財）駐車場整備推進機構に委託
するものである。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8420
スバル興業（株）
関西支社

北大阪東部道路維持作業

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 78,543,233

本作業は平成１５年度に公募型指名競争
入札で入札参加者をつのり入札を行った
もので、公募にあたり次年度以降随意契
約を締結する場合があると規定されてい
た。本業者の作業実績をもとに施工状
況・誠実性・安全性等を総合的に審査し
た結果が良好であると認められたため、
随意契約を締結するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの（１８年度よ

り）
単価契約

8421 セコム（株）
大阪国道事務所寝屋川倉
庫外６箇所機械警備業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 4,375,905
機械警備設備を設置した者と継続的に契約
せざるを得ないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

公募を実施（１９年
度より）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8422 ナブコドア（株） 自動ドア保守点検

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 151,200
当施設を制作し、納入したため（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
公募を実施

8423
マリックスオフィス
システム（株）

電子複写機賃貸借及び保
守等（その６）

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 2,042,068
前年度にリース契約を行い、引き続き賃
貸借するため（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8424 リコー関西（株）
電子複写機賃貸借及び保
守等（その５）

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 84,328
前年度にリース契約を行い、引き続き賃
貸借するため（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8425 リコー関西（株）
電子複写機賃貸借及び保
守等（その７）

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 268,355
前年度にリース契約を行い、引き続き賃
貸借するため（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8426 リコー関西（株） 電子複写機保守

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 133,056

当該物件の保守契約を実施できるのは、
当該物件を製造販売した当該相手方以外
ではできないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8427
関西ハイタク事業
協同組合

タクシー借上

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 16,797,710

タクシー料金が認可制のため価格による
競争の余地がなく、当局が必要とする
サービスを有する者が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

8428 協和設計（株）
平成１７年度共同溝課技術
その２業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 13,755,000

上記業者は、平成１５年度共同溝課技術その
４業務において、プロポーザル方式により提
出された技術提案書を建設コンサルタント選
定委員会において評価した結果、「技術職員
の経験及び能力」、「業務の理解度」、「業
務実施の実現性」、「業務実施の独創性」の
すべてにおいて他社より優れていたので特定
されたものである。よって、本業務を誠実か
つ的確に履行できる上記業者と随意契約する
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8429 協和設計（株）
平成１７年度南大阪現場技
術その２業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 28,455,000

実施にあたっては、既に実施された地元
協議に関する調整情報、過去の経緯など
詳細に熟知し、地元住民との折衝結果及
び施工途中における請負者との協議結果
を適切に反映させることから、高度な技
術と本業務に関する豊富な経験が不可欠
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8430 協和設計（株）
平成１７年度北大阪現場技
術その２業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 14,175,000

平成16年度プロポーザル方式により技術
提案書を提出させ、建設コンサルタント
選定委員会において評価した結果、当該
業者が「技術職員の経験及び能力」、
「業務の理解度」、「業務実施の実現
性」及び「業務実施の独創性」の全てに
おいて他社より優れていたので特定され
た業務である。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8431
近畿技術コンサル
タンツ（株）

平成１７年度電線共同溝技
術その２業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 27,930,000
H15年度にﾌﾟﾛﾎﾟによって特定され、H17
年度も誠実かつ的確に遂行できる為（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8432 金澤英（株）
パーソナルコンピュータ賃
貸借（その３）

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 497,700

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8433
国際航業（株）　大
阪支店

平成１７年度交通対策課技
術業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 13,755,000

本業務は、「平成１６年度交通対策課技術業
務」においてプロポーザル方式により提出さ
れた技術提案書を建設コンサルタント選定委
員会において評価した結果、「技術者の資格
要件」、「専門技術力」、及び「技術者の提
案」を全てにおいて他社より優れていたので
特定されたものである。当該業者は、平成１
６年度現場技術業務において交通安全２種に
係る設計・積算補助等を的確に実施してい
る。平成１７年度事業は、平成１６年度事業
にかかる交通安全２種に係る設計・積算を継
続して行っていくものであることから、よっ
て、本業務を誠実かつ的確に履行できる当該
業者と随意契約する。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8434
国際航業（株）　大
阪支店

平成１７年度西大阪監督官
現場技術その２業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 14,175,000
H15年度にﾌﾟﾛﾎﾟによって特定され、H17
年度も誠実かつ的確に遂行できる為（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8435
歳入徴収官　大阪
中央郵便局長

後納郵便料金

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 2,551,215
郵便に関する料金（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8436 堺市長
２６号（中央環状）道路維持
作業

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 22,340,640

一般国道３１０号（中央環状）は昭和５
７年４月１日大阪府より引き継ぎを受
け、府管理時から堺市のメインストリー
トとして堺市に管理委託をしていたとこ
ろであり、当該区間においては堺市のシ
ンボルであるフェニックスが植えられて
おり管理に精通している堺市に委託する
ものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8437
三井リース事業
（株）関西営業本部

パーソナルコンピュータ賃
貸借（その６）

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 416,868

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8438 酒井工業（株）
４３号尻無川橋床版補強工
事

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 24,475,500

管理瑕疵事故が発生したことを受け、前工事
で緊急補修として床版補強（縦桁増設）を行
うこととなったが、工期内では桁補強材の工
場製作までしか行えなかった。桁製作業者と
架設業者が異なった場合、桁補強材の架設時
に構造上問題があった場合の取り扱い等があ
り、桁製作業者でなければ、架設時の取付に
不具合が生じた場合の処置等が困難な状況に
なることが予想されるため、前工事で桁製作
を行った本業者のみが施工できる唯一の業者
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）

8439
新日本都市企画
（株）

平成１７年度用地補償技術
その２業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 12,705,000

年度をまたがる地権者との交渉等に継続
して当たる必要があること、かつ高度な
技術と豊富な経験を有する者は、前年度
から契約している当社以外ないため。
(会計法第２９条の３第４項)

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8440
正和設計（株）　大
阪支店

平成１７年度西大阪現場技
術その２業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 14,175,000

平成16年度プロポーザル方式により技術
提案書を提出させ、建設コンサルタント
選定委員会において評価した結果、当該
業者が「技術職員の経験及び能力」、
「業務の理解度」、「業務実施の実現
性」及び「業務実施の独創性」の全てに
おいて他社より優れていたので特定され
た業務である。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8441
西日本電信電話
（株）

電話料金

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 26,330,755

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

8442
川崎重工業（株）
関西支社

平成１７年度１６３号清滝ト
ンネル換気設備点検整備
業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 6,174,000

平成16年度一般競争入札により請負者が
決定された。一般競争時に「次年度以
降、随意契約を行う場合がある」と明記
している。また、上記業者は当該設備を
製作・据付けた業者であり設備の内容に
精通している。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8443 大阪技術管理（株）
平成１７年度管理第二課技
術業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 27,552,000

平成16年度プロポーザル方式により技術
提案書を提出させ、建設コンサルタント
選定委員会において評価した結果、当該
業者が「技術職員の経験及び能力」、
「業務の理解度」、「業務実施の実現
性」及び「業務実施の独創性」の全てに
おいて他社より優れていたので特定され
た業務である。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8444 大阪市収入役
継続搬入廃棄物処理手数
料（平成１７年度分）

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 2,471,322
法令により契約の相手方が特定されるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8445 大阪市水道局長 水道料金

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 4,975,327
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

8446 大阪市長
２５号（御堂筋）街路樹維持
作業

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 44,541,000

「一般国道２５号の管理に関する覚書」
（ｓ５８．３．３１）の締結に基づき大
阪市に委託する。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8447 大阪放送（株）
平成１７年度大阪国道事務
所道路事業活動支援業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 59,682,000

当該業者は、大阪地域に存在する地域に密着
したローカル放送局であり、近畿地方整備局
及び大阪国道事務所をはじめとした各行政団
体の事業紹介について実績が豊富であり、近
畿地方整備局管内における道路事業紹介番組
の放送実績が豊富である。以上の理由によ
り、本業務を遂行するに十分な知識・経験を
有し、本業務を的確・効果的に実施できるの
は「大阪放送（株）」以外にないことから、
随意契約するものである。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

8448
大日本コンサルタ
ント（株）　大阪支社

平成１７年度電線共同溝技
術業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 13,755,000
H15年度にﾌﾟﾛﾎﾟによって特定され、H17
年度も誠実かつ的確に遂行できる為（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8449 大容建設（株）
２６号大和川大橋仮桟橋撤
去工事

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 34,020,000

仮設材等は出水期までに全てを撤去しな
ければならないことから、別業者が参入
すれば経費及び協議等に期間を要するこ
とになり、出水期までに撤去することが
困難な状況になる。以上のことから現
地、構造及び関係機関等に精通している
本業者のみが施工できる唯一の業者。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）

8450
中央復建コンサル
タンツ（株）

平成１７年度交通対策課技
術その３業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 27,510,000

本業務は、平成１５年度「平成１５年度交通
対策課技術その６業務」においてプロポーザ
ル方式により提出された技術提案書を建設コ
ンサルタント選定委員会において評価した結
果、「技術員の経験及び能力」、「業務の理
解度」、「業務実施の実現性」及び「業務実
施の創造性」の全てにおいて他社より優れて
いたので特定されたものである。当該業者
は、平成１６年度現場技術業務において交通
安全１種に係る設計等を的確に実施してい
る。平成１７年度事業は、平成１６年度事業
交通安全１種にかかる設計を継続して行って
いくものであることから、よって、本業務を
誠実かつ的確に履行できる当該業者と随意契
約する。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8451
中央復建コンサル
タンツ（株）

平成１７年度環境常時観測
局保守管理等その２業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 66,465,000

本業務は、標準プロポーザル方式による
ものであり、提出３社の技術提案書につ
いて建設コンサルタント選定委員会にお
いて総合的に評価した結果、当該業者に
特定されたので、随意契約を行うもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8452
中央復建コンサル
タンツ（株）

平成１７年度北大阪現場技
術業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 27,930,000

標準プロポーザル方式により提出された
技術提案書を建設コンサルタント選定委
員会において評価した結果、「技術者の
資格要件及び専門技術力」及び「技術者
の提案・評価」において他社より優れて
いたので特定されたものである。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8453
東亜道路工業（株）
関西支社

西大阪東部道路維持作業

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 100,202,642

本作業は平成１５年度に公募型指名競争
入札で入札参加者をつのり入札を行った
もので、公募にあたり次年度以降随意契
約を締結する場合があると規定されてい
た。本業者の作業実績をもとに施工状
況・誠実性・安全性等を総合的に審査し
た結果が良好であると認められたため、
随意契約を締結するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの（１８年度か

ら）
単価契約

8454
東洋技研コンサル
タント（株）

平成１７年度高槻現場技術
その２業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 28,455,000

実施にあたっては、既に実施された地元
協議に関する調整情報、過去の経緯など
詳細に熟知し、地元住民との折衝結果及
び施工途中における請負者との協議結果
を適切に反映させることから、高度な技
術と本業務に関する豊富な経験が不可欠
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8455 日本カルミック（株）
トイレ洗浄・脱臭・パイプの
詰まり防止器設置及び保守
業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 1,549,800

設置済み「トイレ洗浄・脱臭・パイプの
詰まり防止器」の殺菌消毒剤排流の開発
許可をもっているため（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8456
日本ハイウェイ・サ
－ビス（株）　大阪
支店

南大阪北部道路維持作業

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 92,365,961

本作業は平成１５年度に公募型指名競争
入札で入札参加者をつのり入札を行った
もので、公募にあたり次年度以降随意契
約を締結する場合があると規定されてい
た。本業者の作業実績をもとに施工状
況・誠実性・安全性等を総合的に審査し
た結果が良好であると認められたため、
随意契約を締結するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの（１８年度か

ら）
単価契約

8457
日本ユーティリティ
サブウェイ（株）

平成１７年度大阪地区共同
溝監視業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 315,525,000

当業者は、近畿地方整備局長と「共同溝
監視などに関する基本協定」を締結し、
この協定に基づき監視施設を設置してい
る。本業務は、同監視施設を用いて行う
ことから当業者と随意契約を行うもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8458
日本ロード・メンテ
ナンス（株）　大阪
営業所

高槻西部道路維持作業

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 105,084,540

本作業は平成１５年度に公募型指名競争
入札で入札参加者をつのり入札を行った
もので、公募にあたり次年度以降随意契
約を締結する場合があると規定されてい
た。本業者の作業実績をもとに施工状
況・誠実性・安全性等を総合的に審査し
た結果が良好であると認められたため、
随意契約を締結するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの

単価契約

8459
日本建設コンサル
タント（株）　大阪支
社

平成１７年度地域調整課技
術（その２）業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 13,650,000

「平成１５年度地域調整課技術その２業務」
において、プロポーザル方式により提案され
た技術提案書を建設コンサルタント選定委員
会において評価した結果、「技術職員の経験
及び能力」、「業務の理解度」、「業務実施
の実現性」及び「業務実施の独創性」の全て
において他社より優れていたので特定された
ものである。よって、本業務を誠実かつ的確
に履行できる当該業者と随意契約する。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8460
日本工営（株）　大
阪支店

平成１７年度道路行政マネ
ジメント検討業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 6,825,000

平成１６年度に「平成１６年度道路行政マネ
ジメント予備検討業務」において、プロポー
ザル方式により提案された技術提案書を建設
コンサルタント選定委員会において総合的に
評価した結果、他社より優れていたので特定
されたものである。また、本業務は平成１６
年度業務において実施した内容を基に、継続
して検討する必要があることから、本業務を
的確に履行できるのは当該業者以外にないた
め随意契約を行うものである。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8461
日本振興（株）　大
阪支店

平成１７年度交通対策課技
術その２業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 41,265,000

本業務は、「平成１６年度交通対策課技術そ
の２業務」においてプロポーザル方式により
提出された技術提案書を建設コンサルタント
選定委員会において評価した結果、「技術者
の資格要件」、「専門技術力」及び「技術者
の提案」の全てにおいて他社より優れていた
ので特定されたものである。当該業者は、平
成１６年度現場技術業務において交通安全対
策に係る積算補助等を的確に実施している。
平成１７年度事業は、平成１６年度事業にか
かる設計・積算を継続して行っていくもので
あることから、よって、本業務を誠実かつ的
確に履行できる当該業者と随意契するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8462 非公表
西大阪維持出張所車庫等
賃貸借

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 3,036,000

場所が限定されることにより、供給者が
一に特定される賃貸借契約等であって該
当場所でなければ行政事務を行うことが
不可能なため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8463
日本振興（株）　大
阪支店

平成１７年度南大阪現場技
術その３業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 14,227,500

平成16年度プロポーザル方式により技術
提案書を提出させ、建設コンサルタント
選定委員会において評価した結果、当該
業者が「技術職員の経験及び能力」、
「業務の理解度」、「業務実施の実現
性」及び「業務実施の独創性」の全てに
おいて他社より優れていたので特定され
た業務である。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8464
日本振興（株）　大
阪支店

平成１７年度南大阪現場技
術業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 14,227,500

標準プロポーザル方式により提出された
技術提案書を建設コンサルタント選定委
員会において評価した結果、「技術者の
資格要件及び専門技術力」及び「技術者
の提案・評価」において他社より優れて
いたので特定されたものである。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8465
日本電子計算機
（株）

端末装置賃貸借一式

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 2,387,070

当該物件は平成１５年に一般競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8466
扶桑設計コンサル
タント（株）

平成１７年度梅田監督官現
場技術業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 28,455,000
H16年度にﾌﾟﾛﾎﾟによって特定され、H17
年度も誠実かつ的確に遂行できる為（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8467
扶桑設計コンサル
タント（株）

平成１７年度共同溝課技術
その３業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 13,755,000

本業務は、標準プロポーザル方式により
提出された技術提案書を建設コンサルタ
ント選定委員会において評価した結果、
「技術者の資格要件・専門技術力」及び
「技術者の提案評価」において他社より
優れていたので特定されたものである。
よって、本業務を誠実かつ的確に履行で
きる上記業者と随意契約する。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8468 平和興業（株） 西大阪西部道路維持作業

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 76,784,943

本作業は平成１５年度に公募型指名競争
入札で入札参加者をつのり入札を行った
もので、公募にあたり次年度以降随意契
約を締結する場合があると規定されてい
た。本業者の作業実績をもとに施工状
況・誠実性・安全性等を総合的に審査し
た結果が良好であると認められたため、
随意契約を締結するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの

単価契約

8469 和建技術（株）
平成１７年度管理第二課技
術その２業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 13,755,000

平成16年度プロポーザル方式により技術
提案書を提出させ、建設コンサルタント
選定委員会において評価した結果、当該
業者が「技術職員の経験及び能力」、
「業務の理解度」、「業務実施の実現
性」及び「業務実施の独創性」の全てに
おいて他社より優れていたので特定され
た業務である。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8470 和建技術（株）
平成１７年度管理第二課技
術その３業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月1日 13,755,000

標準プロポーザル方式により提出された
技術提案書を建設コンサルタント選定委
員会において評価した結果、「技術者の
資格要件及び専門技術力」及び「技術者
の提案・評価」において他社より優れて
いたので特定されたものである。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8471
（財）大阪市都市建
設技術協会

平成１７年度大阪市内自転
車撤去作業

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月4日 18,869,098

財団法人大阪市都市建設技術協会は、大
阪市の委託で大阪市管理区域の不法駐輪
の撤去作業を行っており、十分な実績を
もっている。また、自転車撤去作業に精
通した経験豊富な指導者や人員を有して
おり、本業務の遂行に必要な上記条件を
満たす唯一の法人である。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8472 （株）北谷組
南阪奈道路飛鳥・春日地区
周辺整備工事

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月12日 37,684,500

地元要望、地元協議、関係機関協議等により
早期の完成が必要とされている。前年度にお
いて当該箇所を施工していたことにより現地
状況に精通していると共に地権者協議状況も
熟知していることから、早期着工により工期
の短縮を図ることができる。よって、地権者
及び引き継ぎ管理者の要望を期限内に、円滑
かつ適切に遂行・完成するため（会計法第２
９条の３第４項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）

8473
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

平成１７年度御堂筋道路構
造検討業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年4月18日 6,720,000

平成１５年度に実施した「御堂筋外自転車対
策検討業務」において、プロポーザル方式に
より提案された技術提案書を建設コンサルタ
ント選定委員会において総合的に評価した結
果、他社より優れていたので特定されたもの
であり、平成１５年度業務で検討した内容を
基に、平成１６年度業務において御堂筋の断
面構成などについて更に検討を行い、自転車
対策や総合交通システムの検討を含む御堂筋
の道路空間のあり方を検討したところであ
る。本業務においては、これまでの検討結果
を踏まえた上で、市民や関係機関の意見を訊
きながら具体的な計画をとりまとめるもので
あることから、本業務を的確に履行できるの
は当該業者をおいて他にない。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8474 大阪放送（株）
平成１７年度路上工事縮減
対策広報業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年5月10日 27,363,000

本業者は、大阪地域に密着した唯一のローカ
ル放送局であり、近畿地方整備局及び大阪国
道事務所をはじめとした各行政団体の事業紹
介番組を放送するなど、業務の背景及び目的
を充分把握しており本業務に必要な技術と経
験を十分有している。以上の理由により、本
業務を遂行するに十分な知識・経験を有し、
実施できる者は、上記株式会社以外になく、
随意契約するものである。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

8475
（株）綜合技術コン
サルタント　大阪支
社

平成１７年度景観に配慮し
た防護柵の整備検討業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年6月22日 8,610,000

本業務は、プロポーザル方式における技
術提案書等を建設コンサルタント選定委
員会において評価した結果、当該業者が
総合評価において他社より優れているた
め特定されたものである。よって本業務
を的確に履行できる当該業者と随意契約
する。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8476
（株）産業経済新聞
社　大阪本社営業
局

平成１７年度道路広報活動
実施業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年6月23日 4,599,000

大阪府域において、全国地方新聞社連合
会に唯一加盟しているのが㈱産業経済新
聞社大阪本社である。従って、本業務の
実施にあたり、㈱産業経済新聞社大阪本
社と随意契約を行うものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

8477
（株）建設企画コン
サルタント

１７６号池田栄地区電線共
同溝設計業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年6月27日 27,300,000

ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式によって、技術提案書及
びﾋｱﾘﾝｸﾞの結果、予定技術者の経験及び
業務実施能力等、他社より比較優位で特
定された為（会計法第２９条の３ 第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8478 （株）小林総合計画
西大阪維持出張所車庫新
築数量とりまとめ業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年6月27日 1,680,000

本業務を的確に実施するためには、過年度
設計業務内容及び第一期工事内容を熟知
していることが必要である。 本業務を的確
に履行するための要件に応えられる唯一の
ものとして、（株）小林総合計画と随意契約
するものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8479 リコー関西（株）
電子複写機賃貸借及び保
守等（その８）

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年6月27日 175,430
再リース契約を行うため（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8480
（株）修成建設コン
サルタント

平成１７年度道路交通環境
安全推進連絡会議事故対
策検討他業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年7月5日 30,870,000

当該業者は、平成１５年度道路交通環境安全
推進連絡会議運営他業務（標準プロポーザル
方式）において他社より優れ特定され、優れ
た実績を修めている。平成１６年度において
は、Ｈ１５年度業務との整合性及び実績によ
り、随意契約により、円滑な業務を実施し優
れた実績を上げており、既に実施された業務
の履行にあたり参照した情報、履行の経緯、
秘匿すべき情報、関係者の事情等の詳細を熟
知している。本業務を的確かつ円滑に遂行で
きるのは、過年度における参照した情報、履
行の経緯、秘匿すべき情報、関係者の事情等
の詳細を熟知している当該業者しかおらず、
よって上記業者と随意契約する。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8481
（社）大阪公共嘱託
登記土地家屋調査
士協会

平成１７年度不動産表示登
記等業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年7月6日 7,495,152

本業務の実施にあたっては、不動産の表示に関
する登記についての専門的な知識と土地家屋調
査士法に基づく土地家屋調査士の資格に併せ、
広域的な範囲において同時・多量の業務の迅速
な処理能力が求められる。本契約相手方は不動
産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測
量又はその登記の嘱託又は申請の適正かつ迅
速な実施に寄与することを目的に土地家屋調査
士法（昭和２５年法律第２２８号）第６３条第１項の
規定に基づき設立された公益法人であり、事務
所管内全域において不動産の表示登記に関する
専門的な知識や技能及び豊富な経験を有し、か
つ現地の状況等に精通した多数の土地家屋調査
士を擁している公共嘱託表示登記の専門機関と
して県内唯一の法人であるため。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

8482

関西国際空港への
アクセス道路に関
する社会実験協議
会会長　板垣正義

平成１７年度関西国際空港
へのアクセス道路に関する
社会実験業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年7月7日 69,000,000

関西国際空港へのアクセス道路に関する
社会実験協議会を社会実験実施のために
立ち上げており、本協議会以外実施でき
ないため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8483
近畿技術コンサル
タンツ（株）

平成１７年度地域調整課技
術（その４）業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年7月25日 9,240,000

本業務は、標準プロポーザル方式による
ものであり、提出３社の技術提案書を建
設コンサルタント選定委員会において総
合的に評価した結果、当該業者が他社よ
り優れていたので特定されたものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8484
新構造技術（株）
大阪支店

平成１７年度住吉橋外耐震
設計業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年8月10日 42,157,500

本業務は標準プロポーザル方式によるも
のであり、提出5社の技術提案書及びヒ
アリングの評価の結果、新構造技術
（株）に特定された。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8485
大日本コンサルタ
ント（株）　大阪支社

平成１７年度歌島橋外耐震
設計業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年8月10日 35,700,000

本業務は標準プロポーザル方式によるも
のであり、提出5社の技術提案書及びヒ
アリングの評価の結果、大日本コンサル
タント（株）に特定された。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8486
（株）産業経済新聞
社　大阪本社営業
局

平成１７年度道路広報活動
実施その２業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年8月18日 7,347,000

本業務の効果を一層高めるためには、全国地
方新聞社連合会に加盟する新聞社が全国一斉
に掲載する道路行政に関する取材記事と併せ
て掲載することが有効である。大阪府域にお
いて、全国地方新聞社連合会に唯一加盟して
いるのが㈱産業経済新聞社大阪本社である。
従って、本業務の実施にあたり、㈱産業経済
新聞社大阪本社と随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

8487
（財）大阪市都市建
設技術協会

平成１７年度大阪市内自転
車撤去作業

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年8月25日 20,119,018

財団法人大阪市都市建設技術協会は、大
阪市の委託で大阪市管理区域の不法駐輪
の撤去作業を行っており、十分な実績を
もっている。また、自転車撤去作業に精
通した経験豊富な指導者や人員を有して
おり、本業務の遂行に必要な上記条件を
満たす唯一の法人である。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8488 （株）榎並工務店
西大阪維持出張所車庫新
築（第二期）その他工事

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年9月1日 52,941,000

本工事は庁舎増改築工事を２年で行うも
のであり、１期、２期を通じて一貫した
技術が必要であること、瑕疵担保責任の
明確化が必要であるため、１期工事施工
業者と随契するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）

8489
（株）毎日新聞社
大阪本社

平成１７年度道路広報活動
実施その３業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年9月5日 8,400,000

㈱毎日新聞大阪本社では、大阪の再生を目指
して御堂筋に関する特集記事を全２５回に
渡って掲載している。㈱毎日新聞大阪本社で
は、全２５回に渡って御堂筋活性化に携わる
人たちを取材し、都市の新たな繁栄の道を探
る特集記事を掲載している。　これは、今回
のシンポジウムの主要なテーマである「世界
に誇れる顔づくり～世界の中の御堂筋・国際
集客～」、「賑わいのまちを目指して～イベ
ント空間としての御堂筋～」、「明日の御堂
筋～御堂筋の空間構成～」の趣旨と合致して
いる。　今回、毎日新聞社と連携すること
で、シンポジウムと特集記事が相乗効果を発
揮し、より効率的・効果的に大阪府民に対し
て御堂筋の活性化に向けた取り組みを広報す
ることができるため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8490 データウエスト（株）
大阪地域プローブ調査用
品１式購入

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年9月14日 14,913,864

今回導入する無線ＬＡＮ方式は、各バスに設
置された機器からデータを回収する、現時点
で も効率的なシステムである。本システム
（Ｄ－ＳＰＯＴ）は、プローブデータの収集
を目的としてデータウエスト（株）が開発し
たシステムであり、本システムの販売及び
セットアップは、データウエスト（株）以外
には行えない。 よって、本件の契約をデータ
ウエスト（株）と随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４号）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8491
（株）建設技術研究
所　大阪本社

平成１７年度梅田地区不法
駐車対策検討業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年9月15日 48,300,000

㈱建設技術研究所は、「平成１６年度梅田地
区不法駐車対策検討業務」においてプロポー
ザル方式により他社より優れていたので特定
され、的確かつ優れた内容で履行しており、
平成１６年度に実施された情報、履行の経緯
を詳細に熟知している。 同業者は、本業務の
遂行に必要な上記条件を満たす知識、経験を
有し、本業務を履行できる唯一の業者であ
る。したがって、本業務の実施にあたり、上
記業者と随意契約するものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8492
松下電器産業（株）
関西支店

１号特殊車両自動計測設
備点検整備業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年9月15日 7,507,500

当該設備は、高度な電算処理システムに
よって機能するきわめて特殊な設備であ
り、点検整備については設備の設計内容
や機能及び操作について高度に精通して
いることが求められる。上記業者は、本
設備の製作・据付を行っており設備の構
成・機能等を十分把握している。よって
上記業者と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8493
光のまちづくり企画
推進委員会

平成１７年度御堂筋にぎわ
い演出検討業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年9月30日 15,000,000

「御堂筋にぎわい空間づくり」事業推進
のための実行委員会を大阪市や地元団体
等と作っており本実行委員会しか業務遂
行できないため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8494
日本ミュージカル研
究会劇団ＪＭＡ

平成１７年度道路広報活動
実施運営業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年10月3日 6,090,000

上記劇団は、長年ミュージカルの創造を目指
して活動を行っており、専門的な能力（演
出・演技力）、豊富な実績、人員等を有して
いる。また、今回上演するミュージカル「御
堂筋ストーリー」は、上記劇団の主宰者「高
井良純」が制作したものであり、演出・上演
を行えるのは上記劇団をおいて他にない。本
条件を的確に履行するための要件に応えられ
る唯一のものとして、日本ミュージカル研究
会　劇団ＪＭＡ　主催　高井良純　と随意契
約するものである。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8495 岸和田市長
平成１７年度みち活用のま
ちづくり花と光のオープンカ
フェ社会実験業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年10月7日 5,000,000
岸和田市にて実施する社会実験の委託業
務であるため岸和田市以外実施できない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8496 守口市収入役
平成１７年度上半期　大日
地下横断通路昇降設備の
日常管理費用

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年10月20日 957,799

大日地下横断通路に隣接して、守口市が
管理する自転車駐輪場、昇降設備があ
り、昇降設備の維持管理を守口市に委託
し、一括発注を行うことにより、維持管
理費の低減、また自転車駐輪場において
昇降設備の監視が行えることから、本作
業を守口市に委託するものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8497

阪神高速西大阪線
を活用した国道４３
号の渋滞対策にか
かる社会実験協議
会

平成１７年度阪神高速西大
阪線を活用した国道４３号
の渋滞対策にかかる社会
実験業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年10月21日 57,000,000
協議会を社会実験実施のために立ち上げ
ており、本協議会以外実施できないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8498
（株）読売新聞大阪
本社

平成１７年度ＩＴＳ次世代道
路情報システム等広報業
務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年10月25日 5,055,750

上記株式会社は、朝刊販売部数・世帯普及率
は大阪府において１位（937,883部・
25.64％）であることから、大阪府域の住民等
に対して新聞紙面を利用した広告にてＩＴＳ
による次世代道路情報提供システム等を掲載
することは有効である。従って、本業務を的
確に履行できるのは上記株式会社をおいて他
にない。よって、上記株式会社読売新聞社大
阪本社と随意契約を行うものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8499
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

平成１７年度道路交通状況
分析検討業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年10月28日 11,970,000

本業務は、標準プロポーザル方式による
ものであり、提出４社の技術提案書の評
価の結果、パシフィックコンサルタンツ
㈱に特定されたので、当該業者と随意契
約を行うものである。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8500
（株）産業経済新聞
社　大阪本社営業
局

平成１７年度道路広報活動
実施その４業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年11月16日 9,364,950

「地域活性化応援インタビュー企画」
は、全国地方新聞社連合会に加盟する新
聞社が４７都道府県別に実施するもので
あるが、大阪府域において、全国地方新
聞社連合会に唯一加盟しているのが㈱産
業経済新聞社大阪本社である。従って、
本業務の実施にあたり、㈱産業経済新聞
社大阪本社と随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

8501
（株）パスコ　大阪
支店

管内北部道路台帳附図修
正等業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年11月25日 104,475,000

本業務は、プロポーザル方式における技
術提案書等を業者選定委員会において評
価した結果、当該業者が総合的評価にお
いて他社より優れているため特定された
ものである。（会計法２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8502
中日本航空（株）
大阪支店

管内南部道路台帳附図修
正等業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年11月25日 47,775,000

本業務は、プロポーザル方式における技
術提案書等を業者選定委員会において評
価した結果、当該業者が総合的評価にお
いて他社より優れているため特定された
ものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8503
日本電気（株）　関
西支社

平成１７年度Ｗｅｂマイクロ
フィルム検索システム改良
業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成17年12月7日 16,590,000

「Ｗｅｂマイクロフィルム検索システ
ム」の機能の一部を改良するため、本シ
ステムの同一性人格権を保持するもので
なければならない。本業者は、「Ｗｅｂ
マイクロフィルム検索システム」の開発
元として、本システムに関する知識、構
築のための特定の技術及び経験を有して
いる唯一の業者である。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8504 （株）日建設計
平成１７年度御堂筋歩道景
観検討業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成18年1月11日 8,505,000

当該業者は、「平成１５年度道路空間活用方
策検討業務」において、プロポーザル方式に
より提案された技術提案書を建設コンサルタ
ント選定委員会において総合的に評価した結
果、他社より優れていたので特定されたもの
であり、その中で、「明日の御堂筋」委員会
の運営・とりまとめを行っており、「御堂筋
再生プラン」に精通している。また、「御堂
筋再生プラン」をより実効性のあるものにす
るため検討した「平成１６年度道路再生基本
計画他検討業務」において、御堂筋における
景観の向上についての検討も行っている。 以
上の理由により、本業務を確実に遂行できる
のは、当該業者をおいて他にないため。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8505
（財）大阪市都市建
設技術協会

平成１７年度大阪市内自転
車撤去作業

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成18年1月11日 19,717,320

財団法人大阪市都市建設技術協会は、大
阪市の委託で大阪市管理区域の不法駐輪
の撤去作業を行っており、十分な実績を
もっている。また、自転車撤去作業に精
通した経験豊富な指導者や人員を有して
おり、本業務の遂行に必要な上記条件を
満たす唯一の法人である。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8506 大阪市建設局長
２号歌島橋地下横断歩道
維持管理作業

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成18年3月1日 119,700

歌島地下横断歩道は、大阪市が管理する
自転車駐輪場へ直結し、また大阪市が整
備した通路と地下空間として一体的なも
のとなっている。そのため、日常清掃等
を大阪市建設局に委託し、一括発注を行
うことにより、維持管理費の低減を図る
ことができるため、本作業を大阪市建設
局に委託するものである。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8507

国道４３号沿道環
境改善に向けた社
会実験協議会会長
新　一真

国道４３号沿道環境改善に
向けた社会実験業務

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成18年3月22日 15,000,000
協議会を社会実験実施のために立ち上げ
ており、本協議会以外実施できないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8508
鹿島・清水・大成特
定建設工事（共）

２６号浪速共同溝分岐立坑
躯体工事

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成18年3月24日 100,000,000

前工事である浪速共同溝（その２）工事
で施工済みの構造物と不可分であり一体
施工が必要であるため、前工事の施工者
である上記業者と随意契約する。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8509
大阪府和泉市水道
事業管理者

給水装置工事にかかる加
入金外

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成18年3月31日 1,462,000
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8510 守口市収入役
平成１７年度下半期　大日
地下横断通路昇降設備の
日常管理費用

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成18年4月6日 957,798

大日地下横断通路に隣接して、守口市が
管理する自転車駐輪場、昇降設備があ
り、昇降設備の維持管理を守口市に委託
し、一括発注を行うことにより、維持管
理費の低減、また自転車駐輪場において
昇降設備の監視が行えることから、本作
業を守口市に委託するものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8511 大阪市交通局
大日駅地下横断通路等の
清掃費用

村西正実
近畿地方整備局大阪国道
事務所
大阪府大阪市城東区今福
西２－１２－３５

平成18年4月6日 3,562,097

大日駅地下横断通路は、大阪市交通局が
管理する地下鉄大日駅と接続しており、
日常清掃を大阪交通局に委託し、一括発
注を行うことにより、維持管理費の低減
を図ることができるため、本作業を大阪
市交通局に委託するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8512
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

第二阪和国道阪南・岬地区
環境（動植物）調査業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年3月2日 19,950,000

高度な技術、専門的な知見、豊富な経験
があり、野鳥の会との協議経緯を熟知し
ていることから、業務実施可能である唯
一の業者（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8513
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

第二京阪道路インパクト資
料作成業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年3月28日 17,167,500
プロポーザル方式のため（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8514
アジア航測（株）
大阪支店

第二京阪道路（門真市域
他）ＣＧ作成業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年3月30日 9,817,500

過去の業務の修正であり、地元説明用の
ＣＧであることから確実性の高い成果が
求められるため（会計法第２９条の３第
４項）

その他

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

8515
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ関西

電話料

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 1,978,395

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

8516
（株）エフエムシー
阪神支店

浪速国道管内機械関係現
場技術業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 14,175,000

平成１５年度プロポーザル方式により技
術職員の経験及び能力、業務の理解度等
総合的に評価した結果特定（会計法２９
条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8517
（株）エフエムシー
阪神支店

浪速国道管内電気通信関
係現場技術業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 28,035,000

平成１５年度プロポーザル方式により技
術職員の経験及び能力、業務の理解度等
総合的に評価した結果特定（会計法２９
条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8518
（株）エフエムひら
かた

平成１７年度「第二京阪道
路」ＰＲ放送作業

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 3,027,288

聴取エリアが、第二京阪道路沿線の関係
地域を全てカバーしており、地域メディ
アとして多くの聴取者を持っているため
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8519
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

大阪北道路（寝屋川地区
他）現場技術業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 27,615,000

平成１５年度プロポーザル方式により技
術職員の経験及び能力、業務の理解度等
総合的に評価した結果特定（会計法２９
条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8520
（株）スリーエスコン
サルタンツ

清滝道路他現場技術業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 28,350,000

平成１５年度プロポーザル方式により技
術職員の経験及び能力、業務の理解度等
総合的に評価した結果特定（会計法２９
条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8521
（株）タカダ　事業本
部

用地補償技術委託業務（そ
の２）

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 13,230,000

当該業務に関する豊富な経験と技術力を
有し、平成１５年度「用地補償技術業
務」を実施し、業務内容に精通した豊富
な経験を有している。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8522
（株）近代設計　大
阪支社

大阪北道路（枚方・交野地
区他）現場技術業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 13,755,000

平成１５年度プロポーザル方式により技
術職員の経験及び能力、業務の理解度等
総合的に評価した結果特定（会計法２９
条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8523
（株）建設環境研究
所　大阪事務所

清滝道路下田原地区生態
系調査業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 18,375,000

ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式により技術提案書を提出
させ、総合的に評価した結果、「予定技
術者の経験及び業務実施能力」他で、他
社よりも比較優位と判断した。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8524
（株）修成建設コン
サルタント

大阪北道路（交野地区他）
現場技術業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 13,650,000

平成１６年度プロポーザル方式により技
術職員の経験及び能力、業務の理解度等
総合的に評価した結果特定（会計法２９
条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8525
（株）千代田コンサ
ルタント　大阪支店

浪速国道事務所広報関係
他現場技術業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 13,755,000
初年度にプロポーザル方式で契約してお
り、当該業務に精通しているため（会計
法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8526
（株）綜合技術コン
サルタント　大阪支
社

第二阪和国道他設計関係
現場技術業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 27,615,000

平成１５年度プロポーザル方式により技
術職員の経験及び能力、業務の理解度等
総合的に評価した結果特定（会計法２９
条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8527 （株）荘苑
第二京阪監督官詰所賃貸
借料

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 1,808,100

場所が限定されることにより、供給者が
一に特定される賃貸借契約等であって該
当場所でなければ行政事務を行うことが
不可能なため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8528
（株）長大　大阪支
社

大阪北道路環境関係他現
場技術業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 13,807,500
初年度にプロポーザル方式で契約してお
り、当該業務に精通しているため（会計
法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8529
（株）長大　大阪支
社

第二阪和国道淡輪高架橋
橋梁詳細設計業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 61,740,000
プロポーザル方式により、専門技術力、
業務の理解度等総合評価の結果特定(会
計法２９条の３弟４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8530
（財）大阪府文化財
センタ－

第二京阪道路（大阪北道
路）讃良郡条里遺跡他遺物
整理

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 170,474,850
文化財発掘調査（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8531
（財）大阪府文化財
センタ－

第二京阪道路（大阪北道
路）讃良郡条里遺跡発掘調
査（その２の３）

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 76,339,200
文化財発掘調査（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8532
（財）大阪府文化財
センタ－

第二京阪道路（大阪北道
路）讃良郡条里遺跡発掘調
査（その３の３）

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 118,794,900
文化財発掘調査（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8533
（財）大阪府文化財
センタ－

第二京阪道路（大阪北道
路）讃良郡条里遺跡発掘調
査（その５の４）

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 304,348,800
文化財発掘調査（会計法第２９条の３第
４項） その他

随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8534
（財）大阪府文化財
センタ－

第二京阪道路（大阪北道
路）讃良郡条里遺跡発掘調
査（その６の３）

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 233,500,050
文化財発掘調査（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8535
（財）大阪府文化財
センタ－

第二京阪道路（大阪北道
路）讃良郡条里遺跡発掘調
査（その７の２）

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 295,609,650
文化財発掘調査（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8536
（財）大阪府文化財
センタ－

第二京阪道路（大阪北道
路）巣本遺跡発掘調査（そ
の１の２）

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 142,364,250
文化財発掘調査（会計法第２９条の３第
４項） その他

随意契約によらざる
を得ないもの

8537
（財）大阪府文化財
センタ－

第二京阪道路（大阪北道
路）巣本遺跡発掘調査（そ
の２の２）

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 145,354,650
文化財発掘調査（会計法第２９条の３第
４項） その他

随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8538
（財）大阪府文化財
センタ－

第二京阪道路（大阪北道
路）巣本遺跡発掘調査（そ
の３の２）

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 232,138,200
文化財発掘調査（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8539
アイネット・システム
ズ（株）

電子計算機賃貸借及び保
守等

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 306,552

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

8540
エヌ・ティ・ティ・コ
ミュニケーションズ
（株）

電話料

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 1,521,780

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8541

コニカミノルタビジ
ネスソリューション
ズ（株）　近畿直販
事業部官公庁営業
部

電子複写機（カラー）賃貸
借及び保守等

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 2,229,148

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8542
サンワコムシスエン
ジニアリング（株）
関西支店

プリンター賃貸借

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 268,632

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8543
マリックスオフィス
システム（株）

電子複写機賃貸借及び保
守等

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 174,086

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8544
マリックスオフィス
システム（株）

電子複写機賃貸借及び保
守等

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 2,670,983

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8545 リコー関西（株）
電子複写機賃貸借及び保
守等

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 283,119

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8546 京都交通信販（株） タクシーの借り上げ

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 2,647,330

タクシー料金が認可制のため価格による
競争の余地がなく、当局が必要とする
サービスを有する者が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

8547
協和テクノロジィズ
（株）

カラーレーザープリンタ賃
貸借

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 186,480

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8548
協和テクノロジィズ
（株）

パーソナルコンピュータ等
賃貸借及び保守等

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 2,322,180

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8549
協和テクノロジィズ
（株）

電子計算機賃貸借及び保
守等

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 1,380,960

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8550
協和テクノロジィズ
（株）

電子計算機等賃貸借及び
保守等

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 2,142,000

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8551 協和設計（株）
第二京阪道路（寝屋川地区
他）現場技術業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 28,455,000
プロポーザル方式により、予定技術者の
経験及び業務実施能力他総合的に評価し
特定（会計法第２９条の３弟４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8552
近畿技術コンサル
タンツ（株）

第二京阪道路（門真地区・
共同溝他）現場技術業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 13,755,000
プロポーザル方式により、予定技術者の
経験及び業務実施能力他総合的に評価し
特定（会計法第２９条の３弟４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8553 五洋設計（株）
第二京阪道路（門真地区
他）現場技術業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 14,175,000

平成１５年度プロポーザル方式により技
術職員の経験及び能力、業務の理解度等
総合的に評価した結果特定（会計法２９
条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8554
国際航業（株）　大
阪支店

調査第二課設計関係現場
技術業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 27,615,000

ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式により技術提案書を提出
させ、総合的に評価した結果、「技術職
員の経験及び能力」、「業務の理解
度」、「業務実施の理解性」及び「業務
実施の独創性」において、他社よりも比
較優位と判断した。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8555
国土工営コンサル
タンツ（株）

大阪北道路（門真地区他）
現場技術業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 13,755,000

平成１５年度プロポーザル方式により技
術職員の経験及び能力、業務の理解度等
総合的に評価した結果特定（会計法２９
条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8556
三井共同建設コン
サルタント（株）　関
西支社

大阪北道路（枚方・寝屋川
地区）現場技術業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 27,405,000
初年度がプロポーザル方式にて契約して
おり、当該業務に精通しているため（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8557 四條畷市長
清滝生駒道路監督官詰所
建物賃貸借料

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 833,800

場所が限定されることにより、供給者が
一に特定される賃貸借契約等であって該
当場所でなければ行政事務を行うことが
不可能なため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8558
住鉱コンサルタント
（株）大阪支店

清滝道路清瀧地区地下水
等調査業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 37,065,000

プロポーザル方式により、専門技術にお
いて実績が豊富、業務への取り組み意欲
の強さ等総合的に評価し特定（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8559
昭和エンジニアリン
グ（株）

調査第二課計画関係現場
技術業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 13,650,000

ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式により技術提案書を提出
させ、総合的に評価した結果、「技術職
員の経験及び能力」、「業務の理解
度」、「業務実施の理解性」及び「業務
実施の独創性」において、他社よりも比
較優位と判断した。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8560
西日本電信電話
（株）

電話料

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 4,534,178

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8561
綜合警備保障（株）
西日本事業本部

平成１７年度機械警備業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 96,285
機械警備設備を設置した者と継続的に契約
せざるを得ないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

公募を実施（１９年
度から）

8562
大日コンサルタント
（株）大阪支社

第二阪和国道現場技術業
務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 14,175,000
プロポーザル方式により、予定技術者の
経験及び業務実施能力他総合的に評価し
特定（会計法第２９条の３弟４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8563
大日本コンサルタ
ント（株）　大阪支社

大阪北道路（交野・門真地
区）現場技術業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 27,615,000
初年度がプロポーザル方式にて契約して
おり、当該業務に精通しているため（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8564 大和設計（株）
調査第二課事業関係現場
技術業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 13,755,000

ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式により技術提案書を提出
させ、総合的に評価した結果、「技術職
員の経験及び能力」、「業務の理解
度」、「業務実施の理解性」及び「業務
実施の独創性」において、他社よりも比
較優位と判断した。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8565 大和設計（株）
浪速国道事業実施計画他
現場技術業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 27,300,000

当該業者は「技術職員の経験及び能
力」、「業務の理解度」、「業務実施の
実現性」及び「業務実施の独創性」にお
いて優れており、前年度には当事務所が
継続して進めている事業に密接に関係す
る業務を実施していることから、業務内
容に精通した豊富な経験と技術力を有し
ているため（会計法第２９条の３第４
項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8566
中央復建コンサル
タンツ（株）

第二京阪道路（寝屋川・枚
方地区他）現場技術業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 14,175,000

平成１５年度プロポーザル方式により技
術職員の経験及び能力、業務の理解度等
総合的に評価した結果特定（会計法２９
条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8567 日本タクシー（株） タクシーの借り上げ

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 7,289,860

タクシー料金が認可制のため価格による
競争の余地がなく、当局が必要とする
サービスを有する者が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8568
日本技術開発（株）
大阪支社

第二阪和国道工事関係他
現場技術業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 13,807,500

平成１６年度プロポーザル方式により技
術職員の経験及び能力、業務の理解度等
総合的に評価した結果特定（会計法２９
条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8569
日本建設コンサル
タント（株）　大阪支
社

第二京阪道路調査設計現
場技術業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 43,785,000

平成１５年度プロポーザル方式により技
術職員の経験及び能力、業務の理解度等
総合的に評価した結果特定（会計法２９
条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8570
日本振興（株）　大
阪支店

第二京阪道路（枚方・交野
地区他）現場技術業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 28,350,000

平成１６年度プロポーザル方式により技
術職員の経験及び能力、業務の理解度等
総合的に評価した結果特定（会計法２９
条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8571
富士ゼロックス
（株）　西日本支社

電子複写機（工務課他）賃
貸借及び保守等

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月1日 785,781

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8572 朝日放送（株）
浪速国道事務所情報発信
放送業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月4日 15,750,000
プロポーザル方式のため（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8573
東京コンサルタンツ
（株）　福井支店

清滝道路下田原地区道路
設計整理業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年4月28日 10,815,000

ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式により技術提案書を提出
させ、総合的に評価した結果、「予定技
術者の経験及び業務実施能力」他で、他
社よりも比較優位と判断した。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8574
（社）大阪公共嘱託
登記土地家屋調査
士協会

不動産表示登記等委託業
務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年5月12日 13,111,152

本業務の実施にあたっては、不動産の表示に関
する登記についての専門的な知識と土地家屋調
査士法に基づく土地家屋調査士の資格に併せ、
広域的な範囲において同時・多量の業務の迅速
な処理能力が求められる。本契約相手方は不動
産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測
量又はその登記の嘱託又は申請の適正かつ迅
速な実施に寄与することを目的に土地家屋調査
士法（昭和２５年法律第２２８号）第６３条第１項の
規定に基づき設立された公益法人であり、事務
所管内全域において不動産の表示登記に関する
専門的な知識や技能及び豊富な経験を有し、か
つ現地の状況等に精通した多数の土地家屋調査
士を擁している公共嘱託表示登記の専門機関と
して県内唯一の法人であるため。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

8575
（株）電通　関西支
社

平成１７年度第二京阪道路
広報誌作成運営業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年6月3日 48,562,500
プロポーザル方式のため（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8576 （株）大広
平成１７年度第二阪和国道
広報誌作成運営業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年6月6日 8,736,000
プロポーザル方式のため（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8577
（株）エイトコンサル
タント　関西支社

スーペリア地区他建物修復
費負担説明業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年6月24日 997,500

建物の事前調査及び構造診断等を実施
し、これに基づき費用負担の検討及び積
算を行い、非常に詳細且つ責任ある説明
が出来る唯一の業者(会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札若しくは企
画競争に移行

8578 三重中央開発（株）
大阪北道路門真北地区産
業廃棄物処理

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年6月27日 1,779,750,000

高濃度ダイオキシンを含む焼却灰処理の
受け入れ条件、受け入れ可能量、運搬距
離を調査した結果、早期に対応可能な業
者が、唯一だったため（会計法第２９条
の３第４項、特例政令に該当）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8579
国際航業（株）　大
阪支店

第二阪和国道淡輪地区景
観検討業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年6月28日 10,920,000

ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式により技術提案書を提出
させ、総合的に評価した結果、「予定技
術者の経験及び業務実施能力」他で、他
社よりも比較優位と判断した。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8580
（株）クリエイティブ
フォーラム

平成１７年度道路ふれあい
月間イベント企画運営業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年7月13日 6,999,300
業務に対する理解度、企画力独創性につ
いて、総合的に他社より優れていたため
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8581
（財）大阪府都市整
備推進センタ－

平成１７年度「緑立つ道」大
阪府域沿道まちづくり検討
業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年7月14日 21,367,500

土地区画整理事業の調査等において、大
阪府内の行政機関、区画整理組合等から
豊富な受託実績があり、十分な技術、経
験を有している唯一の法人であるため
（会計法第２９条の３第４項）

その他
競争入札若しくは企

画競争に移行

8582
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

第二阪和国道電気設備詳
細設計業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年7月25日 19,950,000
プロポーザル方式により、予定技術者の
経験及び業務実施能力他総合的に評価し
特定（会計法第２９条の３弟４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8583
（社）システム科学
研究所

管内交通需要調査整理業
務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年8月4日 13,545,000

過年度より実施している交通量推計結果
を基に不足する交通量推計を実施し、短
時間で地元説明及び関係機関協議用資料
を作成する必要があるため（会計法第２
９条の３第４項）

その他
その他（競争入札若
しくは企画競争に移

行）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8584 協和設計（株）
第二阪和国道淡輪から深
日地区予備設計業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年8月17日 9,639,000

ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式により技術提案書を提出
させ、総合的に評価した結果、「予定技
術者の経験及び業務実施能力」他で、他
社よりも比較優位と判断した。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8585
（株）スリーエスコン
サルタンツ

地域公共交通網（門真市
域）のあり方修正業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年8月22日 5,554,500

過去の業務の修正であり、地域特性の整
合と正確且つ短期間で実施する必要が
あったため（会計法第２９条の３第４
項）

その他

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

8586 四條畷市長
清滝生駒道路木間池北方
遺跡他発掘調査

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年8月31日 5,000,000
文化財発掘調査（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8587
（株）ダイヤコンサ
ルタント　関西支社

大阪北道路大原池・新池付
替え詳細設計業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年9月21日 33,180,000
プロポーザル方式により、専門技術力、
業務の理解度等総合評価の結果特定(会
計法第２９条の３弟４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8588 朝日放送（株）
浪速国道事務所情報番組
制作放送業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年9月21日 15,225,000
現在放送中の番組が視聴者から高い評価
を得ており、継続して放送するため（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8589
大日本コンサルタ
ント（株）　大阪支社

第二阪和国道淡輪から深
日空中物理探査解析業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年10月4日 3,150,000

当社は空中電磁法を用いた特殊技術を有
しており、地表分布の地質構造を解析す
るにあたっては当該業者が唯一の者であ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

8590
（株）ふるさときゃら
ばん

未知普請活動広報業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年10月6日 6,489,000

みちぶしんミュージカルの演出・デザイ
ンなどの知的所有権を所有している唯一
の劇団であるため（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

8591 （株）荘苑
第二京阪監督官詰所賃貸
借料

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年10月7日 1,291,500

場所が限定されることにより、供給者が
一に特定される賃貸借契約等であって該
当場所でなければ行政事務を行うことが
不可能なため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8592 岬町長
第二阪和国道淡輪遺跡他
発掘調査

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年10月24日 6,880,066
文化財発掘調査（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8593
綜合警備保障（株）
西日本事業本部

平成１７年度機械警備業務
（その２）

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年10月31日 41,265
機械警備設備を設置した者と継続的に契約
せざるを得ないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

公募を実施（１９年
度から）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8594
（株）建設技術研究
所　大阪本社

浪速国道事務所危機管理
対応等事例集作成業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年11月7日 4,672,500

対外的対応事例について、広報の観点か
らの対処法について検討し、総合的に他
社より優れていたため（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8595
（株）長大　大阪支
社

京阪地域道路整備効果検
討業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年11月16日 9,450,000

ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式により技術提案書を提出
させ、総合的に評価した結果、「予定技
術者の経験及び業務実施能力」他で、他
社よりも比較優位と判断した。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8596 リコー関西（株）
電子複写機賃貸借及び保
守等

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年11月30日 132,570

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8597
（株）パスコ　大阪
支店

「緑立つ道」デザイン検討
運営業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年12月5日 21,483,000
プロポーザル方式のため（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8598
東京コンサルタンツ
（株）　福井支店

大阪東部地域道路整備検
討業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年12月14日 9,345,000

ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式により技術提案書を提出
させ、総合的に評価した結果、「予定技
術者の経験及び業務実施能力」他で、他
社よりも比較優位と判断した。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8599
（株）横浜コンサル
ティングセンター
大阪支店

第二京阪道路（三ツ島地区
他）現場技術業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年12月28日 3,255,000
プロポーザル方式により、予定技術者の
経験及び業務実施能力他総合的に評価し
特定（会計法第２９条の３弟４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8600
基礎地盤コンサル
タンツ（株）　関西支
社

第二京阪道路（大阪北道
路）門真地区他現場技術業
務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成17年12月28日 3,465,000
プロポーザル方式により、予定技術者の
経験及び業務実施能力他総合的に評価し
特定（会計法第２９条の３弟４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8601
（社）システム科学
研究所

第二京阪道路整備効果検
討業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成18年2月16日 3,780,000

過年度に当該法人が研究開発している配
車配送計画モデルを基に新たな影響分析
モデルを作成し、シミュレーションを行
い、第二京阪道路の整備効果の推定を行
うため（会計法第２９条の３第４項）

その他
競争入札若しくは企

画競争に移行

8602
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

第二京阪道路インパクト予
測検討他業務

前田陽一
近畿地方整備局浪速国道
事務所
大阪府枚方市南中振３－
２－３

平成18年3月31日 21,840,000

過年度からの継続業務であり、過年度に
作成した環境予測モデルを用いて正確な
予測・対策検討を行う必要があるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8603
（株）ウエスコ　豊岡
支店

平成１７年度道路管理課現
場技術業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 27,405,000

平成１６年度の業務執行において、発注
者が求める資料等を的確に作成、処理す
るとともに、業務実施姿勢も誠実でその
成績は優秀であったため。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8604
（株）ウエスコ　豊岡
支店

平成１７年度豊岡出張所現
場技術その２業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 14,070,000

平成１５年度プロポーザル方式により技
術提案書を提出させ、建設コンサルタン
ト選定委員会において、「技術職員の経
験及び能力」、「業務の理解度」、「業
務実施の実現性」及び「業務実施の独創
性」が総合的に評価された結果、他社よ
り優れていたため。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8605
（株）ウエスコ　豊岡
支店

平成１７年度八鹿国道維持
出張所現場技術業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 28,140,000

平成１７年度の業務執行において、発注
者が求める資料等を的確に作成、処理す
るとともに、業務実施姿勢も誠実でその
成績は優秀であったため。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8606 （株）エ－ス
平成１７年度道路管理課現
場技術その２業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 13,755,000

平成１６年度の業務執行において、発注
者が求める資料等を的確に作成、処理す
るとともに、業務実施姿勢も誠実でその
成績は優秀であったため。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8607
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ関西

電話料

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 9,937,300

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

8608
（株）エフエムシー
阪神支店

平成１７年度機械現場技術
業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 27,930,000
プロポーサルで特定（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8609
（株）エフエムシー
阪神支店

平成１７年度春日和田山監
督官電気通信現場技術業
務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 14,175,000
プロポーサルで特定（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8610
（株）エフエムシー
阪神支店

平成１７年度電気通信関係
技術その２業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 27,930,000
プロポーサルで特定（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8611
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

平成１７年度八鹿国道維持
出張所現場技術その２業
務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 14,070,000

平成１７年度の業務執行において、発注
者が求める資料等を的確に作成、処理す
るとともに、業務実施姿勢も誠実でその
成績は優秀であったため。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8612
（株）カイヤマグチ
豊岡支店

平成１７年度調査課計画係
現場技術業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 13,755,000

平成１５年度プロポーザル方式により技
術提案書を提出させ、建設コンサルタン
ト選定委員会において、「技術職員の経
験及び能力」、「業務の理解度」、「業
務実施の実現性」及び「業務実施の独創
性」が総合的に評価された結果、他社よ
り優れていたため。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8613 （株）ぎょうせい 追録　建設法令総覧　外

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 2,925,310
購入済みの台本と密接不可分な追録の購
入であるため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8614
（株）スリーエスコン
サルタンツ

平成１７年度和田山監督官
現場技術その３業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 14,070,000
平成15年度のプロポーザル方式により総
合的に判断し特定した業者と随意契約
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8615
（株）スリーエスコン
サルタンツ

平成１７年度和田山監督官
現場技術業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 14,070,000
プロポーザル方式により総合的に判断し
特定した業者と契約（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8616 （株）ネクステージ
河川激甚災害対策推進室
借上料

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 5,733,000

場所が限定されることにより、供給者が
一に特定される賃貸借契約等であって該
当場所でなければ行政事務を行うことが
不可能なため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8617
（株）ピーエムコン
サルタント

平成１７年度和田山監督官
現場技術その２業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 14,175,000
平成16年度のプロポーザル方式により総
合的に判断し特定した業者と随意契約
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8618
（株）ピーエムコン
サルタント

平成１７年度用地補償技術
その１業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 13,020,000

本業務は、プロポーザル方式により技術
提案書を提出させ、建設（補償）コンサ
ルタント選定委員会において評価された
結果、当該業者「技術職員の経験及び能
力、「業務の理解度」、「業務実施の実
現性」及び「業務実施の独創性」の全て
において他社より優れていたので特定さ
れた。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8619
（株）神戸新聞事業
社

平成１７年度豊岡河川国道
事務所事業ＰＲ業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 3,738,000
地域に精通した広報を行うため（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8620 （株）堀通信
パーソナルコンピューター
賃貸借

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 475,776

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8621 （株）堀通信
調査課河川ＧＩＳ用パソコン
賃貸借

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 122,220

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8622 （有）サンケイ商会
マイクロリーダープリンター
保守及び消耗品供給

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 894,600

当該物件は平成１２年以前に指名競争契
約によりリースしたものであり、契約相
手先が特定されるため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8623 （有）サンケイ商会
豊岡Ｎｅｔサーバー等賃貸借
料

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 596,400

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8624
エヌ・ティ・ティ・ア
セット・プランニング
関西（株）

北近畿監督官待機室借上
料

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 7,098,840

場所が限定されることにより、供給者が
一に特定される賃貸借契約等であって該
当場所でなければ行政事務を行うことが
不可能なため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8625
エヌ・ティ・ティ・コ
ミュニケーションズ
（株）

電話料

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 1,837,837

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

8626 セコム（株） 平成１７年度機械警備業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 9,763,740
機械警備設備を設置した者と継続的に契約
せざるを得ないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

公募を実施（１９年
度から

単価契約

8627
セントラルコンサル
タント（株）　大阪支
社

平成１７年度工務課調査計
画現場技術業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 13,755,000
地域との経緯を熟知している必要がある
ため（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8628
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

平成１７年度八鹿豊岡南道
路環境影響評価書作成業
務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 26,460,000
経緯等を熟知している必要なため（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8629
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

平成１７年度北近畿豊岡自
動車道導入空間検討業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 12,442,500
平成16年度のプロポーザル方式により総
合的に判断し特定した業者と随意契約
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8630
リコ－リ－ス（株）
大阪支社

高速プリンター賃貸借

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 22,740

当該物件は平成１２年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8631 井上（株）
プローブ情報システム等賃
貸借

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 156,000

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8632 井上（株） プロッタ等賃貸借

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 469,980

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8633
応用地質（株）　神
戸支店

平成１７年度黒田地区地滑
りとりまとめ業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 6,615,000
発生のメカニズム、経緯を熟知している
必要があるため（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

8634 近畿設備（株）
平成１７年度電気通信関係
技術業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 13,965,000
プロポーサルで特定（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8635 金下建設（株） ９号八鹿地区維持作業

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 109,998,642

豊富な経験と現場の状況等に熟知した作
業員等の確保が図れ、緊急時・危機管理
に迅速な出動態勢がとれる唯一の業者で
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの

単価契約

8636
香美町長　職務執
行者　岩槻　健

道の駅ハチ北管理業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 3,738,000
協議に基づく委託契約（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8637
三井リース事業
（株）関西営業本部

ノート型パーソナルコン
ピューター賃貸借（その１）

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 851,304

当該物件は平成１２年に一般競争契約に
よりリースしたものを再リースしたもの
であり、契約相手先が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8638
三井リース事業
（株）関西営業本部

ノート型パーソナルコン
ピューター賃貸借（その２）

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 919,728

当該物件は平成１３年に一般競争契約に
よりリースしたものを再リースしたもの
であり、契約相手先が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

8639
山陰観光タクシー
（株）豊岡営業所

タクシーの借上げ

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 2,681,840

タクシー料金が認可制のため価格による
競争の余地がなく、当局が必要とする
サービスを有する者が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

8640 山陰道路（株） ９号湯村地区維持作業

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 79,688,503

豊富な経験と現場の状況等に熟知した作
業員等の確保が図れ、緊急時・危機管理
に迅速な出動態勢がとれる唯一の業者で
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの

単価契約

8641
新日本都市企画
（株）

平成１７年度用地補償技術
その３業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 13,177,500

本業務は、平成１６年度プロポーザル方式に
より技術提案書を提出させ、建設コンサルタ
ント選定委員会において評価された結果、当
該業者が「技術職員の経験及び能力、「業務
の理解度」、「業務実施の実現性」及び「業
務実施の独創性」において他社より優れてい
たので特定されたものである。当該業者は、
平成１６年度の業務執行において、発注者が
求める資料等を的確に作成・処理するととも
に、業務実施姿勢も誠実でその成果は優秀で
あった。よって、業務内容に精通した経験を
有し、本業務を誠実かつ的確に履行できる当
該業者と随意契約を締結（会計法第２９条の
３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8642
西日本電信電話
（株）

電話料

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 23,316,687

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8643
中央復建コンサル
タンツ（株）

平成１７年度工務課事業調
整現場技術その２業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 13,755,000
平成15年度のプロポーザル方式により総
合的に判断し特定した業者と随意契約
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8644
東洋技研コンサル
タント（株）

平成１７年度工務課事業調
整現場技術業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 27,615,000
プロポーザル方式により総合的に判断し
特定した業者と契約（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8645
日本交通（株）豊岡
営業所

タクシーの借上げ

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 1,532,580

タクシー料金が認可制のため価格による
競争の余地がなく、当局が必要とする
サービスを有する者が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

8646
日本工営（株）　大
阪支店

平成１７年度和田山監督官
現場技術その４業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 17,535,000
平成15年度のプロポーザル方式により総
合的に判断し特定した業者と随意契約
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8647
日本振興（株）　大
阪支店

平成１７年度八鹿国道維持
出張所機械現場技術業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 14,280,000

平成16年度により標準プロポーザル方式
により総合的に評価した結果、当該業者
が他社より優れていたので。（会計法２
９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8648
日本振興（株）　大
阪支店

平成１７年度豊岡出張所現
場技術業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 14,175,000

平成１５年度プロポーザル方式により技
術提案書を提出させ、建設コンサルタン
ト選定委員会において、「技術職員の経
験及び能力」、「業務の理解度」、「業
務実施の実現性」及び「業務実施の独創
性」が総合的に評価された結果、他社よ
り優れていたため。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8649
日本電子計算機
（株）

端末装置賃貸借一式

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 5,803,308

当該物件は平成１５年に一般競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8650
日本郵政公社　大
阪中央郵便局　共
通事務センター

後納郵便料

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 1,746,440
郵便に関する料金（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8651
富士ゼロックス
（株）　西日本支社

フルカラーデジタル複合機
賃貸借及び保守等その１

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 1,550,750

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8652
兵庫リコー（株）豊
岡営業所

フルカラーデジタル複合機
賃貸借及び保守等

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 1,366,352

当該物件は平成17年に指名競争契約によ
りリースしたものであり、契約相手先が
特定されるため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8653
兵庫リコー（株）豊
岡営業所

電子複写機賃貸借及び保
守等

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 5,941,834

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

２１年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２２年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8654
兵庫リコー（株）豊
岡営業所

電子複写機賃貸借及び保
守等（カラー）

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 3,212,902

当該物件は平成16年に指名競争契約によ
りリースしたものであり、契約相手先が
特定されるため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8655
豊岡エネルギー
（株）

ガス代

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 3,985,601
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

8656
豊岡市水道事業
豊岡市公営企業出
納員

水道料

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 1,871,660
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

8657
豊岡市長職務執行
者

新前川樋門外１０件操作業
務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月1日 30,807,000
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8658
（株）電業社機械製
作所　大阪支店

直轄管理河川揚排水機場
設備点検整備

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月20日 54,915,000

H16年度の一般競争で次年度随契有りの
記載、備特性を熟知した点検要員が確
保、前年度の点検履行が的確（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行（１
９年度から）

8659
川重ファシリテック
（株）

直轄管理河川用ゲート設備
等点検整備

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年4月20日 19,845,000

H16年度の一般競争で次年度随契有りの
記載、備特性を熟知した点検要員が確
保、前年度の点検履行が的確（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行（１
９年度から）

8660
（株）東京ソイルリ
サーチ　関西支店

平成１７年度北谷水文調査
業務．

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年5月20日 2,352,000
プロポーザル方式により総合的に判断し
特定した業者と随意契約（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8661
国際航業（株）　兵
庫営業所

河川災害対策室現場技術
業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年5月22日 12,180,000

標準プロポーザルの手続きに基づき、技
術提案されたものについて、建設コンサ
ルタント選定委員会にて評価した結果特
定されたため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8662
内外エンジニアリン
グ（株）　大阪支社

河川災害対策室現場技術
その２業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年5月22日 12,075,000

標準プロポーザルの手続きに基づき、技
術提案されたものについて、建設コンサ
ルタント選定委員会にて評価した結果特
定されたため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8663
復建調査設計（株）
大阪支社

円山川自然再生計画調査
（その３）業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年5月23日 59,325,000

復建調査設計（株）は、昨年・一昨年の業務
で、（独）土木研究所と協同して円山川に適
応した属性を整理し、円山川のRHS・HQAを実
施した。調査の一貫性及び特殊性等考える
と、既存資料、調査内容及び円山川の属性等
を熟知している相手方以外では目的を達成で
きない。よって、復建調査設計（株）と随意
契約を行うものである。（会計法第２９条の
３第４項）

問題があ
るもの

企画競争を実施

8664
（株）東京建設コン
サルタント　関西支
店

平成１７年度円山川流域委
員会資料作成業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年5月24日 42,735,000

本業務は標準プロポーザルの手続きに基
づき、建設コンサルタント選定委員会で
評価した結果、当該業者が選定されたた
め随意契約を行うものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8665
三井共同建設コン
サルタント（株）　関
西支社

平成１７年度和田山監督官
現場技術その５業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年5月27日 11,938,500
プロポーザル方式により総合的に判断し
特定した業者と契約（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8666
セントラルコンサル
タント（株）　大阪支
社

河川災害対策室事業調整
現場技術業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年5月29日 11,550,000

標準プロポーザルの手続きに基づき、技
術提案されたものについて、建設コンサ
ルタント選定委員会にて評価した結果特
定されたため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8667
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

平成１７年度北近畿道自然
環境調査業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年6月1日 39,795,000
プロポーザル方式により総合的に判断し
特定した業者と契約（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8668
（株）建設技術研究
所　大阪本社

円山川下流部治水計画検
討業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年6月3日 34,125,000

標準プロポーザルの手続きに基づき、技
術提案されたものについて、建設コンサ
ルタント選定委員会にて評価した結果特
定されたため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8669 （株）神戸新聞社
但馬地域の道づくり広報業
務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年6月3日 8,893,500
実行委員会に参画しており調整がはか
れ、効果的に広報を行えるため（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8670 兵庫県教育長

一般国道４８３号北近畿豊
岡自動車道春日和田山道
路Ⅱ事業に伴う埋蔵文化
財発掘出土品整理業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年6月9日 99,427,000
文化財発掘調査（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8671
（株）日立製作所
関西支社

豊岡管内トンネル換気設備
等点検整備

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年6月14日 22,260,000

H16年度の一般競争で次年度随契有りの
記載、備特性を熟知した点検要員が確
保、前年度の点検履行が的確（会計法第
２９条の３第４項）

問題があ
るもの

競争入札に移行（１
９年度から）

8672
（社）兵庫県公共嘱
託登記土地家屋調
査士協会

表示関係不動産登記等業
務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年6月15日 40,294,463

本業務の実施にあたっては、不動産の表示に関
する登記についての専門的な知識と土地家屋調
査士法に基づく土地家屋調査士の資格に併せ、
広域的な範囲において同時・多量の業務の迅速
な処理能力が求められる。本契約相手方は不動
産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測
量又はその登記の嘱託又は申請の適正かつ迅
速な実施に寄与することを目的に土地家屋調査
士法（昭和２５年法律第２２８号）第６３条第１項の
規定に基づき設立された公益法人であり、事務
所管内全域において不動産の表示登記に関する
専門的な知識や技能及び豊富な経験を有し、か
つ現地の状況等に精通した多数の土地家屋調査
士を擁している公共嘱託表示登記の専門機関と
して県内唯一の法人であるため。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8673
近畿技術コンサル
タンツ（株）

春日和田山道路山東ＩＣ外
２箇所融雪設備設計業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年6月16日 21,210,000

平成16年度に標準プロポーザル方式によ
り総合的に評価した結果、当該業者が他
社より優れていたので。（会計法２９条
の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8674
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

奈佐川堤防安全性照査及
び工法検討業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年7月12日 46,620,000

標準プロポーザルの手続きに基づき、技
術提案されたものについて、建設コンサ
ルタント選定委員会にて評価した結果特
定されたため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8675
日本工営（株）　大
阪支店

新田井堰改築設計業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年7月26日 32,025,000

標準プロポーザルの手続きに基づき、技
術提案されたものについて、建設コンサ
ルタント選定委員会にて評価した結果特
定されたため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8676 兵庫県教育長

一般国道４８３号北近畿豊
岡自動車道和田山八鹿道
路に伴う米里山際古墳発
掘調査

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年7月26日 5,782,000
文化財発掘調査（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8677
近畿技術コンサル
タンツ（株）

奈佐川改修計画検討業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年8月2日 50,190,000

標準プロポーザルの手続きに基づき、技
術提案されたものについて、建設コンサ
ルタント選定委員会にて評価した結果特
定されたため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8678
（株）パスコ　神戸
支店

台風２３号デジタルオルソ
画像作成作業

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年8月10日 2,362,500

相手方は台風２３号出水時（平成１６年
１０月２２日）に撮影した航空写真の
データを所持しており、本件は、その写
真データからデジタルオルソ画像を作成
するものである。よって、特定の者が所
有するデータを必要とする作業のため
（株）パスコと随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8679
川崎地質（株）　西
日本支社

円山川堤防強化設計業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年8月11日 14,910,000

標準プロポーザルの手続きに基づき、技
術提案されたものについて、建設コンサ
ルタント選定委員会にて評価した結果特
定されたため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8680
（株）建設技術研究
所　大阪本社

ひのそ島植生追跡調査検
討（その３）業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年8月26日 8,925,000

実験地のみならずひのそ島掘削工事で造成さ
れた覆土区間において、出水前の貴重種の発
芽場所、生育状況、遷移状況を充分に理解し
ている。本業務は、将来的な貴重種の維持管
理方法検討のために出水後での変化を詳細に
調査し、その特徴を整理することが目的とな
る。株式会社建設技術研究所でなければより
詳細な成果を得ることは出来ない。（会計法
第２９条の３第４項）

問題があ
るもの

企画競争を実施

8681
（株）エム・シ－・ア
ンド・ピ－

円山川防災情報携帯サイト
管理運営業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年9月2日 12,337,500

本業務は、円山川緊急治水対策における出水
期（６月）までの対応の一環で、昨年度構築
を行った情報提供ツールを本格的に運用する
にあたって管理・運営を図るものである。た
だし管理・運営にあたっては、①当情報提供
ツールは運用実績が少ない、②水防活動や避
難活動など人命に拘わる防災情報であるため
正確な情報発信が必要である、③予期せぬト
ラブルに対して迅速な対処が必要である、④
改良に対して迅速に対応可能な技術力を有す
る必要がある、といった４つの観点からも本
業務が特異性を有するものであるので、その
ためには現行システムの仕様を完全に把握し
ているものでないと対応することが出来ない
業務である。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8682 （株）山本設計
北近畿豊岡自動車道建築
設備関係外設計業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年9月2日 28,770,000
プロポーザル方式により総合的に判断し
特定した業者と契約（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8683 兵庫県教育長

一般国道４８３号北近畿豊
岡自動車道和田山八鹿道
路に伴う加都遺跡地発掘
調査

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年9月8日 55,750,000
文化財発掘調査（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8684
（株）東京建設コン
サルタント　関西支
店

円山川河川整備技術的検
討整理（その３）業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年9月15日 89,565,000

円山川の流域委員会、関係機関との打合
せの内容を熟知しているとともに、台風
２３号後に採択された「河川激甚災害対
策特別緊急事業」に関する技術的検討、
解析に携わっている実績があり短期間で
精度の高い検討を行うことに も長けて
いる。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札若しくは企
画競争に移行

8685
三井共同建設コン
サルタント（株）　関
西支社

岩井地区残土受入地設計
等業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年9月16日 17,745,000

標準プロポーザルの手続きに基づき、技
術提案されたものについて、建設コンサ
ルタント選定委員会にて評価した結果特
定されたため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8686
キタイ設計（株）
西日本支社

出石川オオサンショウウオ
調査業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年10月4日 7,245,000

本業務は出石川の直轄管理区間内の調査を実
施するものだが、兵庫県も上流の県管理区間
で同様な調査を実施しており、委員会形式で
調査の方法や調査後の対策等を議論し実施さ
れている。同じ出石川の上流下流と言うこと
で当然双方が連携して実施しなければならな
い調査である。相手方は出石川上流の県管理
区間でオオサンショウウオの生息調査を実施
しており、委員会での議論の内容や調査方
法・対策方法の内容を熟知している。よっ
て、キタイ設計（株）と随意契約を行うもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

問題があ
るもの

競争入札に移行（１
８年度から）

8687
（株）建設技術研究
所　大阪本社

春日和田山道路２管理資
料作成業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年10月11日 16,222,500
プロポーザル方式により総合的に判断し
特定した業者と契約（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8688
応用地質（株）　神
戸支店

平成１７年度和田山八鹿道
路水文調査業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年10月11日 17,136,000
プロポーザル方式により総合的に判断し
特定した業者と契約（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8689
三井共同建設コン
サルタント（株）　関
西支社

一日市地区地盤変動解析
業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年10月13日 30,093,000

標準プロポーザルの手続きに基づき、技
術提案されたものについて、建設コンサ
ルタント選定委員会にて評価した結果特
定されたため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8690
契約担当役　国立
大学法人　福井大
学　財務部長

春日和田山道路の融雪シ
ステムに関する評価解析

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年10月18日 3,696,000
国立大学法人福井大学法人との受託研究
契約に基づく委託（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8691
（株）東京建設コン
サルタント　関西支
店

八代内水対策施設予備設
計業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年10月20日 38,430,000

標準プロポーザルの手続きに基づき、技
術提案されたものについて、建設コンサ
ルタント選定委員会にて評価した結果特
定されたため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8692
（株）神戸新聞事業
社

平成１７年度土木の日広報
業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年10月31日 2,950,500
実行委員会に参画しており調整がはか
れ、効果的に広報を行えるため（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8693 （株）モリモト
八鹿地区消融雪設備外点
検整備

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年11月7日 19,687,500

H16年度の一般競争で次年度随契有りの
記載、備特性を熟知した点検要員が確
保、前年度の点検履行が的確（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの（１８年度か

ら）

8694 （株）田中工業所
湯村地区消融雪設備外点
検整備

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年11月7日 12,201,000

平成16年度の一般競争で次年度随契有り
の記載、備特性を熟知した点検要員が確
保、前年度の点検履行が的確（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの（１８年度か

ら）

8695 （株）キャメル
平成１７年度豊岡河川国道
事務所事業広報誌活用業
務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年11月17日 3,759,000

広告掲載権を持っており、地方誌の広報
部分を活用して広報を行うには、この業
者としか契約できないため。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8696 （株）関西メディア
台風２３号映像記録編集他
業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年11月17日 5,029,500
過去映像資料等を保有しておりその映像
を使用し業務を行うため（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8697
（株）ＣＮインターボ
イス　関西支社

平成１７年度円山川緊急治
水対策事業等記録撮影編
集業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年11月22日 14,175,000

（株）ＣＮインターボイス（旧社名：日本シ
ネセル株式会社）は、小野川放水路、六方排
水機場に関する事業記録撮影を過年度より
行っており、平成３年度「円山川と四季」、
平成８年度「ふるさとの川と遊ぶ－円山川
フェスティバル－」、平成９年度「円山川を
治める－小野川放水路事業－」などの映像製
作を行い、その後も平成１０～１１年度にか
けて円山川の改修状況、六方排水機場工事状
況、台風２３号による円山川被災状況などを
撮影している。今回製作するビデオは、これ
までに製作したビデオと当該業者が撮影し所
有している映像に、今回撮影する映像を加え
て編集し作成するものである。当該一連の収
録映像は著作権法の対象となる著作物にあた
り、同法の規定による行為等の制限を受ける
おそれがある。よって、過年度に撮影編集し
てきた収集映像の著作権を持っている当該業
者と随意契約を行うものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8698
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

和田山八鹿道路芳賀野高
架橋基本設計業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年11月22日 31,605,000
プロポーザル方式により総合的に判断し
特定した業者と契約（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8699
（株）日水コン　大
阪支所

円山川河道掘削影響検討
業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年11月30日 20,895,000

標準プロポーザルの手続きに基づき、技
術提案されたものについて、建設コンサ
ルタント選定委員会にて評価した結果特
定されたため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8700 株本建設工業（株） ９号美方地区除雪作業

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年11月30日 52,972,500

公募を行ったが、条件に見合う業者が当
該業者しか見あたらない。また、豊富な
経験と現場の状況等に十分熟知した有能
な運転員等の確保が図れ、緊急時・危機
管理に迅速な出動態勢がとれる唯一の業
者である。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの

8701
三井共同建設コン
サルタント（株）　関
西支社

六方内水対策施設予備設
計業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年11月30日 37,170,000

標準プロポーザルの手続きに基づき、技
術提案されたものについて、建設コンサ
ルタント選定委員会にて評価した結果特
定されたため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8702 大清道路管理（株） ４８３号除雪作業

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年11月30日 9,870,000

公募を行ったが、条件に見合う業者が当
該業者しか見あたらない。また、他事務
所での同種の実績と当事務所での維持作
業の契約があり、現場条件を熟知した運
転員等の確保が図れ、緊急時・危機管理
に迅速な出動態勢がとれる唯一の業者で
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行

8703 香美町長
一般国道９号香美町内歩
道除雪作業

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年12月9日 289,800
協議に基づく委託契約（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8704 新温泉町長
一般国道９号新温泉町内
歩道除雪作業

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年12月9日 432,600
協議に基づく委託契約（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8705 朝来市長
一般国道９号朝来市内歩
道除雪作業

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年12月9日 354,900
協議に基づく委託契約（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8706 養父市長
一般国道９号養父市内歩
道除雪作業

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年12月9日 347,550
養父市との委託契約に基づく委託（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8707
バウ環境色彩計画
（株）

豊岡河川国道事務所事業
概要作成業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年12月14日 15,729,000
プロポーザル方式により総合的に判断し
特定した業者と契約（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8708
（株）建設技術研究
所　大阪本社

円山川遊水地模型実験検
討業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年12月19日 13,755,000

標準プロポーザルの手続きに基づき、技
術提案されたものについて、建設コンサ
ルタント選定委員会にて評価した結果特
定されたため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8709 （株）クボタ
六方排水機場除塵設備修
繕工事

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成17年12月22日 13,965,000
製造メーカーによる固有技術が必要（会
計法第２９条の３第４項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）

8710
（株）電業社機械製
作所　大阪支店

城崎排水機場外設備修繕
工事

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成18年1月26日 22,785,000
製造メーカーによる固有技術が必要（会
計法第２９条の３第４項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）

8711 （株）小野設計
９号道の駅「ようか」駅舎新
築基本設計業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成18年2月1日 1,995,000

標準プロポーザル方式（技術者評価型）によ
り技術提案書を提出させヒアリングを実施
し、建設コンサルタント選定委員会におい
て、当該業者が「業務内容の理解度」、「業
務の実施方針・着目点」、「業務実施方
針」、「予定技術者の資格等」、「業務の理
解度」及び「ヒアリング内容」において、総
合的に評価された結果、他社より優れていた
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8712 （株）クボタ 排水ポンプ車修繕整備

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成18年3月6日 3,990,000
製造メーカーによる固有技術が必要（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8713
（社）システム科学
研究所

平成１７年度但馬地域将来
道路網検討業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成18年3月14日 24,150,000
交通量配分モデルやＯＤ表を所有してい
る唯一の業者であり地域にも精通してい
るため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

公募を実施（１９年
度から）

8714
日本工営（株）　大
阪支店

円山川河道掘削土砂受入
地設計業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成18年3月24日 42,315,000

標準プロポーザルの手続きに基づき、技
術提案されたものについて、建設コンサ
ルタント選定委員会にて評価した結果特
定されたため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8715
（株）建設技術研究
所　大阪本社

円山川下流部浸水対策施
設設計業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成18年3月29日 43,470,000

標準プロポーザルの手続きに基づき、技
術提案されたものについて、建設コンサ
ルタント選定委員会にて評価した結果特
定されたため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8716
三井共同建設コン
サルタント（株）　関
西支社

六方内水対策施設詳細設
計業務

後藤正
近畿地方整備局豊岡河川
国道事務所
兵庫県豊岡市幸町１０－
３

平成18年3月30日 38,850,000

標準プロポーザルの手続きに基づき、技
術提案されたものについて、建設コンサ
ルタント選定委員会にて評価した結果特
定されたため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8717
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ関西

電話料金

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 4,451,203

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

8718
（株）エム・シー・ア
ンド・ピー

平成１７年度ホームページ
等サポート業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 13,912,500

前年度にプロポーザルにより業務が特定
され随意契約が結ばれている。ホーム
ページ作成に係る豊富な経験と習熟した
技術により、多くの実績があるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

8719 （株）カイヤマグチ
平成１７年度加古川大堰管
理現場技術業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 14,154,000

過年度において標準プロポーザル方式に
より特定され、過年度業務においても的
確な遂行がなされたため（会計法第２９
条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8720 （株）カイヤマグチ
平成１７年度山崎維持出張
所現場技術業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 14,154,000

上記業者は、当該業務を平成１６年度におい
て標準プロポーザル方式により特定され、技
術提案書の要請時においても「次年度以降引
き続き実施する場合もある」の記載事項があ
り、また担当技術員は、過年度業務において
も業務の実施内容を十分理解し、誠実・的確
な対応など業務を支障なく完了したと判断で
きる。よって、本業務を上記業者と随意契約
をするものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8721
（株）スリーエスコン
サルタンツ

平成１７年度姫路第一維持
出張所現場技術業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 14,175,000

上記業者は、当該業務を平成１６年度におい
て標準プロポーザル方式により特定され、技
術提案書の要請時においても「次年度以降引
き続き実施する場合もある」の記載事項があ
り、また担当技術員は、過年度業務において
も業務の実施内容を十分理解し、誠実・的確
な対応など業務を支障なく完了したと判断で
きる。よって、本業務を上記業者と随意契約
をするものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
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点検の結果 講ずる措置

8722 （株）ユニテックス
平成１７年度加古川大堰機
械設備管理現場技術業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 16,579,500

本業務は、河川管理第二課が担当する機械設
備関係の監督業務、機械設備の維持管理に関
する業務、洪水体制時における補助業務等を
行うものであり、業務の適切な履行を確保す
るには、機械設備の構造や機能、これまでの
管理実態等に関する知識、過年度までの点検
結果や整備状況等に関する知識、洪水体制時
における業務実績などが必要となる。上記業
者は、当該業務を平成１５年度において標準
プロポーザル方式により特定され、技術提案
書の要請時においても「次年度以降引き続き
実施する場合もある」の記載事項があり、ま
た担当技術員は、過年度業務においても業務
の実施内容を十分に理解し、誠実・的確な対
応など業務を支障なく完了したと判断でき
る。よって、本業務を上記業者と随意契約を
するものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8723
（株）建設技術研究
所　大阪本社

平成１７年度龍野出張所現
場技術業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 14,070,000

当業務は、標準プロポーザル方式による
ものであり、提出２社の技術提案書の評
価の結果、（株）建設技術研究所が特定
されたので、当該業者と随意契約を行う
ものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8724 （株）西播設計
平成１７年度工務第一課現
場技術業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 13,755,000

当業務は、標準プロポーザル方式による
ものであり、提出２社の技術提案書の評
価の結果、（株）西播設計が特定された
ので、当該業者と随意契約を行うもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8725 （株）大浦組
姫路第一管内道路維持作
業

井上智夫
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 82,170,297

道路維持作業は、道路状況、交通状況、沿道
状況、気象状況等の地域特性を熟知し、交通
の安全、保持に努めるものとし、的確な自主
的判断も含めた作業実施が必要で、経年的に
作業を行うことが良質な作業成果が得られる
ことから、平成１６年度に「次年度随意契約
する場合がある。」を明記し、公募型指名競
争入札方式で上記業者と契約したものであ
る。上記業者は平成１６年度の作業におい
て、①現地条件に即した良好な作業を行って
おり、現時点までの成果から良好な成績評価
点であることが見込める。②不誠実な行為が
ない。③作業中の請負者の責による事故がな
い。以上のことから、平成１７年度の作業に
おいても良好な成果が期待できるため、上記
業者と随意契約する。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8726 （株）大給組 山崎管内道路維持作業

井上智夫
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 100,668,229

道路維持作業は、道路状況、交通状況、沿道
状況、気象状況等の市域特性を熟知し、交通
の安全、保持に努めるものとし、的確な自主
的判断も含めた作業実施が必要で、経年的に
作業を行うことが良質な作業成果が得られる
ことから、平成１６年度に「次年度随意契約
する場合がある。」を明記し、公募型指名競
争入札方式で上記業者と契約したものであ
る。上記業者は平成１６年度の作業におい
て、①現地条件に即した良好な作業を行って
おり、現時点までの成果から良好な成績評価
点であることが見込める。②不誠実な行為が
ない。③作業中の請負者の責による事故がな
い。以上のことから、平成１７年度の作業に
おいても良好な成果が期待できるため、上記
業者と随意契約する。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの

単価契約

8727
（株）日立製作所
関西支社

平成１７年度加古川大堰制
御設備点検業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 2,992,500

本業務において点検を実施する設備は、加古
川大堰の放流操作担う設備であるだけでな
く、日常の各データ及び操作記録を行う堰管
理上極めて重要な設備である。設備の点検を
行うにあたっては、当該システム全般、機器
構成、ソフトウェア等全てを熟知し、専門的
な知識と充分な経験を有する技術者でなけれ
ば誤作動等の原因につながりかねず、、健全
な堰管理に支障を与えるおそれがある。
（株）日立製作所は本設備の設計、製作、据
付調整を行っていることから、設備を熟知し
かつ経験豊富な技術者を有している唯一の業
者である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの

8728

コニカミノルタビジ
ネスソリューション
ズ（株）大阪支社直
販営業

カラーコピー複合機の賃貸
借及び保守等

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 2,672,036

当該物件は平成１５年度に指名競争契約
によりリースしたものであり、契約の相
手方が特定されているため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

8729
ジェイティ不動産
（株）大阪支店

平成１７年度姫路河川国道
事務所安田監督官詰所賃
貸借

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 9,651,600

場所が限定されることにより、供給者が
一つに特定される賃貸借契約等であって
当該場所でなければ行政事務を行うこと
が不可能なため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8730
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

平成１７年度小野出張所現
場技術（その２）業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 14,175,000

本業務は、小野出張所が担当する事業の過去
の経緯、対外機関との協議調整・現地状況等
に精通し、事業の詳細を熟知する必要があ
り、また繰越工事等継続的な業務もあるな
ど、業務の適切履行を確保するには過年度業
務を継続的に行う必要がある。上記業者は、
当該業務を平成１６年度において標準プロ
ポーザル方式により特定され、技術提案書の
要請時においても「次年度以降引き続き実施
する場合もある」の記載事項があり、また担
当技術員は、過年度業務においても業務の実
施内容を十分に理解し、誠実・的確な対応な
ど業務を支障なく完了したと判断できる。
よって、本業務を上記業者と随意契約するも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8731
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

平成１７年度調査第一課河
川・海岸現場技術業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 13,650,000

本業務は、調査第一課において河川及び海岸
に関する調査等の補助を行うものである。上
記業者は、当該業務を平成１６年度において
標準プロポーザル方式により特定され、技術
提案書の要請時においても「次年度以降引き
続き実施する場合もある」の記載事項があ
り、平成１６年度担当業務である河道整備検
討業務等は、引き続き平成１７年度以降も継
続して実施するため、上記業者に担当させる
方が有利である。また担当技術員は、過年度
業務においても業務の実施内容を十分理解
し、誠実・的確な対応など業務を支障なく完
了したと判断できる。よって本業務を上記業
者と随意契約をするものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8732
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

平成１７年度東播海岸出張
所現場技術業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 14,175,000

当業務は、標準プロポーザル方式による
ものであり、提出２社の技術提案書を評
価の結果、パシフィックコンサルタンツ
（株）が特定されたので、当該業者と随
意契約を行うものである。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8733
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

平成１７年度姫路北バイパ
ス環境影響検討業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 14,175,000

本業務は、標準プロポーザル方式による
ものであり、提出５社の技術提案書の評
価の結果、上記パシフィックコンサルタ
ンツ㈱が特定されたので、当該業者と随
意契約を行うものである。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8734
協和テクノロジィズ
（株）

Ｂ５ノートパソコン賃貸借

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 69,300

当該物件は平成１７年度に指名競争契約
によりリースしたものであり、契約の相
手方が特定されているため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8735
協和テクノロジィズ
（株）

イントラネットサーバー賃貸
借

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 239,400

当該物件は平成１５年度に指名競争契約
によりリースしたものであり、契約の相
手方が特定されているため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8736
協和テクノロジィズ
（株）

パーソナルコンピュータ（水
質調査用）賃貸借及び保守
等

井上智夫
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 14,679

当該物件は平成１７年度に指名競争契約
によりリースしたものであり、契約の相
手方が特定されているため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8737
協和テクノロジィズ
（株）

プロッタ再賃貸借

井上智夫
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 28,004

当該物件は平成１５年度に指名競争契約
によりリースしたものであり、契約の相
手方が特定されているため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上

単価契約

8738
協和テクノロジィズ
（株）

技術員用他パーソナルコン
ピュータ賃貸借及び保守等

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 123,480

当該物件は平成１６年度に指名競争契約
によりリースしたものであり、契約の相
手方が特定されているため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8739
協和テクノロジィズ
（株）

非常勤職員用他パーソナ
ルコンピュータ賃貸借及び
保守等

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 2,679,768

当該物件は平成１６年度に指名競争契約
によりリースしたものであり、契約の相
手方が特定されているため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8740
建電設備（株）　関
西支店

平成１７年度電気通信現場
技術（その２）業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 13,923,000

本業務は、標準プロポーザル方式による
ものであり、提出２社の技術提案書の評
価の結果、建電設備株式会社に特定され
たもので、当該業者と随意契約を行うも
のである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8741 高砂市長 高砂樋門操作業務委託

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 799,533
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8742
国際航業（株）　兵
庫営業所

平成１７年度加古川ＢＰ等
現場技術業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 14,070,000

上記業者は、当該業務を平成１６年度におい
て標準プロポーザル方式により特定され、技
術提案書の要請時においても「次年度以降引
き続き実施する場合もある」の記載事項があ
り、また担当技術員は、過年度業務において
も業務の実施内容を十分理解し、誠実・的確
な対応など業務を支障なく完了したと判断で
きる。よって、本業務を上記業者と随意契約
をするものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8743 阪神測建（株）
平成１７年度姫路第二維持
出張所現場技術業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 14,280,000

上記業者は、当該業務を平成１６年度におい
て標準プロポーザル方式により特定され、技
術提案書の要請時においても「次年度以降引
き続き実施する場合もある」の記載事項があ
り、また担当技術員は、過年度業務において
も業務の実施内容を十分理解し、誠実・的確
な対応など業務を支障なく完了したと判断で
きる。よって、本業務を上記業者と随意契約
をするものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8744
三井リース事業
（株）関西営業本部

行政情報システム（平成１２
年度調達）パソコン賃貸借

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 15,276

当該物件は平成１2年度に指名競争契約
によりリースしたものであり、契約の相
手方が特定されているため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

8745
三井リース事業
（株）関西営業本部

行政情報システム（平成１３
年度調達）パソコン賃貸借
及び保守等

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 989,412

当該物件は平成１3年度に指名競争契約
によりリースしたものであり、契約の相
手方が特定されているため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

8746
三井共同建設コン
サルタント（株）　関
西支社

平成１７年度調査第一課河
川・海岸現場技術（その２）
業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 13,839,000

本業務は、調査第一課において河川及び海岸
に関する調査等の補助を行うものである。上
記業者は、当該業務を平成１６年度において
標準プロポーザル方式により特定され、技術
提案書の要請時においても「次年度以降引き
続き実施する場合もある」の記載事項があ
り、平成１６年度担当業務である水文・気象
観測等は、引き続き平成１７年度以降も継続
して実施するため、上記業者に担当させる方
が有利である。また担当技術員は、過年度業
務においても業務の実施内容を十分理解し、
誠実・的確な対応など業務を支障なく完了し
たと判断できる。よって本業務を上記業者と
随意契約をするものである。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8747 宍粟市長 水道料金

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 1,846,072
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

8748
宍粟市長職務執行
者

大西排水樋門他５操作業
務委託

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 2,184,646
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8749 新宮町長
佐野排水樋門他１操作業
務委託

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 719,989
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8750
西日本電信電話
（株）

電話料

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 22,101,269

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

8751
大日本コンサルタ
ント（株）　大阪支社

平成１７年度波賀町防災等
現場技術業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 14,175,000

当業務は、標準プロポーザル方式による
ものであり、提出５社の技術提案書の評
価の結果、中央復建コンサルタンツ㈱が
特定されたので、当該業者と随意契約を
行うものである。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8752
中央復建コンサル
タンツ（株）

平成１７年度河川設計現場
技術業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 27,510,000

当業務は、標準プロポーザル方式による
ものであり、提出２社の技術提案書の評
価の結果、中央復建コンサルタンツ
（株）が特定されたので、当該業者と随
意契約を行うものである。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8753
日本エレベーター
製造（株）　大阪営
業所

エレベーター保守点検調整

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 705,600
保守可能な者が一つに特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
公募を実施



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8754
日本技術開発（株）
大阪支社

平成１７年度道路管理課設
計技術業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 27,562,500

上記業者は、当該業者を平成１６年度におい
て標準プロポーザル方式により特定され、技
術提案書の要請時においても「次年度以降引
き続き実施する場合もある」の記載事項があ
り、また担当技術員は、過年度業務において
も業務の実施内容を十分理解し、誠実・的確
な対応など業務を支障なく完了したと判断で
きる。よって、本業務を上記業者と随意契約
をするものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8755
日本建設コンサル
タント（株）　大阪支
社

平成１６年度揖保川・加古
川基本方針等検討業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 55,860,000

本業務は、揖保川並びに加古川における河川
整備基本方針に関する検討を行う「平成１６
年度揖保川・加古川基本方針等検討業務」で
は水文観測資料の収集精査・流出解析モデル
を構築し、基本高水を設定したところであ
る。今年度実施する標記業務は、過年度業務
の内容を踏まえ計画高水の設定並びに社会資
本整備審査会への説明資料の作成であり、特
に計画高水を設定するためには、基本高水で
設定された流出モデル並びに定数（流域定
数）の整合性が 重要であることから、過年
度業務と継続的に行う必要がある。上記業者
は、当該業務を平成１６年度において標準プ
ロポーザル方式により特定され、技術提案書
の要請時においても「平成１７年度以降の業
務実施がある場合は、本年度に契約締結した
業者と随意契約する。」の記載事項があり、
また過年度業務においても業務の実施内容を
十分に理解し、誠実・的確な対応など業務を
支障なく完了したと判断できる。よって、本
業務を上記業者と随意契約をするものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8756
日本郵政公社　大
阪中央郵便局　共
通事務センター

後納郵便料

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 1,615,605
郵便に関する料金（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8757
日立キャピタル
（株）

印刷機借上

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 233,100

当該物件は平成１６年度に指名競争契約
によりリースしたものであり、契約の相
手方が特定されているため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8758
姫路市水道事業管
理者

水道料金

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 9,477,259
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

8759
姫路乗用自動車事
業協同組合

タクシー借上

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 11,780,760

タクシー料金が認可制のため価格による
競争の余地がなく、当局が必要とする
サービスを有する者が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

8760
富士ゼロックス
（株）　西日本支社

カラーコピー複合機の賃貸
借及び保守等（その２）

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 921,842

当該物件は平成１６年度に指名競争契約
によりリースしたものであり、契約の相
手方が特定されているため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8761
富士ゼロックス
（株）　西日本支社

電子複写機賃貸借及び保
守等

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 6,261,375

当該物件は平成１６年度に指名競争契約
によりリースしたものであり、契約の相
手方が特定されているため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8762
富士ゼロックス
（株）　西日本支社

電子複写機賃貸借及び保
守等（その２）

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 1,019,837

当該物件は平成１４年度に指名競争契約
によりリースしたものであり、契約の相
手方が特定されているため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8763
富士ゼロックス
（株）　西日本支社

電子複写機賃貸借及び保
守等（その３）

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 760,966

当該物件は平成１４年度に指名競争契約
によりリースしたものであり、契約の相
手方が特定されているため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8764 揖保川町長 前川樋門操作業務委託

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 599,697
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8765 揖保川町長
馬路川排水機場操作業務
委託

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 4,071,593
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8766 龍野市長
真砂排水樋門操作業務委
託

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月1日 375,774
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8767
（株）建設技術研究
所　大阪本社

平成１７年度三川分派地区
環境整備検討業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月6日 31,605,000
プロポによる継続（会計法第２９条の３
第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8768
（株）建設技術研究
所　大阪本社

平成１７年度林田川水環境
改善検討業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月6日 17,272,500
プロポによる継続（会計法第２９条の３
第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8769
三洋テクノマリン
（株）　大阪支社

平成１７年度加古川大堰魚
類調査業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月6日 12,400,500

過年度において標準プロポーザル方式に
より特定され、過年度業務においても的
確な遂行がなされたため（会計法第２９
条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8770 総合科学（株）
平成１７年度加古川下流河
口干潟保全調査業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月6日 15,225,000
プロポによる継続（会計法第２９条の３
第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8771
国土工営コンサル
タンツ（株）

平成１７年度調査第二課現
場技術業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月13日 13,440,000
プロポによる継続（会計法第２９条の３
第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8772
（株）神戸新聞事業
社　東播支社

平成１７年度姫路河川国道
事務所管内ラジオ等広報
業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月22日 15,109,500

（株）神戸新聞事業者は、代理店として
番組製作・放送は主に引き受けており非
常に信頼性が高く、また、平成１４ねん
どより当事務所のラジオ番組製作・放送
も手がけており、公共事業や社会資本整
備の必要性を訴える番組製作について多
くのノウハウをもっているため。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8773 （株）ニュージェック
平成１７年度揖保川流域委
員会運営業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月27日 47,397,000
プロポによる特定（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8774
（株）斉藤鐵工所
姫路支店

平成１７年度揖保川水系樋
門等点検整備業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月28日 5,155,500

平成16年度一般競争入札方式で斉藤鐵工所と
契約。平成16年度の点検整備業務において①
当該設備の適切な点検・整備の履行、状態の
報告等が的確に行われていた。②不誠実な行
為がない。③点検整備業務中の請負業者側の
責による事故がない。以上のことから、平成
17年度の点検整備業務においても、良好な履
行がきたいできる。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの

8775
西田鉄工（株）　大
阪支店

加古川大堰魚道ゲート油圧
配管据付工事

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月28日 14,805,000

本工事で据付を行う油圧配管は、昨年
度、西田鐵工が製作したものであり、据
付後の機能確認や工事完了後の不具合等
が発生した際において、製作・据付の責
任体制の一貫が計れない。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）

8776
豊国工業（株）　関
西支店

平成１７年度加古川水系樋
門等点検整備業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年4月28日 4,725,000

平成16年度一般入札方式で豊国工業と契約。
平成16年度の点検整備業務において①当該設
備の適切な点検・整備の履行、状態の報告等
が的確に行われていた。②不誠実な行為がな
い。③点検整備業務中の請負業者側の責によ
る事故がない。以上のことから、平成17年度
の点検整備業務においても、良好な履行がき
たいできる。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行（１
９年度から）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8777
（社）兵庫県公共嘱
託登記土地家屋調
査士協会

不動産表示登記等業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年5月24日 18,061,114

本業務の実施にあたっては、不動産の表示に関
する登記についての専門的な知識と土地家屋調
査士法に基づく土地家屋調査士の資格に併せ、
広域的な範囲において同時・多量の業務の迅速
な処理能力が求められる。本契約相手方は不動
産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測
量又はその登記の嘱託又は申請の適正かつ迅
速な実施に寄与することを目的に土地家屋調査
士法（昭和２５年法律第２２８号）第６３条第１項の
規定に基づき設立された公益法人であり、事務
所管内全域において不動産の表示登記に関する
専門的な知識や技能及び豊富な経験を有し、か
つ現地の状況等に精通した多数の土地家屋調査
士を擁している公共嘱託表示登記の専門機関と
して県内唯一の法人であるため。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

8778
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

興浜地区地盤環境調査解
析（その２）業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年5月27日 15,330,000

当業務は、標準プロポーザル方式による
ものであり、提出４社の技術提案書の評
価の結果、パシフィックコンサルタンツ
（株）が特定されたので、当該業者と随
意契約を行うものである。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8779
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

平成１７年度加古川河道内
樹木管理ガイドライン検討
業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年5月30日 17,220,000

本業務は、加古川河道内樹木管理に関するガ
イドラインについて検討を行うもので、「平
成１６年度加古川河道内樹木管理ガイドライ
ン検討業務」の詳細を熟知する必要があり、
その成果に基づき樹種の特定や生長量調査等
の継続的な調査・検討業務もあるなど、業務
の適切な履行を確保するためには、過年度業
務と継続的に行う必要がある。上記業者は、
当該業務を平成１６年度において標準プロ
ポーザル方式により特定され、技術提案書の
要請時においても「本年度に契約締結した業
者と本年度と併せて２年を目処に随意契約す
る場合がある。」の記載事項があり、また過
年度業務においても業務の実施内容を十分理
解し、誠実・的確な対応など業務を支障なく
完了したと判断できる。よって、本業務を上
記業者と随意契約をするものである。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
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点検の結果 講ずる措置

8780
大清道路管理（株）
姫路支店

平成１７年度姫路管内道路
清掃作業

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年6月6日 19,981,616

本作業は、一般国道２号と２９号の現道上で
道路清掃を行うもので、通行車両の安全確保
と事故防止に配慮し、緊急時においても交代
要員を確保し迅速な作業体制の確保が必要と
される作業である。このため作業区間の交通
状況、沿道状況、地形・気象等自然状況等に
熟知し、特殊な清掃機械の運転操作に熟練し
た運転員等を確保することが要求される。ま
た、経年的に作業を実施することが、良質な
作業成果が得られることから、平成１６年度
に「次年度随意契約する場合がある。」を明
記し、公募型指名競争入札方式で上記業者と
契約したものである。上記業者は平成１６年
度の作業において、①現地条件に即した良好
な作業を行っており、現時点までの成果から
良好な成績評価点であることが見込める。②
不誠実な行為がない。③作業中の請負者の責
による事故がない。以上のことから、平成１
７年度の作業においても良好な成果が見込め
るため、上記業者と随意契約する。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行

8781
（株）エム・シー・ア
ンド・ピー

平成１７年度広報支援業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年6月10日 15,823,500
広報及び広報紙に係る豊富な経験と習熟
技術により、多くの実績があるため（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

8782
大清道路管理（株）
姫路支店

姫路第二管内道路巡回整
備作業

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年6月14日 35,010,264

道路巡回整備作業は、道路の巡回・整備を行
い、道路状況、交通状況、沿道状況、気象状
況等の地域特性を熟知し、的確な自主的判断
も含めた作業実施が必要で、経年的に作業を
行うことが良質な作業成果を得られることか
ら、平成１６年度に「次年度随意契約をする
場合がある。」を明記し、公募型指名競争入
札方式で上記業者と契約したものである。上
記業者は平成１６年度の作業において、①現
地条件に即した良好な作業を行っており、現
時点までの成果から良好な成績評価点である
ことが見込める。②不誠実な行為がない。③
作業中の請負者の責による事故がない。以上
のことから、平成１７年度の作業においても
良好な成果が期待できるため、上記業者と随
意契約する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行

8783
富士ゼロックス
（株）　西日本支社

電子複写機賃貸借及び保
守等（その４）

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年6月15日 3,966,577

当該物件は平成１４年度に指名競争契約
によりリースしたものであり、契約の相
手方が特定されているため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約
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8784
（株）神戸新聞事業
社　東播支社

平成１７年度姫路河川国道
事務所新聞広報業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年6月17日 6,483,750

神戸新聞は、播磨及び明石地域で３８％
の 大の購買者数を有する新聞社であ
る。 播磨及び明石地域の本業務の目的
を達成するため。　（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8785 （株）神戸新聞社
河川防災・減災フォーラム
広報業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年6月23日 6,258,000

本フォーラムは全国地方新聞社連合会が
及び同連合会加盟の各都道府県の地方新
聞社が主催となって開催されるものであ
る。神戸新聞社は、全国地方新聞社連合
会の加盟社として、兵庫県域を担当する
新聞社である。よって、神戸新聞社は、
フォーラムの主催者として開催趣旨や内
容を熟知しているため。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8786
中央復建コンサル
タンツ（株）

平成１７年度播磨臨海地域
幹線道路網整備検討その
他業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年6月30日 23,940,000

当業務は、標準プロポーザル方式による
ものであり、提出５社の技術提案書の評
価の結果、中央復建コンサルタンツ㈱が
特定されたので、当該業者と随意契約を
行うものである。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8787
東京コンサルタンツ
（株）　福井支店

相生有年道路上松地区道
路付属設備詳細設計業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年6月30日 26,460,000

本業務は、標準プロポーザル方式による
ものであり、提出４社の技術提案書を評
価した結果、東京コンサルタンツ㈱に特
定されたので、当該業者と随意契約を行
うものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8788
姫路市中心市街地
公共空間活用社会
実験連絡協議会

平成１７年度道路活用社会
実験（姫路市大手前通り
他）

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年6月30日 7,000,000
社会実験実施協議会との協議書に基づく
委託（会計法第２９条の３第４項） その他

随意契約によらざる
を得ないもの
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8789
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

平成１７年度揖保川河川整
備計画検討業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年7月5日 20,580,000
プロポによる継続（会計法第２９条の３
第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8790
（株）建設技術研究
所　大阪本社

平成１７年度加古川水系整
備評価検討業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年8月8日 14,385,000

本業務は、昨年度構築された加古川における
治水安全度バランスモデルを用い、本支川間
の整備状況並びに兵庫県整備計画を踏まえ下
流直轄管理区間における安全度を評価すると
ともに、直轄管理区間における整備計画の方
向性について検討を行うものであり、「平成
１６年度　加古川治水バランス検討業務」の
詳細並びに指定区間における整備計画につい
て熟知する必要があり、その成果を踏まえ直
轄区間における事業計画の立案を行う必要が
ある。上記業者は、当該業務を平成１６年度
において標準プロポーザル方式により特定さ
れ、技術提案書の要請時においても「兵庫県
管理区間の整備状況及び整備計画策定状況の
追加がある場合は、本年度に契約締結した業
者と本年度と併せて２年を目処に随意契約す
る場合がある。」の記載事項があり、また過
年度業務においても業務の実施内容を十分理
解し、誠実・的確な対応など業務を支障なく
完了したと判断できる。よって、本業務を上
記業者と随意契約をするものである。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8791
日本工営（株）　大
阪支店

平成１７年度加古川下流環
境整備検討業務

井上智夫
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年8月9日 19,110,000

本業務は、標準プロポーザル方式による
ものであり、提出５社の技術提案書及び
ヒアリングによる評価の結果、日本工営
株式会社が特定されたので、当該業者と
随意契約を行うものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
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点検の結果 講ずる措置

8792
日本建設コンサル
タント（株）　大阪支
社

平成１７年度揖保川・加古
川基本方針等検討業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年9月2日 39,270,000

本業務は、揖保川並びに加古川における河川
整備基本方針に関する検討を行う「平成１６
年度揖保川・加古川基本方針等検討業務」で
は水文観測資料の収集精査・流出解析モデル
を構築し、基本高水を設定したところであ
る。今年度実施する標記業務は、過年度業務
の内容を踏まえ計画高水の設定並びに社会資
本整備審査会への説明資料の作成であり、特
に計画高水を設定するためには、基本高水で
設定された流出モデル並びに定数（流域定
数）の整合性が 重要であることから、過年
度業務と継続的に行う必要がある。上記業者
は、当該業務を平成１６年度において標準プ
ロポーザル方式により特定され、技術提案書
の要請時においても「平成１７年度以降の業
務実施がある場合は、本年度に契約締結した
業者と随意契約する。」の記載事項があり、
また過年度業務においても業務の実施内容を
十分に理解し、誠実・的確な対応など業務を
支障なく完了したと判断できる。よって、本
業務を上記業者と随意契約をするものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8793
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

内田・当元統合井堰詳細設
計業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年9月8日 41,790,000

当業務は、標準プロポーザル方式による
ものであり、提出４社の技術提案書の評
価の結果、パシフィックコンサルタンツ
（株）が特定されたので、当該業者と随
意契約を行うものである。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8794
日本建設コンサル
タント（株）　大阪支
社

清水・鍵田統合井堰詳細設
計業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年9月13日 47,775,000

当業務は、標準プロポーザル方式による
ものであり、提出４社の技術提案書の評
価の結果、日本建設コンサルタント
（株）が特定されたので、当該業者と随
意契約を行うものである。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8795
（株）ふるさときゃら
ばん

平成１７年度事業広報業務

井上智夫
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年9月29日 7,476,000

ふるさときゃらばんは、「みちぶしん
ミュージカル」を全国的に公演している
たほか、「公共と地域」をテーマにした
ミュージカルを数多く手がけており、こ
れら数多くの実績により地域と密着した
活動を進めている劇団であり、未知普請
の精神を次世代を担う子供や主婦層に確
実に伝えることのできる唯一の劇団であ
る。（会計法第２３条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8796
国立大学法人　京
都大学

インフラ資産評価・管理の
適化に関する研究

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年9月29日 9,975,000

国立大学法人　京都大学は当局の業務に
精通しており事案の処理に当たって、迅
速かつ適切な対応ができることから、委
託先としたため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8797 （株）ぎょうせい 基本行政通知・処理基準他

井上智夫
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年10月3日 2,382,290
再販売価格が定められており競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8798
（株）エム・シー・ア
ンド・ピー

平成１７年度土木の日広報
業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年10月14日 6,730,500
当業務は、標準プロポーザル方式によ
り、提出４社の技術提案の評価の結果。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8799
（株）岩根研究所
東京支店

平成１７年度道路ビデオＧＩ
Ｓシステム改良業務

井上智夫
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年10月14日 8,022,000

本システムの開発元であり、業務内容に
習熟し、開発技術力に信頼性があり、特
許権を持っているため。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8800 セコム（株）
余部出張所及び防災資料
館他６カ所警備作業

井上智夫
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年11月2日 4,842,180
機械警備設備を設置した者と継続的に契
約せざるを得ないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

公募を実施（１９年
度から



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8801
（株）東京建設コン
サルタント　関西支
店

加古川堰堤他補強対策詳
細設計業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年11月7日 34,125,000

当業務は、標準プロポーザル方式による
ものであり、提出５社の技術提案書の評
価の結果、上記、（株）東京建設コンサ
ルタントが特定されたので、当該業者と
随意契約を行うものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8802
（株）斉藤鐵工所
姫路支店

平成１７年度戸倉散水融雪
設備他点検整備業務

井上智夫
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年11月11日 5,386,500

故障等緊急時においては、要請後早急
（２時間程度）に現場に到着し、設備の
機能回復ができる体制を整える必要があ
り、本地域における有資格業者は斉藤鐵
工所以外にない。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行（１
９年度から）

8803 富士通リース（株）
パーソナルコンピュータの
賃貸借及び保守等

井上智夫
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年11月14日 1,600,200

当該物件は平成１５年度に指名競争契約
によりリースしたものであり、契約の相
手方が特定されているため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（Ｈ１９年度よ

り、国庫債務負担行
為を計上）

単価契約

8804
兵庫ゼロックス
（株）

カラーコピー複合機の賃貸
借及び保守等（その２）

井上智夫
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年11月28日 828,130

当該物件は平成１６年度に指名競争契約
によりリースしたものであり、契約の相
手方が特定されているため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（Ｈ１９年度よ

り、国庫債務負担行
為を計上）

単価契約

8805
兵庫ゼロックス
（株）

電子複写機賃貸借及び保
守等

井上智夫
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年11月28日 2,066,059

当該物件は平成１４年度に指名競争契約
によりリースしたものであり、契約の相
手方が特定されているため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（Ｈ１９年度よ

り、国庫債務負担行
為を計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8806
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

平成１７年度道路事業整備
効果検討業務

井上智夫
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年12月2日 26,512,500

本業務は、標準プロポーザル方式による
ものであり、提出５社の技術提案書の評
価の結果、上記㈱オリエンタルコンサル
タンツが特定されたので、当該業者と随
意契約を行うものである。(会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8807
（株）建設技術研究
所　大阪本社

浜田地区廃棄物分別・安全
管理業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年12月2日 3,570,000

本業務は、現在施工中の上記工事現場に投棄
されていた廃棄物を 終処分場へ搬送するに
あたり、現場において廃棄物を適正に分別管
理を行うものである。特に、撤去対象である
Ｗ２層（燃え殻混り土層）の処理について
は、保有水に排水基準を超えたダイオキシン
類が含まれており、河川流出などによる公衆
災害も想定される。これらの搬出処理にあ
たっては、高度な安全管理が求められること
から詳細設計業務内容を熟知し、安全管理に
関する社会的な責任を担保する必要がある。
以上のことから平成１３年度の調査検討業務
や地質調査業務、平成１４年度の対策工詳細
設計業務に携わり、当該箇所の廃棄物の特性
や分布状況等を十分に理解し把握している
（株）建設技術研究所と随意契約するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

8808
国立大学法人　京
都大学

安全な海浜親水空間創生
のための技術開発に係る
研究

井上智夫
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年12月8日 11,780,000

国立大学法人　京都大学は当局の業務に
精通しており事案の処理に当たって、迅
速かつ適切な対応ができることから、委
託先としたため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8809
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

梅原橋改築詳細設計業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年12月9日 26,512,500

当業務は、標準プロポーザル方式による
ものであり、提出５社の技術提案書の評
価の結果、特定された。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8810
日本工営（株）　大
阪支店

塩屋地区海岸保全施設予
備検討その他業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成17年12月27日 8,190,000

本業務は、標準プロポーザル方式による
ものであり、提出４社の技術提案書の評
価の結果、日本工営（株）が特定された
ので、当該業者と随意契約を行うもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8811
応用地質（株）　神
戸支店

加古川・揖保川堤防質的整
備検討（その２）業務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成18年2月14日 36,540,000

本業務は、加古川・揖保川における堤防質的
整備として、耐浸透・耐浸食機能に対する河
川堤防の安全性を確保するため「河川堤防設
計指針（Ｈ１４．７）」などに基づき、堤防
の詳細点検を実施し、その結果によって河川
堤防の質的整備工法を検討するものである。
上記業者は、当該業務を平成１６年度におい
て標準プロポーザル方式により特定され、技
術提案書の要請時においても「・・・平成１
７年度に実施するものとし、その契約は随意
契約で行う場合もある。」の記載事項があ
り、また過年度業務においても業務の実施内
容を十分に理解し、誠実・的確な対応など業
務を支障なく完了したと判断できる。よっ
て、本業務を上記業者と随意契約をするもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8812
（株）東京建設コン
サルタント　関西支
店

今宿地区河道整備検討業
務

若林伸幸
近畿地方整備局姫路河川
国道事務所
兵庫県姫路市北条１－２
５０

平成18年2月24日 10,500,000

当業務は、即日プロポーザル方式による
ものであり、提出３社の技術提案書の評
価の結果、上記、（株）東京建設コンサ
ルタントが特定されたので、当該業者と
随意契約を行うものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8813 （株）ぎょうせい ぎょうせい追録代

松尾和巳
近畿地方整備局猪名川河
川事務所
大阪府池田市上池田２－
２－３９

平成17年4月1日 2,016,210
購入済みの台本と密接不可分な追録の購
入であるため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8814 （株）ニュージェック
平成１７年度猪名川電気通
信現場技術業務

松尾和己
近畿地方整備局猪名川河
川事務所
大阪府池田市上池田２－
２－３９

平成17年4月1日 14,206,500

平成１６年度に即日プロポーザル方式で
提出された技術提案書による評価により
特定したものであり、平成１６年度の履
行結果も良好であり、本年度も適正な履
行が確保できると判断した。（会計法２
９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8815
（株）パスコ　大阪
支店

平成１７年度猪名川ＧＩＳ保
守業務

松尾和己
近畿地方整備局猪名川河
川事務所
大阪府池田市上池田２－
２－３９

平成17年4月1日 2,058,000

猪名川ＧＩＳシステムの根幹を作成、エ
ラー発生時等対応が可。システム導入時
より継続して保守を実施し状況に精通し
他社に比べ有利。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8816
（株）建設技術研究
所　大阪本社

平成１７年度猪名川河川整
備計画現場技術業務

松尾和己
近畿地方整備局猪名川河
川事務所
大阪府池田市上池田２－
２－３９

平成17年4月1日 27,594,000

本業務は、平成１５年度に即日プロポー
ザル方式で提出された技術提案書による
評価により特定したものであり、平成１
５・１６年度の履行結果も良好であり、
本年度も適正な履行が確保できると判断
したものである。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8817
（株）水建設コンサ
ルタント

平成１７年度猪名川占用調
整課現場技術業務

松尾和己
近畿地方整備局猪名川河
川事務所
大阪府池田市上池田２－
２－３９

平成17年4月1日 14,122,500

本業務は、平成１６年度に即日プロポー
ザル方式で提出された技術提案書による
評価により特定したものであり、平成１
６年度の履行結果も良好であり、本年度
も適正な履行が確保できると判断した。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8818
キャノンシステムア
ンドサポ－ト（株）
近畿営業本部

キヤノン電子複写機賃貸借
調査課

松尾和巳
近畿地方整備局猪名川河
川事務所
大阪府池田市上池田２－
２－３９

平成17年4月1日 2,278,859

当該物件は、平成１６年度に指名競争に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されたため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

8819
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

平成１７年度猪名川河道計
画現場技術業務

松尾和己
近畿地方整備局猪名川河
川事務所
大阪府池田市上池田２－
２－３９

平成17年4月1日 16,065,000

本業務は、平成１６年度に即日プロポー
ザル方式で提出された技術提案書による
評価により特定したものであり、平成１
６年度の履行結果も良好であり、本年度
も適正な履行が確保できると判断した。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8820
マリックスオフィス
システム（株）

電子複写機の賃貸借及び
保守等

松尾和巳
近畿地方整備局猪名川河
川事務所
大阪府池田市上池田２－
２－３９

平成17年4月1日 1,131,685

当該物件は、平成１６年度に指名競争に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されたため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

8821 伊丹市長
鶴田排水樋門外１件操作
業務

松尾和己
近畿地方整備局猪名川河
川事務所
大阪府池田市上池田２－
２－３９

平成17年4月1日 672,000
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8822 京都交通信販（株） 京都交通信販タクシー

松尾和巳
近畿地方整備局猪名川河
川事務所
大阪府池田市上池田２－
２－３９

平成17年4月1日 1,269,700

タクシー料金が認可制のため価格による
競争の余地がなく、当局が必要とする
サービスを有する者が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

8823
近畿技術コンサル
タンツ（株）

平成１７年度猪名川河川レ
ンジャー検討業務

松尾和己
近畿地方整備局猪名川河
川事務所
大阪府池田市上池田２－
２－３９

平成17年4月1日 10,673,250

初年度プロポーザル方式で当該業者を特
定。平成１６年度から一連の業務を行っ
ており、業務を円滑かつ適正に実施する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8824 阪急タクシー（株） 阪急タクシー料

松尾和巳
近畿地方整備局猪名川河
川事務所
大阪府池田市上池田２－
２－３９

平成17年4月1日 2,242,830

タクシー料金が認可制のため価格による
競争の余地がなく、当局が必要とする
サービスを有する者が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8825
西日本電信電話
（株）

電話料

松尾和巳
近畿地方整備局猪名川河
川事務所
大阪府池田市上池田２－
２－３９

平成17年4月1日 1,870,362

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

8826 池田市長
神田川排水機場等操作業
務

松尾和己
近畿地方整備局猪名川河
川事務所
大阪府池田市上池田２－
２－３９

平成17年4月1日 934,290
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8827
日本建設コンサル
タント（株）大阪支
社

平成１７年度排水ポンプ場
運転調整検討業務

松尾和己
近畿地方整備局猪名川河
川事務所
大阪府池田市上池田２－
２－３９

平成17年4月1日 7,906,500

初年度プロポーザル方式で当該業者を特
定。平成１５年度から一連の業務を行っ
ており、業務を円滑かつ適正に実施する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8828
日本振興（株）　大
阪支店

平成１７年度猪名川工務
課・園田出張所現場技術業
務

松尾和己
近畿地方整備局猪名川河
川事務所
大阪府池田市上池田２－
２－３９

平成17年4月1日 27,930,000

平成１５年度に即日プロポーザル方式で
提出された技術提案書による評価により
特定したものであり、平成１６年度の履
行結果も良好であり、本年度も適正な履
行が確保できると判断した。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8829
富士ゼロックス
（株）　西日本支社

ゼロックス電子複写機賃貸
借用地課

松尾和巳
近畿地方整備局猪名川河
川事務所
大阪府池田市上池田２－
２－３９

平成17年4月1日 2,351,455

当該物件は、平成１６年度に指名競争に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されたため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（Ｈ１９年度よ

り、国庫債務負担行
為を計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8830
（株）建設技術研究
所　大阪本社

猪名川河川整備基本方針
他検討業務

松尾和己
近畿地方整備局猪名川河
川事務所
大阪府池田市上池田２－
２－３９

平成17年4月11日 28,035,000

標準プロポーザル方式（総合評価型）に
より提出された技術提案書を審査し総合
的な評価をした結果、当該業者を特定し
た。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8831
日本建設コンサル
タント（株）　大阪支
社

平成１７年度猪名川河道整
備計画検討業務

松尾和己
近畿地方整備局猪名川河
川事務所
大阪府池田市上池田２－
２－３９

平成17年5月2日 58,275,000

本業務は、標準プロポーザル方式（技術
者評価型）で提出された技術提案書によ
る評価により特定した。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8832
（株）気象工学研究
所

猪名川流域洪水危機管理
手法検討業務

松尾和己
近畿地方整備局猪名川河
川事務所
大阪府池田市上池田２－
２－３９

平成17年5月12日 29,673,000

平成１６年度に標準プロポーザル方式で
提出された技術提案書による評価の結果
特定したものであり、平成１６年度の履
行結果も良好であり、本年度も適正な履
行が確保できると判断した。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8833
（社）大阪公共嘱託
登記土地家屋調査
士協会

平成１７年度不動産登記等
業務

松尾和己
近畿地方整備局猪名川河
川事務所
大阪府池田市上池田２－
２－３９

平成17年6月1日 3,222,063

本業務の実施にあたっては、不動産の表示に関
する登記についての専門的な知識と土地家屋調
査士法に基づく土地家屋調査士の資格に併せ、
広域的な範囲において同時・多量の業務の迅速
な処理能力が求められる。本契約相手方は不動
産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測
量又はその登記の嘱託又は申請の適正かつ迅
速な実施に寄与することを目的に土地家屋調査
士法（昭和２５年法律第２２８号）第６３条第１項の
規定に基づき設立された公益法人であり、事務
所管内全域において不動産の表示登記に関する
専門的な知識や技能及び豊富な経験を有し、か
つ現地の状況等に精通した多数の土地家屋調査
士を擁している公共嘱託表示登記の専門機関と
して県内唯一の法人であるため。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

8834
（社）大阪公共嘱託
登記司法書士協会

不動産権利登記業務（その
２）

松尾和己
近畿地方整備局猪名川河
川事務所
大阪府池田市上池田２－
２－３９

平成17年6月7日 55,400
行政目的の登記業務を達成するものが特
定されているため（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行 単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8835
（株）プレック研究
所　大阪事務所

食満地区環境影響評価検
討業務

松尾和己
近畿地方整備局猪名川河
川事務所
大阪府池田市上池田２－
２－３９

平成17年7月14日 18,690,000

標準プロポーザル方式（技術者評価型）
により提出された技術提案書の審査を
行った結果、当該業者を特定した。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8836
中央開発（株）　関
西支社

平成１７年度猪名川河川堤
防構造検討業務

松尾和己
近畿地方整備局猪名川河
川事務所
大阪府池田市上池田２－
２－３９

平成17年7月22日 29,557,500

標準プロポーザル方式（技術者評価型）
により提出された技術提案書の審査を
行った結果、当該業者を特定した。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8837 井上工業（株） 木部築堤護岸工事

松尾和己
近畿地方整備局猪名川河
川事務所
大阪府池田市上池田２－
２－３９

平成17年7月29日 157,920,000 不落随契（会計法第２９条の３第５項） その他
競争入札に移行した

もの

8838
応用地質（株）関西
支社

平成１７年度猪名川堤防補
強モニタリング計画業務

松尾和己
近畿地方整備局猪名川河
川事務所
大阪府池田市上池田２－
２－３９

平成17年8月2日 8,715,000

本業務は、平成１６年度にプロポーザル
方式で特定し、平成１６年度に立案した
計測機器モニタリング計画を踏まえた観
測・検討を行うものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8839
三井共同建設コン
サルタント（株）　関
西支社

平成１７年度園田出張所現
場技術業務

松尾和己
近畿地方整備局猪名川河
川事務所
大阪府池田市上池田２－
２－３９

平成17年9月22日 7,140,000
即日プロポーザル方式で提出された技術
提案書による評価により特定した。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8840
（株）パスコ　大阪
支店

平成１７年度猪名川地形計
測資料整理業務

松尾和己
近畿地方整備局猪名川河
川事務所
大阪府池田市上池田２－
２－３９

平成17年10月6日 5,134,500

猪名川ＧＩＳシステム上で表示システム
の作成が主で、表示システムの追加作成
には（株）パスコ所有の基盤が必要。他
社が実施する場合、著作権上（株）パス
コの許諾を必要とするためスムーズな業
務遂行が困難。（会計法第２９条の３第
４号）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8841
（株）内藤建築事務
所　関西支社

小花地区車両基地新築外
設計業務

松尾和己
近畿地方整備局猪名川河
川事務所
大阪府池田市上池田２－
２－３９

平成17年11月21日 3,150,000

本業務は、標準プロポーザル方式（技術
者評価型）により提出された技術提案書
の審査を行った結果、当該業者を特定し
た。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8842
（株）荏原製作所
大阪支社

神田川排水機場ポンプ設
備修繕工事

松尾和己
近畿地方整備局猪名川河
川事務所
大阪府池田市上池田２－
２－３９

平成17年12月5日 35,700,000

神田川排水機場ポンプ設備を製作・据付
したメーカーであり、排水機場ポンプ設
備に関する高度の知識と経験を有してい
るとともに、設備の構造全般、現場条
件、操作要領について熟知している当該
業者と契約した。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）

8843
近畿技術コンサル
タンツ（株）

平成１７年度猪名川工務課
現場技術業務

松尾和己
近畿地方整備局猪名川河
川事務所
大阪府池田市上池田２－
２－３９

平成17年12月21日 3,360,000
本業務は、即日プロポーザル方式で提出
された技術提案書による評価により特定
した。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8844
住鉱コンサルタント
（株）大阪支店

平成１７年度銀橋観測所基
礎地盤調査検討業務

松尾和己
近畿地方整備局猪名川河
川事務所
大阪府池田市上池田２－
２－３９

平成18年2月21日 4,357,500

標準プロポーザル方式により提出された
技術提案書を審査し総合的な評価をした
結果、他社に比較して優位であったた
め。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8845
日本スペースイメー
ジング（株）

平成１７年度衛星画像活用
防災情報共有システム構
築業務

松尾和己
近畿地方整備局猪名川河
川事務所
大阪府池田市上池田２－
２－３９

平成18年2月21日 10,395,000

当該業者のみが国内において本業務に関
する画像データの受信権及び販売権を所
有しており、またデータ処理上の核とな
る配信閲覧表示ソフト「ｉブラウザ」の
組み合わせ商品も業務提携に基づき同社
が扱っている。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8846
矢崎総業（株）　大
阪支店

災害対策用機械統合管理
装置交換

松尾和己
近畿地方整備局猪名川河
川事務所
大阪府池田市上池田２－
２－３９

平成18年2月27日 4,725,000

機能を損なわずに更新交換するため、統
合管理装置に関する高度な知識と経験を
有している統合管理装置を開発納入した
メーカーと契約した。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8847
（株）アスコ　神戸
支社

平成１７年度建設監督官現
場技術業務

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年4月1日 13,965,000

昨年度にプロポーザル方式により特定さ
れ、業務の履行により参照した情報、経
緯、関係者の情報を熟知、また現場状況
に精通しているため（会計法第２９条の
３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8848
（株）エイトコンサル
タント　神戸支店

平成１７年度調査課現場技
術（その４）業務

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年4月1日 13,755,000

昨年度にプロポーザル方式により特定さ
れ、業務の履行により参照した情報、経
緯、関係者の情報を熟知、また現場状況
に精通しているため（会計法第２９条の
３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8849
（株）エイトコンサル
タント　神戸支店

平成１７年度調査課現場技
術（その３）業務

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年4月1日 13,755,000
プロポーザル方式により３社に技術提案
を求め、比較により優位であったため
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8850
（株）エフエムシー
阪神支店

平成１７年度電気通信関係
現場技術業務

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年4月1日 16,170,000

平成16年度プロポーザル方式で技術提案
書を提出させ、建設コンサルタント選定
委員会で評価された結果、他社より優れ
ていたため、特定されたものである。勤
務実績、取組姿勢を勘案した結果、不誠
実な行為がなく、勤務成績も良好であ
る。よって随契を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8851 （株）オウギ
平成１７年度工務課現場技
術（その２）業務

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年4月1日 13,650,000
プロポーザル方式により３社に技術提案
を求め、比較により優位であったため
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8852
（株）建設技術研究
所　大阪本社

平成１７年度調査課現場技
術（その１）業務

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年4月1日 13,755,000

昨年度にプロポーザル方式により特定さ
れ、業務の履行により参照した情報、経
緯、関係者の情報を熟知、また現場状況
に精通しているため（会計法第２９条の
３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8853
アジア航測（株）
神戸支店

平成１７年度調査課現場技
術（その２）業務

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年4月1日 13,755,000

過年度にプロポーザル方式により特定さ
れ、業務の履行により参照した情報、経
緯、関係者の情報を熟知、また現場状況
に精通しているため（会計法第２９条の
３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8854
協和テクノロジィズ
（株）

砂防地理情報サーバ・パソ
コンリース

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年4月1日 1,819,765

当該物件は平成１５年度指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8855 セコム（株）
六甲砂防事務所火災異常
提供業務

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年4月1日 1,782,900
機械警備設備を設置した者と継続的に契約
せざるを得ないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

公募を実施（１９年
度から）

8856 リコーリース（株）
大型デジタル複合機賃貸
借

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年4月1日 449,940

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8857
リコーリース（株）
大阪支社

高速プリンター賃貸借

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年4月1日 22,740

当該物件は平成１１年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8858
協和テクノロジィズ
（株）

水文・水質パソコン賃貸借

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年4月1日 59,220

当該物件は平成１１年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8859
協和テクノロジィズ
（株）

調査課ＧＩＳ関係パソコン
リース

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年4月1日 196,056

当該物件は平成１３年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8860
協和テクノロジィズ
（株）

調査課ＧＩＳ端末賃貸借

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年4月1日 317,520

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8861
協和テクノロジィズ
（株）

調査課サーバ・パソコン
リース

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年4月1日 216,468

当該物件は平成１１年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8862
協和テクノロジィズ
（株）

六甲砂防事務所パーソナ
ルコンピュータ賃貸借及び
保守

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年4月1日 715,680

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8863
協和テクノロジィズ
（株）

六甲砂防事務所行政情報
システムパーソナルコン
ピュータ賃貸借及

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年4月1日 118,755

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8864
協和テクノロジィズ
（株）

六甲砂防事務所行政情報
システムプリンタ賃貸借及
び保守

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年4月1日 237,384

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8865
協和設計（株）　神
戸支店

平成１７年度工務課現場技
術（その３）業務

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年4月1日 13,755,000

昨年度にプロポーザル方式により特定さ
れ、業務の履行により参照した情報、経
緯、関係者の情報を熟知、また現場状況
に精通しているため（会計法第２９条の
３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8866 阪神測量（株）
平成１７年度工務課現場技
術業務

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年4月1日 13,755,000

昨年度にプロポーザル方式により特定さ
れ、業務の履行により参照した情報、経
緯、関係者の情報を熟知、また現場状況
に精通しているため（会計法第２９条の
３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8867
三井リース事業
（株）関西営業本部

平成１３年度近畿地方整備
局行政情報システム賃貸
借

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年4月1日 464,184

当該物件は平成１３年に一般競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8868
神戸個人タクシー
事業（同）

タクシーの借り上げ

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年4月1日 2,607,360

タクシー料金が認可制のため価格による
競争の余地がなく、当局が必要とする
サービスを有する者が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8869
神戸市水道事業管
理者

上下水道料

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年4月1日 1,377,784
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

8870

西日本電信電話
（株）　大阪支店
料金サポ－トセンタ
－

電話料

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年4月1日 2,246,075

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

8871
日本振興（株）　大
阪支店

平成１７年度西六甲出張所
現場技術業務

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年4月1日 14,175,000

昨年度にプロポーザル方式により特定さ
れ、業務の履行により参照した情報、経
緯、関係者の情報を熟知、また現場状況
に精通しているため（会計法第２９条の
３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8872
日本振興（株）　大
阪支店

平成１７年度東六甲出張所
現場技術業務

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年4月1日 14,175,000
プロポーザル方式により３社に技術提案
を求め、比較により優位であったため
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8873
兵庫ゼロックス
（株）

カラー電子複写機賃貸借
及び保守等

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年4月1日 1,506,749

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8874 兵庫リコー（株）
出張所複写機・プリンタ等
複合機賃貸借

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年4月1日 913,673

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8875 兵庫リコー（株）
電子複写機賃貸借及び保
守

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年4月1日 832,354

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8876
（株）サンケイリビン
グ新聞社

平成１７年度六甲砂防広報
実施業務

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年6月6日 24,780,000
六甲砂防の広報紙として同業他社・新聞
社よりも発行部数、読者が も多いため
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8877
（社）土地防災研究
所

平成１７年度六甲山系グ
リーンベルト事業区域点検
巡視作業

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年6月6日 15,960,000

六甲山系の砂防事業を熟知し、砂防技術
と維持管理面での行政的知識が豊富な技
術者を有しているため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争に移行

8878
（社）兵庫みどり公
社

平成１７年度六甲山系グ
リーンベルト森林撫育作業

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年6月9日 33,390,000

六甲山系での森林作業の実績が多く、森
林の植栽、保育及び伐採にあたりグリー
ンベルト事業の目的にあった里山林造成
を行える者は他にいないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8879 池田　碩
六甲山系地形変状追跡調
査委託業務

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年6月10日 945,000

契約の相手方は、長年にわたり六甲山系
の地形や地質の研究に取り組んでおり、
貴重な資料や膨大な研究成果を残してお
り、兵庫県南部地震直後からの山地崩壊
状況を調査している。本業務を実施する
には、契約の相手方の資料や調査研究成
果が必要であり、同氏と委託契約する。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8880 徳永測量設計（株）
平成１７年度ＧＢ烏原地区
用地測量調査等業務

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年6月23日 2,195,000

本業務の相手方は、平成１６年度に現地測量
業務を請け負って現場も熟知し、地権者との
厚い信頼関係もあり、地元に密接不可分の豊
富な資料を有しており、他の業者の追随を許
さない程業務に精通している。また、境界協
議書は、作成した測量士の押印が必要で、上
記業者以外の相手方に作成させると、押印に
伴う責任担保上、新たに全体の復元測量、現
況平面図作成を実施しなければならないの
で、かなりの時間を要する。よって、上記業
者は円滑かつ敏速な業務が実施でき、競争に
付した場合より早期に成果品が出来ることか
ら随意契約をするものである。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札若しくは企
画競争に移行

8881
（株）里と水辺研究
所

六甲山系植生多様性調査
業務

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年7月4日 14,175,000

本評価手法は当業者により研究、開発さ
れた方法であり、これまでに蓄積された
調査結果に精通している唯一の業者であ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8882 （財）防災研究協会

平成１７年度六甲山系グ
リーンベルトにおける深層
地下水流出を考慮した表層
崩壊発生機構に関する調
査研究委託業務

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年7月7日 15,960,000

前年度に実施した調査研究結果に関する
知識、相関関係等を必要とし、業務実施
に必要な高度な知見と分析能力、既往研
究実績等を有する業者と委託契約した
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8883
りんかい日産建設
（株）大阪支店

射場山堰堤前庭保護部修
景工事

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年7月12日 67,462,500

堰堤工事と一体不可分の工事であり、工
期の短縮、経費の節減に加え、工事の安
全・適切な施工を確保するため。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）

8884
住鉱コンサルタント
（株）大阪支店

六甲山系土砂動態調査業
務

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年7月13日 10,185,000
プロポーザル方式により３社に技術提案
を求め、比較により優位であったため
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8885
（株）パスコ　神戸
支店

六甲山系斜面評価検討業
務

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年8月18日 15,750,000
プロポーザル方式により３社に技術提案
を求め、比較により優位であったため
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8886
（社）土地防災研究
所

平成１７年度グリーンベルト
樹林調査業務

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年9月8日 27,300,000

本業務の履行にあたっては六甲山系全体
に対して統一した視点が必要であり、ま
た「六甲山系グリーンベルト樹林整備マ
ニュアル（案）」の策定時から関わって
きており、抱負な経験と知識を有してい
る当業者をおいて他にない。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争に移行



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8887
日本技術開発（株）
大阪支社

既設堰堤補強計画検討業
務

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年9月8日 8,085,000
プロポーザル方式により３社に技術提案
を求め、比較により優位であったため
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8888
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

平成１７年度六甲砂防ホー
ムページ検討業務

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年10月3日 18,900,000
プロポーザル方式により２社に技術提案
を求め、比較により優位であったため
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8889
（株）エイトコンサル
タント　神戸支店

六甲山系整備土砂量調査
検討業務

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年10月6日 14,175,000
プロポーザル方式により３社に技術提案
を求め、比較により優位であったため
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8890
（社）土地防災研究
所

樹林整備マニュアル改定検
討業務

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年10月20日 8,190,000

本業務の履行にあたっては六甲山系全体
に対して統一した視点が必要であり、ま
た「六甲山系グリーンベルト樹林整備マ
ニュアル（案）」の策定時から関わって
きており、抱負な経験と知識を有してい
る当業者をおいて他にない。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争に移行

8891
国際航業（株）　兵
庫営業所

六甲砂防ＧＩＳ機能検討業
務

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年12月15日 2,782,500

昨年度プロポーザルにより特定され、
GISシステムを構築しシステム内容を熟
知しているため（会計法第２９条の３第
４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8892
国際航業（株）　兵
庫営業所

六甲砂防調査ＤＢシステム
構築業務

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年12月15日 3,885,000

H13にプロポーザルにより特定され、本
システムを構築したことから、システム
内容を熟知しているため（会計法第２９
条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8893
（株）環境総合テク
ノス

六甲山系グリーンベルト斜
面探査手法検討業務

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成17年12月22日 13,965,000
プロポーザル方式により３社に技術提案
を求め、比較により優位であったため
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8894
西日本電信電話
（株）　兵庫支店

平成１７年度共同管路使用

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成18年1月6日 2,343,600
該当場所でなければ行政目的が達成でき
ないため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8895
（株）気象工学研究
所

平成１７年度高精度ローカ
ル降雨予測システム検討
業務

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成18年1月20日 27,300,000

本業務遂行に当たって必要とする技術を
同会社が独占的使用権を有する特許技術
として有するため（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8896
（社）土地防災研究
所

六甲山系土砂災害等記録
編纂業務

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成18年1月20日 4,725,000

同法人は、六甲山系の土砂災害等の過去
からの記録データを蓄積しており、当業
務を行えるのが当法人しかできないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争に移行



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8897
山陽不動産鑑定
（株）

不動産鑑定料（菊水昭和堰
堤）

吉川知弘
近畿地方整備局六甲砂防
事務所
兵庫県神戸市東灘区住吉
東町３－１３－１５

平成18年3月10日 1,117,200

本業務の実施にあたっては、不動産鑑定に関す
る専門的な知識と不動産の鑑定評価に関する法
律に基づく不動産鑑定士の資格に併せ、事務所
管内における地価公示法に基づく公示価格及び
鑑定地の存する地域の価格水準及び動向につい
て精通していることが求められる。不動産鑑定士
甲は、府県内における公共用地取得における多
数の受託実績を有しており、当該取得予定地域
における土地の客観的価値に作用する諸要因に
ついての比較を も適正かつ迅速に行うことがで
きる者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8898 （株）イナハラ
パーソナルコンピュータ１４
台賃貸借

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 1,148,112

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（Ｈ２０年度よ

り、国庫債務負担行
為を計上）

単価契約

8899 （株）エ－ス
平成１７年度氷上監督官現
場技術（その２）業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 46,830,000

「H16標準プロポーザル方式により建設
コンサルタント選定委員会において「業
務の着眼点・実施方針・取組意欲及び姿
勢」を評価した結果総合的に他社より優
れていたため特定されるとともに、業務
実績も不都合が無く次年度以降も継続で
きると判断」（会計法２９条の３第４
項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

初年度ポ
ロポーザ
ル

8900
（株）エヌ・ティ・
ティ・データ　西日
本営業支店

平成１７年度道路管理シス
テム端末機賃貸借

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 3,087,000

「本契約は（財）道路管理センターが開発運
用する道路管理ｼｽﾃﾑを利用するために必要な
端末装置の賃貸借である。当該業者は、道路
管理システムの開発に当たり前述の法人をサ
ポートしており当該仕様の端末装置及びソフ
トの開発を行っている。システムの利用に当
たってはソフト改良によるバージョンｱｯﾌﾟ等
に迅速に対応する必要がある。また、ﾊｰﾄﾞに
ついてｼｽﾃﾑ仕様の端末機の賃貸借を行ってい
るのは当該業者が唯一の者である」（会計法
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

8901
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ関西

電話料

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 4,317,081

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8902 （株）オウギ
平成１７年度用地補償技術
（その３）業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 13,125,000
プロポーザル方式 終年度契約のため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8903
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

平成１７年度共同溝課現場
技術（その２）業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 13,755,000

「H15標準プロポーザル方式により建設
コンサルタント選定委員会において「業
務の着眼点・実施方針・取組意欲及び姿
勢」を評価した結果総合的に他社より優
れていたため特定されるとともに、業務
実績も不都合が無く次年度以降も継続で
きると判断」（会計法第２９条の３第４
項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

初年度ポ
ロポーザ
ル

8904
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

平成１７年度工務課現場技
術業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 41,307,000

「H16標準プロポーザル方式により建設
コンサルタント選定委員会において「業
務の着眼点・実施方針・取組意欲及び姿
勢」を評価した結果総合的に他社より優
れていたため特定されるとともに、業務
実績も不都合が無く次年度以降も継続で
きると判断」（会計法第２９条の３第４
項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

初年度ポ
ロポーザ
ル

8905 （株）ぎょうせい 追録代　基本行政通知　外

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 2,860,980
購入済みの台本と密接不可分な追録の購
入であるため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8906
（株）スリーエスコン
サルタンツ

平成１７年度氷上監督官現
場技術（その３）業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 47,040,000

「H17標準プロポーザル方式により建設
コンサルタント選定委員会において評価
した結果総合的に他社より優れていたた
め特定される」（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8907 （株）パワードコム
兵庫国道事務所ホーム
ページ用サーバ他賃貸借
及び保守等

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 3,334,800

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8908
（株）ピーエムコン
サルタント

平成１７年度氷上監督官現
場技術業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 46,620,000

「H16標準プロポーザル方式により建設
コンサルタント選定委員会において「業
務の着眼点・実施方針・取組意欲及び姿
勢」を評価した結果総合的に他社より優
れていたため特定されるとともに、業務
実績も不都合が無く次年度以降も継続で
きると判断」（会計法第２９条の３第４
項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

初年度ポ
ロポーザ
ル

8909
（株）近代設計　大
阪支社

平成１７年度共同溝課現場
技術業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 13,755,000

「H15標準プロポーザル方式により建設
コンサルタント選定委員会において「業
務の着眼点・実施方針・取組意欲及び姿
勢」を評価した結果総合的に他社より優
れていたため特定されるとともに、業務
実績も不都合が無く次年度以降も継続で
きると判断」（会計法第２９条の３第４
項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

初年度ポ
ロポーザ
ル

8910
（株）修成建設コン
サルタント

平成１７年度神戸維持出張
所管内現場技術業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 42,672,000

「H16標準プロポーザル方式により建設
コンサルタント選定委員会において「業
務の着眼点・実施方針・取組意欲及び姿
勢」を評価した結果総合的に他社より優
れていたため特定されるとともに、業務
実績も不都合が無く次年度以降も継続で
きると判断」（会計法第２９条の３第４
項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

初年度ポ
ロポーザ
ル

8911 （株）田村組 明石道路維持作業

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 45,756,198

「H15公募型指名競争入札方式により入
札・契約手続き運営委員会において指名
され落札したもので、H15,16業務実績も
不都合が無く次年度以降も円滑な業務遂
行が継続できると判断」（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行 単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8912
ＮＥＣリース（株）神
戸支店

サーバ賃貸借

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 143,640

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8913
エヌ・ティ・ティ・コ
ミュニケーションズ
（株）

電話料

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 7,009,117

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

8914
スバル興業（株）
関西支社

西宮道路維持作業

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 118,238,493

「H15公募型指名競争入札方式により入
札・契約手続き運営委員会において指名
され落札したもので、H15,16業務実績も
不都合が無く次年度以降も円滑な業務遂
行が継続できると判断」（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行 単価契約

8915 セコム（株） 防犯火災異常提供業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 2,630,880
機械警備設備を設置した者と継続的に契約
せざるを得ないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

公募を実施（１９年
度から）

8916
センチュリー・リー
シング・システム
（株）神戸支店

カラープリンタ賃貸借

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 446,040

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8917
センチュリー・リー
シング・システム
（株）神戸支店

カラープリンタ複合機等賃
貸借

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 1,554,840

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8918
センチュリー・リー
シング・システム
（株）神戸支店

プリンタ等賃貸借

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 1,581,804

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8919
セントラルコンサル
タント（株）　大阪支
社

平成１７年度調査課現場技
術業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 41,265,000

「H16標準プロポーザル方式により建設
コンサルタント選定委員会において評価
した結果総合的に他社より優れていたた
め特定されるとともに、業務実績も不都
合が無く次年度以降も継続できると判
断」（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

初年度ポ
ロポーザ
ル



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8920
セントラルコンサル
タント（株）　大阪支
社

平成１７年度国道４３号外
環境常時観測局データ整
理等業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 102,322,500

「H17標準プロポーザル方式により建設
コンサルタント選定委員会において評価
した結果総合的に他社より優れていたた
め特定される」（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8921 ニフティ（株） ＠ｎｉｆｔｙ利用料金

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 98,644

行政目的を達成するために不可欠な特定
の情報を当該情報を提供することが可能
な者から提供を受けるため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行 単価契約

8922
三井リース事業
（株）

パーソナルコンピュータ賃
貸借（その４）

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 433,014

当該物件は平成１３年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

8923 リコーリース（株） Ａ０デジタル複合機賃貸借

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 698,040

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8924
リコーリース（株）兵
庫支社

電子複写機賃貸借

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 2,382,408

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8925
リコーリース（株）兵
庫支社

電子複写機賃貸借（その
２）

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 3,010,140

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8926
リコーリース（株）兵
庫支社

電子複写機等賃貸借

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 3,332,700

当該物件は平成１７年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8927 芦屋市長 水道料

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 2,225,514
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

8928
協和テクノロジィズ
（株）

イントラネット用サーバ賃貸
借

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 312,480

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8929
協和テクノロジィズ
（株）

パーソナルコンピュータ他１
件賃貸借（その１）

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 632,520

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8930
協和テクノロジィズ
（株）

パーソナルコンピュータ他１
件賃貸借（その２）

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 733,320

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

8931
協和テクノロジィズ
（株）

パーソナルコンピュータ賃
貸借（その２）

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 2,479,680

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8932
玉野総合コンサル
タント（株）神戸事
務所

平成１７年度工務課現場技
術（その２）業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 27,552,000

「H16標準プロポーザル方式により建設
コンサルタント選定委員会において評価
した結果総合的に他社より優れていたた
め特定されるとともに、業務実績も不都
合が無く次年度以降も継続できると判
断」（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

初年度ポ
ロポーザ
ル

8933
近畿技術コンサル
タンツ（株）

平成１７年度管理第二課現
場技術（その２）業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 13,797,000

「H17標準プロポーザル方式により建設
コンサルタント選定委員会において評価
した結果総合的に他社より優れていたた
め特定される」（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8934 阪神測建（株）
平成１７年度調査課現場技
術（その５）業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 27,510,000

「H16標準プロポーザル方式により建設
コンサルタント選定委員会において評価
した結果総合的に他社より優れていたた
め特定されるとともに、業務実績も不都
合が無く次年度以降も継続できると判
断」（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

初年度ポ
ロポーザ
ル



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8935 阪神測建（株）
平成１７年度洲本維持出張
所管内現場技術業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 42,514,500

「H17標準プロポーザル方式により建設
コンサルタント選定委員会において評価
した結果総合的に他社より優れていたた
め特定される」（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8936
三菱重工業（株）
関西支社

４３号尼崎地区外新型遮音
壁設置工事

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 64,050,000

本装置の製作は当該業者しか製作が出来
ないとともに設備に精通した経験、知識
を有しており、適切かつ所要の機能が確
保される設備及びｼｽﾃﾑの構築が出来る唯
一の者である」（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8937 常盤興業（株）
２８号志筑地区災害復旧工
事

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 40,183,500
「不落随契」（会計法第２９条の３第５
項）

その他 競争入札に移行

8938
神戸個人タクシー
事業（同）　理事長
谷畑　守

タクシーの借り上げ

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 7,539,940

タクシー料金が認可制のため価格による
競争の余地がなく、当局が必要とする
サービスを有する者が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

8939
神戸市水道事業管
理者

水道料

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 14,763,001
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8940 神戸中央郵便局 後納郵便料

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 1,779,950
郵便に関する料金（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8941
西宮市水道事業管
理者

水道料

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 8,482,218
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

8942
西日本電信電話
（株）

電話料

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 50,970,456
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8943 第一電子（株）
パーソナルコンピュータ３台
賃貸借

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 275,940

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8944
第一復建（株）　大
阪支店

平成１７年度神戸電線共同
溝現場技術業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 13,786,500

「H17標準プロポーザル方式により建設
コンサルタント選定委員会において評価
した結果総合的に他社より優れていたた
め特定される」（会計法２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8945 丹波市長
１７５号山南休憩施設維持
管理業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 4,578,000

「兵庫国道事務所長と丹波市長間で締結
した委託契約に基づく業務で、その実施
については相手方を明示している」（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8946 淡路土建（株） 洲本道路維持作業

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 120,359,172

「H15公募型指名競争入札方式により入
札・契約手続き運営委員会において指名
され落札したもので、H16業務実績も不
都合が無く次年度以降も円滑な業務遂行
が継続できると判断」（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行 単価契約

8947
中央地区自治振興
会長

春日・和田山監督官詰所賃
貸借料

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 4,356,000

場所が限定されることにより、供給者が
一に特定される賃貸借契約等であって該
当場所でなければ行政事務を行うことが
不可能なため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8948
中央復建コンサル
タンツ（株）

平成１７年度国道２号環境
常時観測局データ整理等
業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 54,600,000

「H17標準プロポーザル方式により建設
コンサルタント選定委員会において評価
した結果総合的に他社より優れていたた
め特定される」（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8949
中央復建コンサル
タンツ（株）

平成１７年度調査課現場技
術（その４）業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 27,510,000

「H17標準プロポーザル方式により建設
コンサルタント選定委員会において評価
した結果総合的に他社より優れていたた
め特定される」（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8950
東京エンジニアリン
グ（株）　大阪支社

平成１７年度調査課現場技
術（その６）業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 14,070,000

「H17標準プロポーザル方式により建設
コンサルタント選定委員会において評価
した結果総合的に他社より優れていたた
め特定される」（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8951
尼崎市水道事業管
理者

水道料

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 2,855,285
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

8952
日本ユーティリティ
サブウェイ（株）

平成１７年度兵庫地区共同
溝監視業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 123,900,000

「共同溝管理者と日本ユーティリティサ
ブウエイ（株）間で締結した共同溝の監
視に関する基本協定に基づき実施される
業務である」（会計法２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8953
日本ロード・メンテ
ナンス（株）

神戸道路維持作業

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 80,912,477

「H15公募型指名競争入札方式により入
札・契約手続き運営委員会において指名
され落札したもので、H15,16業務実績も
不都合が無く次年度以降も円滑な業務遂
行が継続できると判断」（会計法２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行 単価契約

8954
日本工営（株）　大
阪支店

平成１７年度神戸維持出張
所管内現場技術（その２）
業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 14,222,250

「H16標準プロポーザル方式により建設
コンサルタント選定委員会において評価
した結果総合的に他社より優れていたた
め特定されるとともに、業務実績も不都
合が無く次年度以降も継続できると判
断」（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

初年度ポ
ロポーザ
ル



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8955
日本工営（株）　大
阪支店

平成１７年度調査課現場技
術（その２）業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 27,510,000

「H15標準プロポーザル方式により建設
コンサルタント選定委員会において評価
した結果総合的に他社より優れていたた
め特定されるとともに、業務実績も不都
合が無く次年度以降も継続できると判
断」（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

初年度ポ
ロポーザ
ル

8956
日本振興（株）　大
阪支店

平成１７年度管理第二課現
場技術業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 27,604,500

「H16標準プロポーザル方式により建設
コンサルタント選定委員会において評価
した結果総合的に他社より優れていたた
め特定されるとともに、業務実績も不都
合が無く次年度以降も継続できると判
断」（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

初年度ポ
ロポーザ
ル

8957
日本振興（株）　大
阪支店

平成１７年度西宮維持出張
所管内現場技術業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 28,350,000

「H17標準プロポーザル方式により建設
コンサルタント選定委員会において評価
した結果総合的に他社より優れていたた
め特定される」（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8958
富士ゼロックス
（株）　西日本支社

カラープリンタ複合機保守

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 2,861,611

当該物件の保守契約を実施できるのは、
当該物件を製造した当該相手方以外では
できないため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

8959
富士ゼロックス
（株）　西日本支社

電子複写機保守（その６）

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 2,480,905

当該物件の保守契約を実施できるのは、
当該物件を製造した当該相手方以外では
できないため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8960 富士通リース（株）
パーソナルコンピューター
賃貸借

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 308,700

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8961 富士通リース（株）
パーソナルコンピューター
賃貸借（その３）

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 631,785

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8962 兵庫リコー（株） 電子複写機保守

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 3,579,206

当該物件の保守契約を実施できるのは、
当該物件を製造した当該相手方以外では
できないため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

8963 兵庫リコー（株） 電子複写機保守（その３）

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 5,844,897

当該物件の保守契約を実施できるのは、
当該物件を製造した当該相手方以外では
できないため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

8964 兵庫リコー（株） 電子複写機保守（その５）

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 1,986,728

当該物件の保守契約を実施できるのは、
当該物件を製造した当該相手方以外では
できないため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
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（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8965
兵庫県タクシー事
業（同）

タクシーの借り上げ

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月1日 1,449,380

タクシー料金が認可制のため価格による
競争の余地がなく、当局が必要とする
サービスを有する者が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

8966 （株）コミュニカ
春日和田山道路Ⅰ開通式
他実施運営業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月4日 15,277,500

「本業務は、H16即日プロポーザル方式
により春日和田山道路Ⅰ供用式典企画検
討業務に基づき実施するもので、密接不
可分にある。当該業者は企画検討業務を
完了させており円滑かつ適切な業務遂行
が出来る唯一の者である」（会計法第２
９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

8967

北近畿道活性化委
員会　実行委員長
丹波市長　辻重五
郎

平成１７年度春日和田山道
路Ⅰ供用式典プレイベント
運営業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月7日 12,411,000

「兵庫国道事務所長と北近畿道活性化実
行委員長間で締結した委託契約に基づく
業務で、その実施については相手方を明
示している。」（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8968 津田造園土木（株）
西宮管内第二工区街路樹
維持作業

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月13日 25,482,608

「H16公募型指名競争入札方式により入
札・契約手続き運営委員会において指名
され落札したもので、H16業務実績も不
都合が無く次年度以降も円滑な業務遂行
が継続できると判断」（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行 単価契約

8969
（株）ユニオン土木
設計

平成１７年度単価契約シス
テム単価登録業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月14日 2,341,500

「本業務は、道路維持作業等に基づき
データ更新を行うもので、当該システム
及びプログラムは当該業者が独自に開発
したものを採用していることから、当シ
ステムに関して十分精通・熟知しており
円滑かつ適切な業務遂行が出来る唯一の
者である」（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
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点検の結果 講ずる措置

8970 （株）森口園芸土木
神戸管内第一工区街路樹
維持作業

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月15日 12,433,062

「H16公募型指名競争入札方式により入
札・契約手続き運営委員会において指名
され落札したもので、H16業務実績も不
都合が無く次年度以降も円滑な業務遂行
が継続できると判断」（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行 単価契約

8971 （株）明治園
西宮管内第一工区街路樹
維持作業

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月15日 46,178,478

「H16公募型指名競争入札方式により入
札・契約手続き運営委員会において指名
され落札したもので、H15,16業務実績も
不都合が無く次年度以降も円滑な業務遂
行が継続できると判断」（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行 単価契約

8972 神戸企業（株）
神戸管内第二工区街路樹
維持作業

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月15日 42,739,210

「H16公募型指名競争入札方式により入
札・契約手続き運営委員会において指名
され落札したもので、H16業務実績も不
都合が無く次年度以降も円滑な業務遂行
が継続できると判断」（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行 単価契約

8973
内山緑地建設（株）
関西支店

明石管内街路樹維持作業

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月15日 31,728,843

「H16公募型指名競争入札方式により入
札・契約手続き運営委員会において指名
され落札したもので、H16業務実績も不
都合が無く次年度以降も円滑な業務遂行
が継続できると判断」（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行 単価契約

8974 入谷緑化土木（株） 洲本管内街路樹維持作業

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月15日 37,071,494

「H16公募型指名競争入札方式により入
札・契約手続き運営委員会において指名
され落札したもので、H16業務実績も不
都合が無く次年度以降も円滑な業務遂行
が継続できると判断」（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行 単価契約
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号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

8975 （株）パワードコム
事務所ＨＰ設定（バーチャ
ルホスト）作業

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月22日 10,500

システムを熟知した現在保守契約者が行
わなければ、システム等の不具合が生じ
るおそれがある等施工者が一の者に限ら
れる。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行

8976 尼崎市長
４３号尼崎市内街路樹維持
作業

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年4月26日 27,142,500

兵庫国道事務所長と尼崎市長間で締結し
た委託協定に基づく作業で、その実施に
当たっては相手方が明示されている」
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8977 近畿設備（株）
平成１７年度管内排水設備
点検整備業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年5月9日 9,712,500

H16年度の一般競争で次年度随契有りの
記載、備特性を熟知した点検要員が確
保、前年度の点検履行が的確（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行）

8978
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）　神戸
支社

平成１７年度東播丹波連絡
道路他環境調査業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年5月13日 6,615,000

「計画ルート周辺の猛禽類の調査（観測）に
ついて、その調査手法は２営巣期（約１年
半）に渡り把握するが個体判別に関しては同
一技術者により行うことが必要であり、当該
業者は過年度から一貫して調査に携わってお
り十分な知識と豊富な経験を有するととも
に、観測データの整合性、迅速・的確な調査
体制を整えていることから円滑な業務遂行の
出来る唯一の者である」（会計法２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8979 （株）神戸新聞社
平成１７年度兵庫県内道路
広報業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年5月23日 10,647,000

「兵庫国道事務所管内の事業等につい
て、新聞掲載により一般に広く広報する
ものであるが当該業者は県内（社）日本
新聞協会及び全国秘湯新聞社連合会に加
盟し、県内で も多い発行部数を有し地
域に定着していることから円滑な業務遂
行が出来る唯一の者である」（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
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8980
（株）フジタ　大阪支
店

平成１７年度西向島町外土
壌大気浄化施設点検整備
業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年5月26日 30,660,000

「国道43号にある大気浄化施設の本体施
設は当該業者が独自に開発した技術を採
用し施工しているとともに、大気浄化の
技術に熟知し更に高度な知識と経験豊富
な技術を有する必要があることから、当
該施設の適切かつ所要の機能維持を確保
できる唯一の者である」（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8981
（株）地域未来研究
所

平成１７年度中長期計画等
資料作成業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年5月27日 18,900,000

「H16標準プロポーザル方式により建設
コンサルタント選定委員会において評価
した結果総合的に他社より優れていたた
め特定されるとともに、業務実績も不都
合が無く次年度以降も継続できると判
断」（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

初年度ポ
ロポーザ
ル

8982 兵庫県教育長

一般国道１７５号平野拡幅・
神出バイパス事業に係わる
埋蔵文化財出土品整理業
務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年5月30日 42,662,000
文化財発掘調査（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8983 兵庫県教育長
一般国道４８３号春日和田
山道路Ⅰに伴う文化財出
土品整理業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年5月30日 26,417,000
文化財発掘調査（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8984
（株）修成建設コン
サルタント

平成１７年度兵庫県道路交
通環境安全推進他業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年6月8日 35,700,000

「H16標準プロポーザル方式により建設
コンサルタント選定委員会において評価
した結果総合的に他社より優れていたた
め特定されるとともに、業務実績も不都
合が無く次年度以降も継続できると判
断」（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

初年度ポ
ロポーザ
ル



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
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8985
（株）建設技術研究
所　大阪本社

平成１７年度国道４３号横
断施設検討業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年6月13日 28,665,000

「H17標準プロポーザル方式により建設
コンサルタント選定委員会において評価
した結果総合的に他社より優れていたた
め特定される」（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8986
オムロン（株）大阪
事業所

平成１７年度西本町上り特
車自動計測装置点検整備
業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年6月14日 6,300,000

「国道43号における特殊車両の自動取締
に使用するもので、当該設備の主要部分
はオムロン（株）が独自に開発した技術
を採用し施工したものであり、設備に関
する知識と技術を熟知していることから
機器の機能維持と円滑な業務遂行が出来
る唯一の者である」（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8987
松下電器産業（株）
関西支店

平成１７年度大石東外特車
自動計測装置点検整備業
務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年6月14日 39,480,000

「国道43号における特殊車両の自動取締
に使用するもので、当該設備の主要部分
は松下電器産業（株）が独自に開発した
技術を採用し施工したものであり、設備
に関する知識と技術を熟知していること
から機器の機能維持と円滑な業務遂行が
出来る唯一の者である」（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8988
（社）兵庫県公共嘱
託登記土地家屋調
査士協会

不動産表示登記等業務委
託単価契約

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年6月17日 26,971,423

本業務の実施にあたっては、不動産の表示に関
する登記についての専門的な知識と土地家屋調
査士法に基づく土地家屋調査士の資格に併せ、
広域的な範囲において同時・多量の業務の迅速
な処理能力が求められる。本契約相手方は不動
産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測
量又はその登記の嘱託又は申請の適正かつ迅
速な実施に寄与することを目的に土地家屋調査
士法（昭和２５年法律第２２８号）第６３条第１項の
規定に基づき設立された公益法人であり、事務
所管内全域において不動産の表示登記に関する
専門的な知識や技能及び豊富な経験を有し、か
つ現地の状況等に精通した多数の土地家屋調査
士を擁している公共嘱託表示登記の専門機関と
して県内唯一の法人であるため。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

8989
エヌ・ティ・ティ・イン
フラネット（株）　関
西支店

一般国道２号尼崎杭瀬南
電線共同溝引込管路設備
工事委託

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年6月17日 8,460,900
協議に基づく委託契約（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの
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8990 丹波市長
一般国道１７５号稲継地区
歩道整備事業に係る穂壺
城跡遺物整理業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年6月24日 2,788,010

「兵庫国道事務所長と丹波市教育長間で
締結した委託契約に基づく業務で、その
実施については相手方を明示している」
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8991
（株）長大　神戸支
店

平成１７年度電線共同溝詳
細設計業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年6月27日 58,485,000

「H17標準プロポーザル方式により建設
コンサルタント選定委員会において評価
した結果総合的に他社より優れていたた
め特定される」（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8992
協和テクノロジィズ
（株）

プロッタ他賃貸借及び保守
等

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年7月1日 725,760

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

8993
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

平成１７年度広報資料作成
業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年7月20日 21,735,000

「H17標準プロポーザル方式により建設
コンサルタント選定委員会において評価
した結果総合的に他社より優れていたた
め特定される」（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

8994
川崎地質（株）　西
日本支社

２８号洲本管内路面空洞探
査業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年7月25日 58,170,000

「本業務は路面下３ｍ以深の工藤探査を
実施するもので、調査は路面下空洞探査
仕様において特殊な性能が求められる
が、これを満足する探査装置を有する唯
一の者であるとともに、過年度より当該
路線の調査に携わっており現地状況や経
験が豊富であることから適切な業務遂行
が出来る唯一の者である」（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争に移行



件数
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8995
（株）田中衡機工業
所　大阪営業所

平成１７年度一ノ谷車両重
量計点検整備業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年7月26日 1,984,500

「国道2号における特殊車両の取締に使
用するもので、当該設備の主要部分は
（株）田中衡機工作所が独自に開発した
技術を採用し施工したものであり、設備
に関する知識と技術を熟知していること
から機器の機能維持と円滑な業務遂行が
出来る唯一の者である」（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行

8996 （株）トライス
平成１７年度「道路ふれあ
い月間」ＰＲ誌印刷他業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年7月28日 7,350,000
「不落随契」（会計法第２９条の３第５
項）

その他 競争入札に移行

8997 アーバンテック（株）
平成１７年度神戸道路清掃
作業

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年7月29日 22,148,940

「H16公募型指名競争入札方式により入
札・契約手続き運営委員会において指名
され落札したもので、H16業務実績も不
都合が無く次年度以降も円滑な業務遂行
が継続できると判断」（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行 単価契約

8998
エヌ・ティ・ティ・イン
フラネット（株）　関
西支店

一般国道２号西宮・芦屋電
線共同溝引込管路設備工
事委託

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年7月29日 14,696,850
協議に基づく委託契約（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

8999
エヌ・ティ・ティ・イン
フラネット（株）　関
西支店

一般国道２号灘岩屋電線
共同溝引込管路設備工事
委託

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年7月29日 3,414,600
協議に基づく委託契約（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9000
エヌ・ティ・ティ・イン
フラネット（株）　関
西支店

一般国道２号灘船寺電線
共同溝引込管路設備工事
委託

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年7月29日 14,834,400
協議に基づく委託契約（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9001
エヌ・ティ・ティ・イン
フラネット（株）　関
西支店

一般国道２号尼崎大島電
線共同溝引込管路設備工
事委託

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年7月29日 28,168,350
協議に基づく委託契約（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9002 （株）パワードコム
事務所ＨＰ管理用端末セ
キュリティ対策用設定変更
作業

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年8月25日 106,050
平成１6年度から別途の賃貸借契約に伴
い保守業務を随意契約している者と契約
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行

9003 大幸道路管理（株）
平成１７年度西宮排水管外
清掃作業

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年9月15日 16,279,114

「H16公募型指名競争入札方式により入
札・契約手続き運営委員会において指名
され落札したもので、H16業務実績も不
都合が無く次年度以降も円滑な業務遂行
が継続できると判断」（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行

9004 都市クリエイト（株）
平成１７年度西宮道路清掃
作業

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年9月15日 17,879,245

「H16公募型指名競争入札方式により入
札・契約手続き運営委員会において指名
され落札したもので、H16業務実績も不
都合が無く次年度以降も円滑な業務遂行
が継続できると判断」（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9005 淡路土建（株）
２８号厚浜地区道路緊急復
旧工事

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年10月3日 210,000,000

「台風14号により被災した箇所の二次災
害防止と早期の通行規制解除する工事で
あることから、現地状況に精通してい
る・早期の施工体制を整備可能・同種工
事の実績が有る等から、過年度より当該
区間を含む道路維持作業に携わっている
当該業者が円滑で適切な工事遂行が出来
る唯一の者である」（会計法第２９条の
３第４項）

その他

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

9006
（株）フジタ　大阪支
店

浜脇大気浄化施設計測点
追加工事

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年10月13日 10,605,000

「国道43号にある大気浄化施設周辺の大
気質モニタリング及び気象観測装置を追
加し観測の充実を図るもので、本体施設
は当該業者が独自に開発した技術を採用
し施工していることから、今後の観測に
ついても従前と同じ適切かつ所要の機能
を確保できる唯一の者である」（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9007 富士通リース（株）
パーソナルコンピュータ１１
台賃貸借及び保守等

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年11月1日 183,967

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9008
（株）ふるさときゃら
ばん

平成１７年度道路事業広報
業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年11月10日 4,536,000

「２１世紀の公共性のあり方について普請と
いう日本的な価値を基軸に、社会資本である
道について今日の課題や今後のあり方を広く
問いかけるため情報発信のツールとして
ミュージカルを通して啓発するもので、当該
業者は日本の暮らしや風土に根ざしたﾐｭｰｼﾞｶﾙ
の創造を目指して活動しており豊富な実績と
人材を有しており円滑かつ適切な業務遂行が
出来る唯一の者である」（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

9009
大日コンサルタント
（株）大阪支社

平成１７年度兵庫国道事務
所広報企画検討・支援業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年11月14日 2,940,000

「H17標準プロポーザル方式により建設
コンサルタント選定委員会において評価
した結果総合的に他社より優れていたた
め特定される」（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9010
兵庫ゼロックス
（株）

カラープリンタ複合機保守

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年11月16日 2,814,468

当該物件の保守契約を実施できるのは、
当該物件を製造した当該相手方以外では
できないため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

9011
兵庫ゼロックス
（株）

電子複写機保守（その６）

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年11月16日 2,811,777

当該物件の保守契約を実施できるのは、
当該物件を製造した当該相手方以外では
できないため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

9012 （株）神戸新聞社
平成１７年度兵庫県内広域
道路広報業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年11月30日 3,360,000

「兵庫県内における第二名神高速道路の
事業等について、新聞掲載により一般に
広く広報するものであるが当該業者は県
内（社）日本新聞協会及び全国秘湯新聞
社連合会に加盟し、県内で も多い発行
部数を有し地域に定着していることから
円滑な業務遂行が出来る唯一の者であ
る」（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9013
（株）建設技術研究
所　大阪本社

平成１７年度兵庫国道事務
所マネジメントに係る住民
意見収集業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年12月9日 6,667,500

「H17標準プロポーザル方式により建設
コンサルタント選定委員会において評価
した結果特定された、平成17年度兵庫国
道事務所マネジメント検討業務におい
て、住民意見収集（アンケート調査）が
生じたことから実施するもので既に実施
中の業務と密接不可分にあり、適切かつ
効率的に業務遂行が出来る唯一の者であ
る。」（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9014 日本カルミック（株）
トイレ衛生設備保守管理業
務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年12月9日 1,781,640

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、保守管理は
契約相手先が特定されるため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9015
日本レコードマネジ
メント（株）

平成１７年度情報管理のあ
り方検討業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年12月12日 11,161,500

「H17標準プロポーザル方式により建設
コンサルタント選定委員会において評価
した結果総合的に他社より優れていたた
め特定される」（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9016
日本電気（株）　関
西支社

平成１７年度Ｗｅｂマイクロ
フィルム検索システム改良
業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年12月13日 14,910,000
平成１０年度システム開発者を行った者
であり、業務に精通する者が一であるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9017 （株）興和
平成１７年度２８号斜面監
視資料分析及びシステム
検討業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成17年12月21日 3,885,000

当該業者は観測を開始したH12より業務
に携わり当ｼｽﾃﾑに熟知するとともに豊富
な経験を有しており適切な業務遂行が出
来る唯一の者である」（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9018
（株）黒田建築設計
事務所

春日和田山道路氷上ＰＡ施
設実施設計業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成18年1月5日 1,995,000

「H17標準プロポーザル方式により建設
コンサルタント選定委員会において評価
した結果総合的に他社より優れていたた
め特定される」（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9019
（株）長大　神戸支
店

１７５号美嚢川橋その他補
修・補強設計業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成18年1月5日 43,365,000

「H17標準プロポーザル方式により建設
コンサルタント選定委員会において評価
した結果総合的に他社より優れていたた
め特定される」（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9020
（株）修成建設コン
サルタント

平成１７年度兵庫国道管内
駐車調査業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成18年1月10日 19,530,000

「H17標準プロポーザル方式により建設
コンサルタント選定委員会において評価
した結果総合的に他社より優れていたた
め特定される」（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9021
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

国道４３号特車自動計測装
置機能追加検討業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成18年1月12日 7,770,000

「H17標準プロポーザル方式により建設
コンサルタント選定委員会において評価
した結果総合的に他社より優れていたた
め特定される」（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9022 ＫＤＤＩ（株）
兵庫国道事務所ホーム
ページ用サーバ他賃貸借
及び保守等

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成18年1月19日 1,667,400

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9023 第一電子（株）
広報活動等用パソコン賃貸
借及び保守等

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成18年1月26日 25,830

当該物件は平成１７年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9024
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

国道４３号周辺地域交通量
調査解析業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成18年1月27日 198,450,000

「H17標準プロポーザル方式により建設
コンサルタント選定委員会において評価
した結果総合的に他社より優れていたた
め特定される」（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9025
（株）東京建設コン
サルタント　関西支
店

平成１７年度アイドリングス
トップ効果検討業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成18年2月7日 18,795,000

「H17標準プロポーザル方式により建設
コンサルタント選定委員会において評価
した結果総合的に他社より優れていたた
め特定される」（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9026
エヌ・ティ・ティ・イン
フラネット（株）　関
西支店

一般国道１７１号尼崎西昆
陽電線共同溝引込管路設
備工事委託

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成18年2月13日 257,250
協議に基づく委託契約（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9027
エヌ・ティ・ティ・イン
フラネット（株）　関
西支店

一般国道２号西宮津門大
塚電線共同溝引込管路設
備工事委託

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成18年2月13日 2,542,050
協議に基づく委託契約（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9028
エヌ・ティ・ティ・イン
フラネット（株）　関
西支店

一般国道２号中央吾妻通
電線共同溝引込管路設備
工事委託

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成18年2月13日 1,802,850
協議に基づく委託契約（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9029
エヌ・ティ・ティ・イン
フラネット（株）　関
西支店

一般国道２号中央北本町
電線共同溝引込管路設備
工事委託

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成18年2月13日 452,550
協議に基づく委託契約（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9030
エヌ・ティ・ティ・イン
フラネット（株）　関
西支店

一般国道２号長田西電線
共同溝引込管路設備工事
委託

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成18年2月13日 3,924,900
協議に基づく委託契約（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9031 富士通リース（株）
パーソナルコンピュータ７台
賃貸借及び保守等

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成18年2月24日 12,285

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9032
国道４３号沿道環
境改善に向けた社
会実験協議会

国道４３号沿道環境改善に
向けた社会実験業務

新一真
近畿地方整備局兵庫国道
事務所
兵庫県神戸市中央区波止
場町３－１１

平成18年3月22日 81,000,000

「事務所長と社会実験協議会長間で締結
した委託契約に基づく業務であり、その
実施については相手方を明示してい
る。」（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9033
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

平成１７年度阪神地域幹線
道路交通量関係現場技術
業務

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年4月1日 13,755,000
プロポーザルにより特定し随契（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9034
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

平成１７年度名塩出張所現
場技術業務

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年4月1日 14,175,000
プロポーザルにより特定し随契。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9035 （株）ぎょうせい 追録　建設法令総覧　他

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年4月1日 2,101,880
購入済みの台本と密接不可分な追録の購
入であるため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9036
（株）ケイ・オプティ
コム

電話料金

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年4月1日 1,050,000

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

9037
（株）近代設計　大
阪支社

平成１７年度広域幹線道路
構造現場技術業務

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年4月1日 21,315,000

前年度にプロポーザル方式により特定さ
れ、当該年度も不都合なく継続できると
判断されたため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9038
（株）建設企画コン
サルタント

平成１７年度広域幹線道路
環境関係等現場技術業務

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年4月1日 32,235,000

前年度にプロポーザル方式により特定さ
れ、当該年度も不都合なく継続できると
判断されたため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9039
（株）建設技術研究
所

平成１７年度兵庫県南部地
域道路調査現場技術業務

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年4月1日 13,860,000

前年度にプロポーザル方式により特定さ
れ、当該年度も不都合なく継続できると
判断されたため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9040
（株）修成建設コン
サルタント

平成１７年度神戸西出張所
現場技術業務

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年4月1日 14,070,000
プロポーザルにより特定し随契。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9041
（株）神戸新聞事業
社

平成１７年度阪神国道事務
所情報提供業務

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年4月1日 13,828,500
ラジオ関西の番組制作に精通しているた
め、プロポーザル。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9042
（株）長大　神戸支
店

平成１７年度神戸西バイパ
ス両生類調査業務

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年4月1日 10,500,000
絶滅危惧種の維持管理・繁殖を継続的に
実施するための随意契約（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

企画競争を実施（１
９年度から）

9043 セコム（株）
平成１７年度阪神国道事務
所庁舎防犯機械警備業務

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年4月1日 2,520,000
機械警備設備を設置した者と継続的に契約
せざるを得ないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

公募を実施（１９年
度から）

9044
芦屋市収入役（水
道部）

平成１７年度水道料金

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年4月1日 1,084,713
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9045
協和テクノロジィズ
（株）

イントラネット機器賃貸借
（その１）

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年4月1日 114,660

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

9046
協和テクノロジィズ
（株）

パーソナルコンピューター
賃貸借及び保守

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年4月1日 1,585,080

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

9047
西日本電信電話
（株）

電話料金

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年4月1日 5,388,463

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

9048 第一電子（株）
高速プリンター賃貸借（そ
の１）

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年4月1日 212,940

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9049
東洋技研コンサル
タント（株）

平成１７年度名塩道路現場
技術業務

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年4月1日 13,860,000
Ｈ１６年度プロポーザルにより特定され
随契。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9050
日本技術開発（株）
大阪支社

平成１７年度神戸西ＢＰ現
場技術業務

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年4月1日 13,807,500
プロポーザルにより特定し随契。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9051
兵庫リコー（株）尼
崎支店

電子複写機賃貸借及び保
守等（その３）

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年4月1日 702,720

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

9052
兵庫リコー（株）尼
崎支店

電子複写機賃貸借及び保
守等（その５）

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年4月1日 128,367

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

9053
兵庫県タクシー事
業（同）

タクシー料

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年4月1日 1,205,050

タクシー料金が認可制のため価格による
競争の余地がなく、当局が必要とする
サービスを有する者が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

9054
（株）長大　神戸支
店

平成１７年度広域幹線道路
環境影響評価検討業務

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年4月4日 45,570,000

前年度より当該業者との契約により検討
を行っており、継続業務の遂行にはこれ
までの検討経緯に精通している必要があ
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

企画競争を実施（１
９年度から）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9055 （株）神戸新聞社
平成１７年度広域幹線道路
整備計画広報企画業務

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年4月12日 49,560,000

兵庫県内で 大の購読率であり、過去の
実績等からも道路に関する広報について
精通しているため。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9056
日本技術開発（株）
大阪支社

平成１７年度神戸西バイパ
ス鳥類調査業務

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年4月19日 25,410,000
前年度の環境調査委員会の業務に精通し
ており、審議内容等を確実に踏襲するた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

企画競争を実施（１
９年度から）

9057
（社）システム科学
研究所

平成１７年度広域幹線道路
網将来交通量推計他検討
業務

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年4月26日 50,190,000

１６年度より当該事業との契約により検
討を行っており、継続業務であるため前
年度の検討内容に精通し、検討結果を熟
知している同業者と随意契約するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

公募を実施（１９年
度から）

9058
東洋技研コンサル
タント（株）

名塩道路１工区付替水路
他詳細設計業務

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年4月26日 11,235,000

前年度関係機関協議の中で検討に時間を
要したため打ち切った。協議は継続して
おり、早期に系統立てた成果が必要なた
め。現場条件を熟知している唯一の業
者。（会計法第２９条の３第４項）

その他

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

9059
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

平成１７年度広域幹線道路
広報検討業務

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年4月27日 8,977,500

平成１６年度にプロポーザル方式により
特定され、当該年度もなく業務が遂行さ
れたため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9060 （株）ニュージェック
平成１７年度広域幹線道路
トンネル構造検討業務

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年5月11日 29,463,000
継続中の検討委員会の当初から関わって
おり、審議内容を熟知しているため。
（会計法第29条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

9061
（社）兵庫県公共嘱
託登記土地家屋調
査士協会

平成１７年度不動産登記等
業務

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年5月11日 4,304,901

本業務の実施にあたっては、不動産の表示に関
する登記についての専門的な知識と土地家屋調
査士法に基づく土地家屋調査士の資格に併せ、
広域的な範囲において同時・多量の業務の迅速
な処理能力が求められる。本契約相手方は不動
産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測
量又はその登記の嘱託又は申請の適正かつ迅
速な実施に寄与することを目的に土地家屋調査
士法（昭和２５年法律第２２８号）第６３条第１項の
規定に基づき設立された公益法人であり、事務
所管内全域において不動産の表示登記に関する
専門的な知識や技能及び豊富な経験を有し、か
つ現地の状況等に精通した多数の土地家屋調査
士を擁している公共嘱託表示登記の専門機関と
して県内唯一の法人であるため。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

9062
兵庫リコー（株）尼
崎支店

電子複写機賃貸借及び保
守等（その２）

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年5月13日 446,040

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9063
日本技術開発（株）
大阪支社

平成１７年度広域幹線道路
路線計画業務

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年5月17日 9,870,000

平成１４年度にプロポーザル方式により
特定され、当該年度もなく業務が遂行さ
れたため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9064
富士ゼロックス
（株）　西日本支社

電子複写機賃貸借及び保
守等

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年5月30日 5,686,851

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9065
富士ゼロックス
（株）　西日本支社

電子複写機賃貸借及び保
守等（その７）

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年5月30日 709,335

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9066
（株）神戸新聞事業
社

平成１７年度阪神国道事務
所道路事業広報業務

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年7月7日 11,077,500
継続的かつ一貫性の求められ、昨年度の
提案を踏襲するため。プロポーザル（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9067
（株）エム・シー・ア
ンド・ピー

平成１７年度阪神国道事務
所ホームページ管理運営
業務

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年8月4日 6,751,500

前年度にプロポーザル方式により特定さ
れ、当該年度も不都合なく継続できると
判断されたため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9068
（株）神戸新聞事業
社

平成１７年度阪神国道事務
所広報誌作成業務

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年8月9日 6,940,500
阪神地域を対象とした広報誌を企画・作
成、プロポーザル（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9069
（社）システム科学
研究所

平成１７年広域幹線道路交
通量他調査業務

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年8月9日 107,835,000

１６年度より当該事業との契約により検
討を行っており、継続業務であるため前
年度の検討内容に精通し、検討結果を熟
知している同業者と随意契約するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

公募を実施（１８年
度から）

9070
（株）修成建設コン
サルタント

名塩道路名塩東久保地区
道路予備設計業務

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年8月31日 33,915,000

標準プロポーザル方式により５社から提
出された技術提案書を評価した結果、
も高い順位であった当該業者と随意契約
を行ったもの。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9071
（株）綜合技術コン
サルタント　大阪支
社

平成１７年度阪神国道女性
モニター検討業務

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年8月31日 30,030,000

H15年度にプロポーザル方式により５社
から提出された技術提案書を、建設コン
サルタント選定委員会において評価し、
総合的に判断した結果、他社より優れて
いたので特定されたもの。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9072
（株）長大　神戸支
店

平成１７年度広域幹線道路
環境検討業務

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年9月22日 10,605,000
前年度より当該事業との契約により検討
を行っており、継続業務であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

9073 非公表 焼却物等運搬作業

田口定一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年10月3日 643,700

公文書等の処分の性質上、信頼性・確実
性が求められ、塵芥作業範囲内の地域で
あることから、迅速な対応が可能のた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9074
（株）パスコ　神戸
支店

広域幹線道路ＣＧシステム
改良業務

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年10月6日 7,455,000

当初システム作成時の契約業者であり、
システム改良を的確に履行できる唯一の
業者であるため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9075
中央復建コンサル
タンツ（株）

平成１７年度広域幹線道路
路線検討業務

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年10月12日 22,155,000
平成16年度にプロポーザル方式により特
定され随契。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9076
（株）ふるさときゃら
ばん

平成１７年度住民参加型行
政に関する広報業務

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年10月24日 4,882,500
未知普請に関するミュージカル公演に唯
一取り組んでいる劇団（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

9077
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

平成１７年度阪神国道事務
所管内幹線道路整備方策
検討業務

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年10月27日 12,757,500
プロポーザルによる随意契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9078
（株）読売新聞大阪
本社　広告局

環境と道路整備に関する広
報企画業務

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年10月28日 43,706,250

本業務は新聞という媒体を使って全国民
に広く広報することが目的であり、当該
業者はその目的とした広報媒体として評
価が高く、効率的かつ効果的に広報する
ためには同紙に掲載することが 良であ
るため随意契約したもの。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

9079 （株）神戸新聞社
地域再生と道路整備に関
する広報企画業務

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年11月2日 8,421,000

兵庫県内で 大の購読率であり、過去の
実績等からも道路に関する広報について
精通しているため。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9080 （株）久本組
名塩道路名塩木之元地区
改良工事

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年11月17日 105,000,000
一部工事区域が重複、円滑で安全な施工
確保のため（会計法第２９条の３第４
項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）

9081
（株）アーステック東
洋

名塩道路八幡トンネル地下
水影響検討業務

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成17年12月14日 12,232,500

標準プロポーザル方式により４社から提
出された技術提案書を評価した結果、
も高い順位であった当該業者と随意契約
を行ったもの。（会計法第２９号の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9082
協和テクノロジィズ
（株）

パーソナルコンピュータ賃
貸借（その２）

田口定一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成18年1月4日 231,000

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

9083
三井リース事業
（株）関西営業本部

平成１３年度行政情報シス
テム賃貸借

田口定一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成18年1月4日 455,544

当該物件は平成１３年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

9084
協和設計（株）　神
戸支店

神戸西ＢＰ下村地区横断函
渠調整設計業務

林正一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成18年3月3日 1,785,000

当年度業務で他事業との調整未了で交通
処理計画を除外して完了していたが、計
画が確定し早期に関係機関協議が必要と
なったため。構造特性を熟知している唯
一の業者（会計法第２９条の３第４項）

その他

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

9085 セコム（株）
阪神国道事務所監視カメラ
増設作業

田口定一
近畿地方整備局阪神国道
事務所
兵庫県芦屋市川西町１４
－１

平成18年3月23日 249,480

既設機械警備設備の増設・改造・設定変
更のため、責任の明確化及び機器に習熟
していることから本契約の相手方に特定
される。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9086
富士ゼロックス
（株）　西日本支社

平成１７年度電子複写機賃
貸借及び保守等

久保田一
近畿地方整備局淀川水系
総合調査事務所
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年4月1日 893,027

当該物件は平成15年に随意契約により
リースしたものであり、契約相手先が特
定されるため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9087 （株）京都放送
平成１７年度淀川水系節水
啓発広報業務

久保田一
近畿地方整備局淀川水系
総合調査事務所
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年7月4日 17,944,500

テレビ・ラジオを活用した幅広い広報の
企画・立案・実施。地域に密着した放送
媒体を所有していること。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9088
（株）建設技術研究
所　大阪本社

平成１７年度高山ダム洪水
調節操作方式検討業務

久保田一
近畿地方整備局淀川水系
総合調査事務所
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年10月14日 7,350,000

過年度実施業務を標準プロポーーザル方
式で受註しており、高品質の成果を提出
している。また業務を遂行する上で必要
な治水計算システムを既に有していると
ともに、淀川水系に関連した高い技術を
持ち合わせている。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9089
アイドールエンジニ
ヤリング（株）

平成１７年度高山ダム再開
発構造検討業務

久保田一
近畿地方整備局淀川水系
総合調査事務所
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年10月20日 11,550,000

標準プロポーザル方式（総合評価型）に
より提出された技術提案書を審査した結
果、総合評価において他業者より優れて
いたため（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9090
（株）ジオサイエン
ス

淀川水系立体地図作製業
務

久保田一
近畿地方整備局淀川水系
総合調査事務所
大阪府大阪市中央区大手
前１－５－４４

平成17年11月28日 2,882,250
製作する立体地図の版権を保有している
ため実施できる唯一の業者（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9091 （株）エ－ス
橿原維持管内現場技術業
務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 14,070,000

本業務は、本年度プロポーザル方式によ
り技術提案書を提出させ、建設コンサル
タント選定委員会において評価した結
果、「技術者の資格要件」、「専門技術
力」及び「技術者の提案評価」において
他社より優れていたので特定されたもの
である。（会計法第２９条３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9092
（株）エヌ・アイ・プラ
ンニング

平成１７年度奈良情報誌広
報業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 7,749,000

株式会社エヌ・アイ・プランニングが発行し
ている月刊情報誌「タウン情報ぱ－ぷる」
は、県内の若年層、とくに２０代の独身社会
人・ＯＬを中心に幅広く購読されており、若
年層においては、 も多く購読されている県
内唯一のタウン情報誌である。また、親しみ
やすさを高める為にカラ－ペ－ジを多様して
いるなど、広告に必要なデザイン等の高度な
技術を有している。以上のことから、本業務
を実施できるのは上記業者以外にないことか
ら随意契約するものである。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9093
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ関西

電話料

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 3,285,667
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項） その他

随意契約によらざる
を得ないもの

長期継続
契約

9094
（株）エフエムシー
阪神支店

奈良国道管内電気通信現
場技術業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 41,580,000

平成15年度プロポーザル方式で技術提案
書を提出させ、建設コンサルタント選定
委員会で評価された結果、他社より優れ
ていたため、特定されたものである。勤
務実績、取組姿勢を勘案した結果、不誠
実な行為がなく、勤務成績も良好であ
る。よって随契を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9095 （株）オウギ
用地関係技術業務委託そ
の３

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 13,125,000

本業務は、平成１６年度プロポーザル方式に
より技術提案させ、建設コンサルタント選定
委員会において評価された結果、当該業者が
他社より優れていたので当該業者に特定した
ものである。当該業者は、平成１６年度の業
務執行において、不誠実な行為がなく的確な
成果をあげている。よって、業務内容に精通
した経験を有し、本業務を誠実かつ的確に履
行できる当該業者と随意契約を結ぶものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9096
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

橿原維持管内その２現場
技術業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 14,175,000

本業務は、過年度においてプロポーザル
方式により技術提案させ、建設コンサル
タント選定委員会において評価された結
果、当該業者が「業務実施の実現性」及
び「業務に対する取組姿勢」等において
他社より優れていたので特定されたもの
である。（会計法第２９条３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9097
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

奈良国道管内（改築）現場
技術その１１業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 29,820,000

本業務は過年度においてプロポーザル方式
により特定した業務であり、過年度業務執
行において、不誠実な行為が無く的確な成
果をあげている。よって、業務内容に精通し
た経験を有し本業務を誠実かつ的確に履行
できる当該業者と随意契約を結ぶものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9098
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

平成１７年度奈良国道管内
（改築）現場技術その２業
務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 27,510,000

本業務は過年度においてプロポーザル方
式により特定した業務であり、過年度業
務執行において、不誠実な行為が無く的
確な成果をあげている。よって、業務内
容に精通した経験を有し本業務を誠実か
つ的確に履行できる当該業者と随意契約
を結ぶものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9099 （株）ぎょうせい 追録（建設法令総覧　他

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 1,918,590
購入済みの台本と密接不可分な追録の購
入であるため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9100
（株）ケー・エスコン
サルタント

用地関係技術業務委託そ
の４

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 13,125,000

本業務は、平成１６年度プロポーザル方式に
より技術提案させ、建設コンサルタント選定
委員会において評価された結果、当該業者が
他社より優れていたので当該業者に特定した
ものである。当該業者は、平成１６年度の業
務執行において、不誠実な行為がなく的確な
成果をあげている。よって、業務内容に精通
した経験を有し、本業務を誠実かつ的確に履
行できる当該業者と随意契約を結ぶものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9101
（株）スリーエスコン
サルタンツ

平成１７年度奈良国道管内
（改築）現場技術その３業
務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 27,510,000

本業務は過年度においてプロポーザル方
式により特定した業務であり、過年度業
務執行において、不誠実な行為が無く的
確な成果をあげている。よって、業務内
容に精通した経験を有し本業務を誠実か
つ的確に履行できる当該業者と随意契約
を結ぶものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9102 （株）吉田土木 奈良道路維持作業

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 124,079,025

道路維持作業は、日常の道路の変状をい
ち早く把握した上での対応や異常気象
時・災害時等の対応の緊急対応を実施す
ることから、経年的に作業を行うこと
で、良質な道路管理に資するものである
ため、平成15年度に公募型で選定した業
者と随意契約を結んだ。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9103 （株）近倉建設
橿原第二工区道路維持作
業

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 123,073,590

道路維持作業は、日常の道路の変状をい
ち早く把握した上での対応や異常気象
時・災害時等の対応の緊急対応を実施す
ることから、経年的に作業を行うこと
で、良質な道路管理に資するものである
ため、平成15年度に公募型で選定した業
者と随意契約を結んだ。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの

単価契約

9104
（株）建設企画コン
サルタント

奈良国道管内（大和御所道
路）現場技術その３業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 14,175,000

本年度においてプロポーザル方式により
技術提案させ、建設コンサルタント選定
委員会において評価された結果、当該業
者が「取組姿勢」及び「技術提案」等に
おいて他社より優れていたため。(会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9105
（株）三和コンサル
タント

奈良国道管内（大和御所道
路）現場技術その４業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 14,175,000

平成１６年度プロポーザル方式により技
術提案書を提出させ、建設コンサルタン
ト選定委員会において評価された結果、
当該業者が他社と比べ提案書の的確性や
現場技術業務を遂行する心構え、さらに
コミュニケーション力等が優位であった
ため。(会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9106
（株）修成建設コン
サルタント

奈良国道管内（管理）その
３現場技術業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 13,650,000

本業務は、過年度においてプロポーザル
方式により技術提案させ、建設コンサル
タント選定委員会において評価された結
果、当該業者が「業務実施の実現性」及
び「業務に対する取組姿勢」等において
他社より優れていたので特定されたもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9107
（株）修成建設コン
サルタント

奈良国道管内（管理）現場
技術業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 13,650,000

本業務は、過年度においてプロポーザル
方式により技術提案させ、建設コンサル
タント選定委員会において評価された結
果、当該業者が「業務実施の実現性」及
び「業務に対する取組姿勢」等において
他社より優れていたので特定されたもの
である。（会計法第２９条３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9108
（株）修成建設コン
サルタント

奈良国道管内（改築）現場
技術その１２業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 27,405,000

本業務は、本年度プロポーザル方式によ
り技術提案書を提出させ、建設コンサル
タント選定委員会において評価した結
果、「技術者の資格要件」、「専門技術
力」及び「技術者の提案評価」において
他社より優れていたので特定されたもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9109
（株）修成建設コン
サルタント

平成１７年度五條道路現場
技術その２業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 14,070,000

本業務は本年度においてプロポーザル方
式により技術提案させ、建設コンサルタ
ント選定委員会において評価された結
果、当該業者が「業務実施の実現性」及
び「業務実施の取組姿勢」等において他
社より優れていたので特定されたもので
ある。よって、当該業者と随意契約を結
ぶものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9110 （株）大倉商店
庁舎立替に伴う土地等賃
貸借料

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 5,304,000

場所が限定されることにより、供給者が
一に特定される賃貸借契約等であって当
該場所でなければ行政事務を行うことが
不可能なため（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9111
（株）長大　奈良事
務所

奈良国道管内（改築）現場
技術その７業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 13,755,000

平成１６年度プロポーザル方式により技
術提案書を提出させ、建設コンサルタン
ト選定委員会において評価された結果、
当該業者が他社と比べ提案書の現実性や
現場技術業務を遂行する心構え、さらに
コミュニケーション力等が優位であった
ため。(会計法第２９条の３第４項)

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9112
（株）長大　奈良事
務所

平成１７年度奈良国道管内
（十津川道路等）現場技術
業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 16,170,000

本業務は過年度においてプロポーザル方
式により特定した業務であり、過年度業
務執行において、不誠実な行為が無く的
確な成果をあげている。よって、業務内
容に精通した経験を有し本業務を誠実か
つ的確に履行できる当該業者と随意契約
を結ぶものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9113
（株）奈良シティエフ
エムコミュニケー
ションズ

平成１７年度道路情報広報
業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 4,894,693

地域に密着したコミュニティＦＭ局を運
営し、また県や市町村の広報番組を放送
していることから、地域に密着した視点
での道路事業の必要性を広報する能力を
有する（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9114 （株）奈良新聞社
平成１７年度奈良国道事務
所単価契約広報業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 47,325,180

奈良県唯一の地方紙や生活情報誌を県内
等に発行し広く県民の支持を受けてお
り、また県内のネットワークや情報力を
生かし広報の企画立案の能力を有してい
る（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

単価契約
47,325,1
80

9115 （株）北谷組
橿原第三工区道路維持作
業

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 95,501,235

道路維持作業は、日常の道路の変状をい
ち早く把握した上での対応や異常気象
時・災害時等の対応の緊急対応を実施す
ることから、経年的に作業を行うこと
で、良質な道路管理に資するものである
ため、平成15年度に公募型で選定した業
者と随意契約を結んだ。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行 単価契約

9116 （株）類設計室
奈良国道事務所庁舎新築
等補助業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 15,750,000

本業務は過年度においてプロポーザル方
式により特定した業務であり、過年度業
務執行において、不誠実な行為が無く的
確な成果をあげている。よって、業務内
容に精通した経験を有し本業務を誠実か
つ的確に履行できる当該業者と随意契約
を結ぶものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9117
（社）奈良県公共嘱
託登記土地家屋調
査士協会

不動産登記等業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 73,558,226

本業務の実施にあたっては、不動産の表示に関
する登記についての専門的な知識と土地家屋調
査士法に基づく土地家屋調査士の資格に併せ、
広域的な範囲において同時・多量の業務の迅速
な処理能力が求められる。本契約相手方は不動
産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測
量又はその登記の嘱託又は申請の適正かつ迅
速な実施に寄与することを目的に土地家屋調査
士法（昭和２５年法律第２２８号）第６３条第１項の
規定に基づき設立された公益法人であり、事務
所管内全域において不動産の表示登記に関する
専門的な知識や技能及び豊富な経験を有し、か
つ現地の状況等に精通した多数の土地家屋調査
士を擁している公共嘱託表示登記の専門機関と
して県内唯一の法人であるため。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9118 （有）ツジオカ 駐車場賃貸借

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 2,646,000

場所が限定されることにより、供給者が
一に特定される賃貸借契約等であって当
該場所でなければ行政事務を行うことが
不可能なため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9119
アイネット・システム
ズ（株）

パーソナルコンピュータ等
賃貸借（その１）

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 133,110

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

9120
エヌ・ティ・ティ・コ
ミュニケーションズ
（株）

プロバイダ料

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 1,938,886
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

9121
エヌ・ティ・ティ・コ
ミュニケーションズ
（株）

電話料

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 2,156,680

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

9122
エフエム西大和
（株）

平成１７年度道路工事情報
放送業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 1,816,500

地域に密着したコミュニティＦＭ局を運
営し、また県や市町村の広報番組を放送
していることから、地域に密着した視点
での道路事業の必要性を広報する能力を
有する。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9123
キタイ設計（株）
大阪支社

用地関係技術業務委託

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 12,810,000

本業務は、平成１６年度プロポーザル方式に
より技術提案させ、建設コンサルタント選定
委員会において評価された結果、当該業者が
他社より優れていたので当該業者に特定した
ものである。当該業者は、平成１６年度の業
務執行において、不誠実な行為がなく的確な
成果をあげている。よって、業務内容に精通
した経験を有し、本業務を誠実かつ的確に履
行できる当該業者と随意契約を結ぶものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9124 セコム（株） 五條監督官詰所機械警備

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 676,200
機械警備設備を設置した者と継続的に契
約せざるを得ないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

公募を実施（１９年
度から）

9125 セコム（株） 奈良国道事務所機械警備

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 3,024,000
機械警備設備を設置した者と継続的に契
約せざるを得ないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

公募を実施（１９年
度から）

9126
セントラルコンサル
タント（株）　大阪支
社

奈良国道管内（改築）現場
技術その８業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 13,755,000

平成１６年度プロポーザル方式により技
術提案書を提出させ、建設コンサルタン
ト選定委員会において評価された結果、
当該業者が他社と比べ提案書の的確性や
コミュニケーション力等が優位であった
ため。(会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9127
セントラルコンサル
タント（株）　大阪支
社

奈良国道管内（大和御所道
路）現場技術業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 14,175,000

平成１６年度プロポーザル方式により技
術提案書を提出させ、建設コンサルタン
ト選定委員会において評価された結果、
当該業者が他社と比べ提案書の的確性や
コミュニケーション力等が優位であった
ため。(会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9128
セントラルコンサル
タント（株）　大阪支
社

奈良国道管内環境関係現
場技術業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 13,755,000

本業務は過年度においてプロポーザル方式
により特定した業務であり、過年度業務執
行において、不誠実な行為が無く的確な成
果をあげている。よって、業務内容に精通し
た経験を有し本業務を誠実かつ的確に履行
できる当該業者と随意契約を結ぶものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9129
関西ハウス工業
（株）

京奈和自動車道ＰＲ棟（２
期）賃貸借

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 7,560,000

当該物件は平成１６年度に指名競争契約
により賃貸借したものであり、契約相手
方が特定されるため。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9130
協和テクノロジィズ
（株）

パーソナルコンピュータ等
賃貸借（その２）

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 1,141,350

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

9131
協和テクノロジィズ
（株）

パーソナルコンピュータ等
賃貸借（その３）

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 1,725,570

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

9132
協和テクノロジィズ
（株）

パーソナルコンピュータ等
賃貸借（その４）

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 7,021,980

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9133 協和設計（株）
奈良国道管内（改築）現場
技術その１０業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 13,755,000

平成１５年度プロポーザル方式により技
術提案書を提出させ、建設コンサルタン
ト選定委員会において評価された結果、
当該業者が他社に比べ、提案書の現実性
や現場技術業務を遂行する心構え等にお
いて他社より優れていため。(会計法第
２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9134 協和設計（株）
奈良国道管内（管理）その
２現場技術業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 13,755,000

本業務は、過年度においてプロポーザル
方式により技術提案させ、建設コンサル
タント選定委員会において評価された結
果、当該業者が「業務実施の実現性」及
び「業務に対する取組姿勢」等において
他社より優れていたので特定されたもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9135
近畿技術コンサル
タンツ（株）

奈良維持管内現場技術業
務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 14,070,000

本業務は、過年度においてプロポーザル
方式により技術提案させ、建設コンサル
タント選定委員会において評価された結
果、当該業者が「業務実施の実現性」及
び「業務に対する取組姿勢」等において
他社より優れていたので特定されたもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9136
近畿技術コンサル
タンツ（株）

平成１７年度五條道路現場
技術業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 42,420,000

本業務は過年度においてプロポーザル方
式により特定した業務であり、過年度業
務執行において、不誠実な行為が無く的
確な成果をあげている。よって、業務内
容に精通した経験を有し本業務を誠実か
つ的確に履行できる当該業者と随意契約
を結ぶものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9137 近畿設備（株）
京奈和自動車道等電気通
信現場技術業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 14,185,500

平成16年度プロポーザル方式で技術提案
書を提出させ、建設コンサルタント選定
委員会で評価された結果、他社より優れ
ていたため、特定されたものである。勤
務実績、取組姿勢を勘案した結果、不誠
実な行為がなく、勤務成績も良好であ
る。よって随契を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9138
構造計画コンサル
タント（株）　大阪支
社

奈良国道管内（改築）現場
技術その６業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 3,324,271

平成１６年度プロポーザル方式により技
術提案書を提出させ、建設コンサルタン
ト選定委員会において評価された結果、
当該業者が他社と比べ提案書の現実性、
コミュニケーション力等が優位であった
ため。(会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9139
三井リース事業
（株）関西営業本部

パーソナルコンピュータ等
賃貸借（その５）

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 223,452

当該物件は平成１４年に一般競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9140
三井リース事業
（株）関西営業本部

パーソナルコンピュータ等
賃貸借（その６）

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 232,092

当該物件は平成１４年に一般競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

9141
三井共同建設コン
サルタント（株）　関
西支社

奈良国道管内（大和御所道
路）現場技術その２業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 14,175,000

平成１６年度プロポーザル方式により技
術提案書を提出させ、建設コンサルタン
ト選定委員会において評価された結果、
当該業者が他社と比べ提案書の的確性や
現場技術業務を遂行する心構え、さらに
コミュニケーション力等が優位であった
ため。(会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9142 十津川村助役
十津川道路建設監督官連
絡室建物借料

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 981,738

場所が限定されることにより、供給者が
一に特定される賃貸借契約等であって該
当場所でなければ行政事務を行うことが
不可能なため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9143
新日本法規出版
（株）

追録（建築関係ＪＩＳ要覧）
他

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 3,214,190
購入済みの台本と密接不可分な追録の購
入であるため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9144
西日本電信電話
（株）

電話専用料

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 11,712,589
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

9145
大阪中央郵便局
通信費

後納郵便料

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 2,654,335
郵便に関する料金（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9146 大和郡山市長
京奈和自動車道建設監督
官連絡室外建物借料

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 865,800

場所が限定されることにより、供給者が
一に特定される賃貸借契約等であって当
該場所でなければ行政事務を行うことが
不可能なため（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9147 大和交通（株） タクシーの借り上げ

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 7,258,760

タクシー料金が認可制のため価格による
競争の余地がなく、当局が必要とする
サービスを有する者が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9148
中央復建コンサル
タンツ（株）

橿原維持管内その３現場
技術業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 14,070,000

本業務は、過年度においてプロポーザル
方式により技術提案させ、建設コンサル
タント選定委員会において評価された結
果、当該業者が「業務実施の実現性」及
び「業務に対する取組姿勢」等において
他社より優れていたので特定されたもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9149
中央復建コンサル
タンツ（株）

奈良国道管内（改築）現場
技術その９業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 13,755,000

本年度においてプロポーザル方式により
技術提案させ、建設コンサルタント選定
委員会において評価された結果、当該業
者が「取組姿勢」及び「技術提案」等に
おいて他社より優れていたため。(会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9150
東洋技研コンサル
タント（株）

平成１７年度大和高田出張
所現場技術業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 56,700,000

本業務は過年度においてプロポーザル方
式により特定した業務であり、過年度業
務執行において、不誠実な行為が無く的
確な成果をあげている。よって、業務内
容に精通した経験を有し本業務を誠実か
つ的確に履行できる当該業者と随意契約
を結ぶものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9151
東洋技研コンサル
タント（株）

奈良国道管内（管理）その
４現場技術業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 13,755,000

本業務は、過年度においてプロポーザル
方式により技術提案させ、建設コンサル
タント選定委員会において評価された結
果、当該業者が「業務実施の実現性」及
び「業務に対する取組姿勢」等において
他社より優れていたので特定されたもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9152
奈良ゼロックス
（株）

電子複写機賃貸借及び保
守等（その１）

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 3,362,864

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9153
奈良ゼロックス
（株）

電子複写機賃貸借及び保
守等（その２）

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 21,357,736

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9154
奈良テレビ放送
（株）

平成１７年度奈良国道事業
紹介番組作成業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 12,453,000

地域性のあるテレビ番組を行っておりま
た行政官庁の広報の企画制作に実績があ
ることから、地域に密着した視点での道
路事業の必要性を広報する能力を有して
いる。エリア内における視聴率は高い。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9155 奈良リコー（株）
新聞記事読み込みスキャ
ナーの賃貸借及び保守等

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 148,050

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9156 奈良リコー（株）
電子複写機賃貸借及び保
守等（その３）

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 4,624,518

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9157
奈良近鉄タクシー
（株）

タクシーの借り上げ

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 22,030,370

タクシー料金が認可制のため価格による
競争の余地がなく、当局が必要とする
サービスを有する者が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9158
奈良市水道事業管
理者

水道料

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 3,293,059
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

9159 奈良市長 水道料

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 6,994,760
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

9160 奈良市長
道の駅「針ＴＲＳ」維持管理
作業

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 29,012,163
地方自治体との協議に基づく委託契約
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9161
日本シビックコンサ
ルタント（株）　大阪
支店

奈良維持管内その４現場
技術業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 14,175,000

本業務は、過年度においてプロポーザル
方式により技術提案させ、建設コンサル
タント選定委員会において評価された結
果、当該業者が「業務実施の実現性」及
び「業務に対する取組姿勢」等において
他社より優れていたので特定されたもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9162
日本シビックコンサ
ルタント（株）　大阪
支店

奈良国道管内（改築）現場
技術その５業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 13,755,000

平成１６年度プロポーザル方式により技
術提案書を提出させ、建設コンサルタン
ト選定委員会において評価された結果、
当該業者が他社と比べ提案書の現実性や
現場技術業務を遂行する心構え、さらに
コミュニケーション力等が優位であった
ため。(会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9163
日本ハイウェイ・サ
－ビス（株）

名阪国道道路維持作業

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 296,597,857

道路維持作業は、日常の道路の変状をい
ち早く把握した上での対応や異常気象
時・災害時等の対応の緊急対応を実施す
ることから、経年的に作業を行うこと
で、良質な道路管理に資するものである
ため、平成15年度に公募型で選定した業
者と随意契約を結んだ。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの

単価契約

9164
日本技術開発（株）
大阪支社

奈良維持管内その２現場
技術業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 14,175,000

本業務は、過年度においてプロポーザル
方式により技術提案させ、建設コンサル
タント選定委員会において評価された結
果、当該業者が「業務実施の実現性」及
び「業務に対する取組姿勢」等において
他社より優れていたので特定されたもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9165
日本建設コンサル
タント（株）　大阪支
社

平成１７年度奈良国道管内
（改築）現場技術その４業
務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 41,265,000

本業務は過年度においてプロポーザル方
式により特定した業務であり、過年度業
務執行において、不誠実な行為が無く的
確な成果をあげている。よって、業務内
容に精通した経験を有し本業務を誠実か
つ的確に履行できる当該業者と随意契約
を結ぶものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9166
日本振興（株）　大
阪支店

平成１７年度奈良国道管内
（改築）現場技術業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 27,510,000

本業務は過年度においてプロポーザル方
式により特定した業務であり、過年度業
務執行において、不誠実な行為が無く的
確な成果をあげている。よって、業務内
容に精通した経験を有し本業務を誠実か
つ的確に履行できる当該業者と随意契約
を結ぶものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9167
日本振興（株）　大
阪支店

平成１７年度奈良国道管内
（大和道路等）現場技術業
務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 56,700,000

本業務は過年度においてプロポーザル方
式により特定した業務であり、過年度業
務執行において、不誠実な行為が無く的
確な成果をあげている。よって、業務内
容に精通した経験を有し本業務を誠実か
つ的確に履行できる当該業者と随意契約
を結ぶものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9168
日本総合補償鑑定
（株）　大阪支店

用地関係技術業務委託そ
の２

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 12,600,000

本業務は、平成１６年度プロポーザル方式に
より技術提案させ、建設コンサルタント選定
委員会において評価された結果、当該業者が
他社より優れていたので当該業者に特定した
ものである。当該業者は、平成１６年度の業
務執行において、不誠実な行為がなく的確な
成果をあげている。よって、業務内容に精通
した経験を有し、本業務を誠実かつ的確に履
行できる当該業者と随意契約を結ぶものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9169
日本電子計算機
（株）　営業本部

端末装置賃貸借一式

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 3,693,060

当該物件は平成１５年に一般競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9170
扶桑設計コンサル
タント（株）

奈良維持管内その３現場
技術業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月1日 14,175,000

本業務は、本年度プロポーザル方式によ
り技術提案書を提出させ、建設コンサル
タント選定委員会において評価した結
果、「技術者の資格要件」、「専門技術
力」及び「技術者の提案評価」において
他社より優れていたので特定されたもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9171 （株）クリエテ関西
奈良の文化を活かした情報
誌広報業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月4日 9,996,000

（株）クリエテ関西は関西地方で発行さ
れる中高年を対象とした雑誌の中で、読
者の７５％以上を３５才以上の年齢層が
占めており、毎月１０万部以上発行して
いる業者は外にない。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9172
（社）システム科学
研究所

平成１７年度奈良国道事務
所管内交通量推計業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月4日 35,805,000

当該法人は豊富な地域関連デ－タの他、奈良
国道管内の交通特性分析及び交通量の予測に
関する総合的かつ豊富な経験・知識と技術力
を有しており、本業務の内容に精通してい
る。　本業務の実施にあたっては、奈良国道
管内の整備計画に関する豊富なデ－タが必要
であり、過年度に（社）システム科学研究所
が履行した交通量推計業務の成果から将来推
計等を行うものである。以上のことから、奈
良国道管内の将来交通量推計について迅速か
つ的確な手法等を有している当法人と随意契
約するものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
競争入札若しくは企

画競争に移行



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9173
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

大和御所道路三宅・田原本
地区調整池詳細設計業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月4日 37,905,000

　本業務は本年度においてプロポーザル
方式により技術提案させ、建設コンサル
タント選定委員会において評価された結
果、当該業者が「取組姿勢」及び「コ
ミュニケーション力」等において他社よ
り優れていたので特定されたものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9174
特定非営利活動法
人　さんが俥座

平成１７年度奈良都市圏交
通円滑化施策実施運営業
務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月4日 2,415,000

さんが俥座は奈良町の活性化に関する活
動を行っており市内中心部の交通渋滞問
題について豊富な経験、知識を有してい
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
公募を実施

9175 三精輸送機（株）
奈良国道事務所庁舎エレ
ベーター保守点検

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月8日 945,000
保守点検可能な者が一に特定されるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
公募を実施

9176 奈良県知事
京奈和（大和区間）遺物整
理及び報告書作成業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月11日 10,000,000
文化財発掘調査（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9177 橿原市長
京奈和「大和・御所区間（新
堂町他）」埋蔵文化財発掘
調査業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月14日 34,442,000
文化財発掘調査（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9178 奈良県知事
京奈和「五條道路（近内地
区）」埋蔵文化財発掘調査
業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年4月14日 71,000,000
文化財発掘調査（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9179
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

大和北道路環境影響評価
準備書作成業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年5月9日 97,125,000

本業務は、本年度プロポーザル方式により
技術提案書を提出させ、建設コンサルタント
選定委員会において評価した結果、「技術
者の資格要件」、「専門技術力」及び「技術
者の提案評価」において他社より優れてい
たので特定されたものである。（会計法第２
９条３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9180
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

平成１７年度香芝柏原区間
設計検討業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年5月9日 32,340,000

本業務は、本年度プロポーザル方式によ
り技術提案書を提出させ、建設コンサル
タント選定委員会において評価した結
果、「技術者の資格要件」、「専門技術
力」及び「技術者の提案評価」において
他社より優れていたので特定されたもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9181
応用地質（株）奈良
営業所

奈良北部地域地下水予測
検討業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年5月19日 60,690,000

応用地質株式会社は、地下水位の変動を求め
る地下水シミュレーションモデルの構築や予
測の実施を行うにあたり、平成１３年度に開
催された「地下水検討委員会」において当該
業者が構築した地下水位の変動を求める地下
水シミュレーションモデルで予測していると
ともに、地下水や地質・埋蔵文化財との関係
を熟知し、同委員会の経緯、内容も熟知して
いる。よって、当該業者と随意契約するもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9182
中央復建コンサル
タンツ（株）

奈良国道管内（改築）現場
技術その１３業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年6月20日 10,395,000

本年度においてプロポーザル方式により
技術提案させ、建設コンサルタント選定
委員会において評価された結果、当該業
者が「取組姿勢」及び「技術提案」等に
おいて他社より優れていたため。(会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9183
（株）ＮＨＫきんきメ
ディアプラン

平成１７年度奈良県南部地
域活性化シンポジウム運営
業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年6月21日 8,715,000

近畿を中心に公的機関のシンポジウム等
を企画を多数実施。近畿の主要１３自治
体は主な株主であり公共性が高い。（会
計法２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

9184 環境科学（株）
平成１７年度五條道路周辺
希少昆虫類等保全計画検
討業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年7月6日 12,810,000

当該業者は昨年度業務の中で、保全対策
の検討、希少種の保護及び飼育を実施し
ていることから、奈良県内における対象
希少種の生息実態を知り得た唯一の業者
であり、希少種の生息事実の機密を保持
するためにも当該業者に随契する事が適
切である。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

9185
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

平成１７年度自動車起終点
調査業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年7月7日 22,522,500

本業務は、プロポーザル方式により技術
提案させ、建設コンサルタント選定委員
会において評価された結果、当該業者が
「業務実施の実現性」及び「業務に対す
る取組姿勢」等において他社より優れて
いたので特定されたものである。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9186 （株）小西設計
平成１７年度奈良国道事務
所庁舎（南棟）新築工事監
理業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年8月5日 4,935,000

本業務の実施にあたっては、既に完成してい
る北棟と建設中の南棟の庁舎が一体の構造と
なるよう設計されており、機械及び電気設備
についても一体的に監理する必要がある。
よって、北棟の構造にも熟知し、技術的判断
に一貫性が確保され、目的物の品質を効率的
に確保することが求められる。以上のことか
ら過年度に本工事の監理業務を手掛け、工事
内容を十分に把握している当該業者と随意契
約を行うことが適切である。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9187
（株）スリーエスコン
サルタンツ

奈良国道管内（改築）現場
技術その１４業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年8月31日 8,085,000

本年度においてプロポーザル方式により
技術提案させ、建設コンサルタント選定
委員会において評価された結果、当該業
者が特定テーマに対する取組姿勢及び技
術提案において他社より優れていたた
め。(会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9188
エヌ・ティ・ティ・イン
フラネット（株）　関
西支店

一般国道２４号橿原八木第
２工区電線共同溝引込管
路設備工事に関する委託
契約

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年9月6日 2,395,050
通信事業者との協議に基づく委託契約
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9189
（株）奥村組　関西
支社

奈良国道事務所庁舎（南
棟）新築（第二期）工事

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年9月22日 296,415,000

本工事は前工事と一体の構造物として完成し
て機能を発揮するものである。また、前工事
の施工内容を十分把握している業者が履行す
ることで、前工事の仮設備が引き続き使用で
きるため、工期短縮、経費節減が確保できる
とともに、安全かつ適切な施工が出来る。さ
らに、今回仕上げ工事のため、別業者が施工
した場合、瑕疵担保責任の範囲が不明確にな
るなどの事態も生じることから、密接不可分
の関係にあたる。これらの理由により前工事
と後工事を一貫して施工することが求めら
れ、当該業者が履行することが適切である。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）

9190 奈良リコー（株）
新聞記事読み込みスキャ
ナーの賃貸借及び保守等
（その２）

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年9月26日 110,880

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9191
奈良テレビ放送
（株）

平成１７年度奈良国道広報
番組作成業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年10月3日 6,184,500

地域性のあるテレビ番組を行っておりま
た行政官庁の広報の企画制作に実績があ
ることから、地域に密着した視点での道
路事業の必要性を広報する能力を有して
いる。エリア内における視聴率は高い。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9192 奈良県知事
京奈和「（郡山ジャンクショ
ン）」遺物整理業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年10月7日 5,352,100
文化財発掘調査（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9193 奈良県知事
京奈和「五條道路・大和高
田バイパス」遺物整理業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年10月7日 16,647,900
文化財発掘調査（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9194 奈良県知事
京奈和「御所区間」埋蔵文
化財発掘調査業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年10月7日 16,100,000
文化財発掘調査（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9195 奈良県知事
京奈和「大和区間（横田）」
埋蔵文化財発掘調査業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年10月7日 2,000,000
文化財発掘調査（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9196
特定非営利活動法
人　さんが俥座

平成１７年度奈良国道管内
パーク＆ライド実施運営業
務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年10月12日 1,365,000
当該法人は奈良市中心部の交通渋滞の現
状に関し豊富な知識・経験を有してい
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
公募を実施

9197
中央復建コンサル
タンツ（株）

十津川道路今戸トンネル基
本設計業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年10月24日 17,881,500

本業務は本年度においてプロポーザル方
式により技術提案させ、建設コンサルタ
ント選定委員会において評価された結
果、当該業者が「業務実施の取組姿勢」
等において他社より優れていたので特定
されたものである。よって、当該業者と
随意契約を結ぶものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9198
（株）奈良シティエフ
エムコミュニケー
ションズ

冊子「道・ゆく・なら」１３００
冊他

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年10月26日 7,087,500

奈良国道事務所提供のラジオ広報番組を
まとめた冊子であり、番組を制作してい
る当該業者のみが作成･販売している
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9199
（株）ふるさときゃら
ばん

平成１７年度住民参加型国
土交通行政に関する広報
業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年11月2日 5,407,500

劇団は、長年、地域住民と協働で、日本
の暮らしに根ざしたミュージカルの創造
を目指して活動を行っており、専門的な
能力（演出・演技力）、豊富な実績、人
員等を有している。こうした理由から、
本業務を的確に遂行することができる唯
一の劇団は、同劇団以外に無い。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

9200 （株）丸末
京奈和自動車道ＰＲ棟賃貸
借

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年11月7日 4,006,800

当該物件は平成１５年度に指名競争契約
により賃貸借したものであり、契約相手
方が特定されるため。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

9201 （株）丸末
奈良国道事務所仮車庫棟
賃貸借

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年11月7日 3,612,315

当該物件は平成１５年度に指名競争契約
により賃貸借したものであり、契約相手
方が特定されるため。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

9202
オリエントハウス
（株）

奈良国道事務所仮倉庫棟
賃貸借

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年11月7日 4,529,250

当該物件は平成１５年度に指名競争契約
により賃貸借したものであり、契約相手
方が特定されるため。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9203
（株）長大　奈良事
務所

平成１７年度道路交通環境
整備推進検討業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年11月9日 31,500,000

本業務は、本年度プロポーザル方式によ
り技術提案書を提出させ、建設コンサル
タント選定委員会において評価した結
果、「技術者の資格要件」、「専門技術
力」及び「技術者の提案評価」において
他社より優れていたので特定されたもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9204
協和テクノロジィズ
（株）

プローブカー調査機器の賃
貸借等

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年11月9日 3,047,167

当業務は、ﾌﾟﾛｰﾌﾞﾃﾞｰﾀ取得機器のﾘｰｽであり、
従前奈良国道事務所においてﾘｰｽ契約をしてい
た機器の継続ﾘｰｽであり、緊急的にﾃﾞｰﾀの取得
が必要になった為、他社製品では取得される
ﾃﾞｰﾀ形式の違いやﾃﾞｰﾀの連続性が確保されな
いことや、価格においてもﾘｰｽ期間を満了した
ものであり安価にﾘｰｽすることができる為、随
意契約するものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

9205
（株）電通　関西支
社

京奈和自動車道開通式典
等企画運営業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年11月15日 29,872,500

本業務は本年度においてプロポーザル方
式により技術提案させ、建設コンサルタ
ント選定委員会において評価された結
果、当該業者が「業務実施の取組姿勢」
等において他社より優れていたので特定
されたものである。よって、当該業者と
随意契約を結ぶものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9206 奈良県知事
京奈和「大和区間（下永東
方）」埋蔵文化財発掘調査
業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年12月22日 19,000,000
文化財発掘調査（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9207
奈良テレビ放送
（株）

平成１７年度奈良国道事務
所道路情報番組作成業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成17年12月27日 6,223,455

地域性のあるテレビ番組を行っておりま
た行政官庁の広報の企画制作に実績があ
ることから、地域に密着した視点での道
路事業の必要性を広報する能力を有して
いる。エリア内における視聴率は高い。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9208
西名阪自動車道社
会実験協議会　会
長　山田哲也

西名阪自動車道社会実験
実施業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成18年1月5日 5,597,340
社会実験の主体である為、協議会への委
託している。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9209
（株）高速道路計算
センター

西名阪自動車道社会実験
料金収受システム改修等
業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成18年1月17日 3,874,500

当センターは、高速道路の料金徴収を実
施しており、当ｾﾝﾀｰ以外に割り引き処理
ｼｽﾃﾑの構築及び割引処理を実施できな
い。故に随意契約するものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9210
（株）東京建設コン
サルタント　関西支
店

大和御所道路根成柿・観音
寺地区橋梁予備修正設計
業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成18年1月19日 30,450,000

本年度においてプロポーザル方式により
技術提案させ、建設コンサルタント選定
委員会において評価された結果、当該業
者が特定テーマに対する的確性及び実現
性において他社より優れていたため。
(会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9211
三井リース事業
（株）関西営業本部

パーソナルコンピュータ等
賃貸借（その９）

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成18年1月23日 232,092

当該物件は平成１４年に一般競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9212
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

奈良県内道路評価資料作
成業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成18年2月3日 9,513,000

本業務は、本年度プロポーザル方式によ
り技術提案書を提出させ、建設コンサル
タント選定委員会において評価した結
果、「技術者の資格要件」、「専門技術
力」及び「技術者の提案評価」において
他社より優れていたので特定されたもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9213
（株）エム・シー・ア
ンド・ピー

大和北道路広報誌作成他
業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成18年2月20日 9,145,500

本業務は、本年度プロポーザル方式により
技術提案書を提出させ、建設コンサルタント
選定委員会において評価した結果、「技術
者の資格要件」、「専門技術力」及び「技術
者の提案評価」において他社より優れてい
たので特定されたものである。（会計法第２
９条３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9214
協和テクノロジィズ
（株）

パーソナルコンピュータ等
賃貸借（その１０）

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成18年2月21日 29,904

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

9215
協和テクノロジィズ
（株）

プリンタ賃貸借（その２）

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成18年2月21日 2,814

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

9216
近畿日本鉄道（株）
鉄道事業本部　大
阪輸送統括部長

国道２４号近接工事に係わ
る立会費

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成18年2月21日 1,018,600
鉄道事業者との協定に基づく委託契約
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9217
（株）ＮＨＫきんきメ
ディアプラン

平成１７年度奈良県南部地
域活性化シンポジウム広報
資料作成業務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成18年2月23日 6,999,999

近畿を中心に公的機関のシンポジウム等
を企画を多数実施。近畿の主要１３自治
体は主な株主であり公共性が高い。（会
計法２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9218 （株）昭和設計
奈良国道事務所庁舎変更
検討及び数量取りまとめ業
務

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成18年2月24日 4,095,000

本業務にあたっては今回の変更内容のみなら
ず設計全体の観点で技術的検討を行い、目的
物の品質を確保することが求められる。ま
た、用途の変更に伴い積載荷重の変更があり
構造計算の見直しが必要となる。当該業者は
過年度業務から今回構造の構造計算を独自の
計算ソフトで行っており内容を熟知してい
る。以上のことから、設計内容について精通
している当該業者と随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

9219
近畿日本鉄道（株）
鉄道事業本部　大
阪輸送統括部長

国道２４号近接工事に係わ
る立会費

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成18年2月28日 460,000
鉄道事業者との協定に基づく委託契約
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9220
近畿日本鉄道（株）
鉄道事業本部　大
阪輸送統括部長

国道２４号近接工事に係わ
る立会費

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成18年3月29日 648,200
鉄道事業者との協定に基づく委託契約
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9221
近畿日本鉄道（株）
鉄道事業本部　大
阪輸送統括部長

国道２４号近接工事に係わ
る立会費

山田哲也
近畿地方整備局奈良国道
事務所
奈良県奈良市大宮町３－
５－１１

平成18年4月4日 3,657,450
鉄道事業者との協定に基づく委託契約
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9222 非公表 建物等賃貸借料（倉庫）
大槻英治
和歌山河川国道事務所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 4,158,000

場所が限定されることにより、供給者が一に
特定されるとしている賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行うこと
が不可能であるもの（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
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契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9223
（株）アクアテルス
大阪営業所

平成１７年度紀の川大堰管
理補助業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 29,190,000

本業務は、平成１５年度に「次年度以降引き
続き実施する場合がある。」としてプロポー
ザル方式により技術提案書を提出させ、建設
コンサルタント選定委員会において評価され
た結果、当該業者が「技術職員の経験及び能
力」、「業務の理解度」、「業務実施の実現
性」及び「業務実施の独創性」の総合評価に
おいて他社より優れていたので特定されたも
のである。平成１６年度の業務実施状況で
は、①不誠実な行為が無かった。②良好な堰
管理補助業務の実施により、平常時及び洪水
時等の大堰管理が円滑に遂行された。③経年
する堰管理業務に精通していることから、平
成１７年度も継続して業務を実施させること
により、より高品質の業務成果が得られる。
以上のことから、上記業者と随意契約をおこ
なうものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

9224
（株）ウエスコ　大阪
支社

平成１７年度調査第二課調
査設計技術業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 32,550,000

標準プロポーザル方式により提出された技
術提案書の審査を行った結果、当該業者を
特定したものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9225 （株）エ－ス
平成１７年度道路管理第二
課（交通対策係）技術業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 27,510,000

標準プロポーザル方式により提出された技
術提案書の審査を行った結果、当該業者を
特定したものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9226
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ関西

電話料
大槻英治
和歌山河川国道事務所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 7,151,374

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

9227
（株）エフエムシー
阪神支店

平成１７年度機械課現場技
術業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 28,339,500

平成１６年度の業務実施状況では、①不誠実な
行為が無かった。②良好な現場技術業務の実施
により、機械設備の維持管理、点検・操作等にお
いて設備の信性の確保をより行った。③経年する
管内機械設備の状況に精通していることから、平
成１７年度も継続して業務を実施させることによ
り、より高品質の業務成果が得られる。以上のこ
とから上記業者と、随意契約するものである。(会
計法第２９条の３第４項)

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9228
（株）エフエムシー
阪神支店

平成１７年度電気通信課現
場技術業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 28,140,000

標準プロポーザル方式により提出された技
術提案書の審査を行った結果、当該業者を
特定したものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9229
（株）エフエムシー
阪神支店

平成１７年度電気通信設備
管理現場技術業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 14,385,000

標準プロポーザル方式により提出された技
術提案書の審査を行った結果、当該業者を
特定したものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9230 （株）ぎょうせい 追録代
大槻英治
和歌山河川国道事務所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 2,176,200
購入済みの台本と密接不可分な追録の購
入であるため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9231 （株）クボタ
平成１７年度有本揚排水機
場設備他点検整備

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 11,760,000

平成１６年度の点検整備業務において、①
当該設備の適切な点検・整備の履行・記録
の整理・状態の評価・状態の報告等が的確
に行われていた。②不誠実な行為がない。
③点検整備業務中の請負業者側の責によ
る事故がない。以上のことから、平成１７年
度の点検整備業務においても、良好な履行
が期待出来るため、上記業者と随意契約す
る。( 会計法第２９条の３第４項)

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行（１
９年度から）

9232
（株）センダイ工部
コンサルタント

平成１７年度船戸出張所現
場技術業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 18,879,000

H15年度にプロポーザル方式により特定し、
H16年度業務において不誠実な行為等の問
題がなかったことから随意契約とした。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9233
（株）タカダ　事業本
部

平成１７年度用地課補償技
術業務（その２）

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 13,230,000
プロポ３年目、不誠実な行為なし、良好
な業務実施、業務に精通（会計法第２９
条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9234
（株）ファーストオー
エー

特殊車両用パソコン２台他
３件賃貸借

大槻英治
和歌山河川国道事務所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 1,043,280
３年のリース期間を設定し契約した機器等
を前年度から引き続き契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9235
（株）ランド・コンサ
ルタント　関西支社

平成１７年度用地課補償技
術業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 13,230,000
標準プロポーザル方式により特定（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9236 （株）丸山組
平成１７年度４２号維持作
業

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 156,150,036

道路維持作業は、道路状況、交通状況、沿道状
況、気象状況等の地域特性を熟知して、異常気
象時等に発生事象を予測し、的確な自主的判断
も含めた作業実施が必要で、経年的に作業を行
うことで良質な作業成果が得られることから、平
成１５年度に「次年度随意契約する場合がある。」
を明記し、公募型指名競争方式で上記業者と契
約したものである。上記業者は平成１６年度の作
業において、①現地条件に即した非常に良好な
作業を行っており、現時点までの成果から６５点
以上の成績評価点であることが見込める。②不
誠実な行為がない。③作業中の請負者の責によ
る事故がない。以上のことから、１７年度の作業
においても良好な成果が期待できるため、上記業
者と随意契約する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行 単価契約

9237 （株）貴志
パーソナルコンピュータ１０
台他１件賃貸借

大槻英治
和歌山河川国道事務所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 1,559,880
３年のリース期間を設定し契約した機器等
を前年度から引き続き契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9238 （株）近代技研
平成１７年度かつらぎ出張
所現場技術業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 14,259,000
プロポーザル方式により提出された技術提
案書を審査し当該業者を特定した。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9239
（株）建設企画コン
サルタント

平成１７年度道路改築事業
計画技術業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 27,667,500

本業務は、平成１５年度に「次年度以降引き続き
実施する場合がある。」として、プロポーザル方式
により技術提案書を提出させ、建設コンサルタン
ト選定委員会において評価された結果、当該業
者が「技術職員の経験及び能力」、「業務の理解
度」、「業務実施の実現性」及び「業務実施の独創
性」の総合評価において他社よりすぐれていたの
で特定されたものである。平成１６年度の業務実
施状況では、①不誠実な行為が無かった。②良
好な現場技術業務の実施により業務等の実施が
円滑に遂行された。③良好な現場技術業務の実
施により一般的にわかりやすい資料作成ができ
た。④経年する業務状況に精通していることか
ら、平成１７年度も継続して業務を実施させること
により、より高品質の業務成果が得られる。以上
ことから、上記業者と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9240
（株）阪和不動産鑑
定所

橋本道路借地鑑定料（その
２）

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 1,241,100

本業務の実施にあたっては、不動産鑑定に関す
る専門的な知識と不動産の鑑定評価に関する法
律に基づく不動産鑑定士の資格に併せ、事務所
管内における地価公示法に基づく公示価格及び
鑑定地の存する地域の価格水準及び動向につい
て精通していることが求められる。不動産鑑定士
甲は、府県内における公共用地取得における多
数の受託実績を有しており、当該取得予定地域
における土地の客観的価値に作用する諸要因に
ついての比較を も適正かつ迅速に行うことがで
きる者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9241
（株）修成建設コン
サルタント

平成１７年度工務第二課改
築技術業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 27,720,000

本業務は、平成１６年度に「次年度以降引き続き
実施する場合がある。」として、プロポーザル方式
により技術提案書を提出させ、建設コンサルタン
ト選定委員会において評価された結果、当該業
者が「技術職員の経験及び能力」、「業務の理解
度」、「業務の実現性」及び「業務実施の創造性」
の全てにおいて他社より優れていたので特定さ
れたものである。平成１６年度の業務実施状況で
は、①不誠実な行為が無かった。②良好な技術
業務の実施により事業が円滑に進捗した。③経
年する業務状況に精通していることから、平成１７
年度も継続して業務を実施させることにより、より
高品質の業務成果が得られる。以上のことから
随意契約するものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9242
（株）修成建設コン
サルタント

平成１７年度工務第二課技
術業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 42,000,000

本業務は、平成１５年度に「次年度以降引き続き
実施する場合がある。」として、プロポーザル方式
により技術提案書を提出させ、建設コンサルタン
ト選定委員会において評価された結果、当該業
者が「技術職員の経験及び能力」、「業務の理解
度」、「業務の実現性」及び「業務実施の創造性」
の全てにおいて他社より優れていたので特定さ
れたものである。平成１６年度の業務実施状況で
は、①不誠実な行為が無かった。②良好な技術
業務の実施により事業が円滑に進捗した。③経
年する業務状況に精通していることから、平成１７
年度も継続して業務を実施させることにより、より
高品質の業務成果が得られる。以上のことから
随意契約するものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9243 （株）板橋製作所
平成１７年度かつらぎ・五條
管内樋門ゲート設備点検整
備

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 7,140,000

平成１６年度の点検整備業務において、①
当該設備の適切な点検・整備の履行・記録
の整理・状態の評価・状態の報告等が的確
に行われていた。②不誠実な行為がない。
③点検整備業務中の請負業者側の責によ
る事故がない。以上のことから、平成１７年
度の点検整備業務においても、良好な履行
が期待出来るため、上記業者と随意契約す
る。( 会計法第２９条の３第４項)

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行（１
９年度から）

9244 （株）豊工業所
平成１７年度船戸管内樋門
ゲート設備点検整備

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 10,741,500

平成１６年度の点検整備業務において、①
当該設備の適切な点検・整備の履行・記録
の整理・状態の評価・状態の報告等が的確
に行われていた。②不誠実な行為がない。
③点検整備業務中の請負業者側の責によ
る事故がない。以上のことから、平成１７年
度の点検整備業務においても、良好な履行
が期待出来るため、上記業者と随意契約す
る。( 会計法第２９条の３第４項)

見直しの
余地があ

り

Ｈ１９年度より競争
入札に移行

9245
（有）小川不動産鑑
定事務所

橋本道路借地鑑定料（その
１）

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 1,241,100

本業務の実施にあたっては、不動産鑑定に関す
る専門的な知識と不動産の鑑定評価に関する法
律に基づく不動産鑑定士の資格に併せ、事務所
管内における地価公示法に基づく公示価格及び
鑑定地の存する地域の価格水準及び動向につい
て精通していることが求められる。不動産鑑定士
甲は、府県内における公共用地取得における多
数の受託実績を有しており、当該取得予定地域
における土地の客観的価値に作用する諸要因に
ついての比較を も適正かつ迅速に行うことがで
きる者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9246 （有）粉徳
建物賃貸借料（橋本道路建
設監督官詰所）

大槻英治
和歌山河川国道事務所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 7,966,800

場所が限定されることにより、供給者が一に
特定されるとしている賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行うこと
が不可能であるもの（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

9247
ＮＥＣリース（株）
関西支社

プリンタ１台賃貸借
大槻英治
和歌山河川国道事務所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 97,335
３年のリース期間を設定し契約した機器等
を前年度から引き続き契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

9248
ＮＥＣリース（株）
関西支社

プリンタ５台賃貸借
大槻英治
和歌山河川国道事務所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 648,900
３年のリース期間を設定し契約した機器等
を前年度から引き続き契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

9249
ＮＥＣリース（株）
関西支社

資源サーバ他３件賃貸借
大槻英治
和歌山河川国道事務所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 548,532
３年のリース期間を設定し契約した機器等
を前年度から引き続き契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

9250
エヌ・ティ・ティ・コ
ミュニケーションズ
（株）

電話料
大槻英治
和歌山河川国道事務所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 1,171,750

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9251 かつらぎ町長
かつらぎ町域樋門等操作
業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 12,059,250
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9252
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

平成１７年度海南国道現場
技術業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 14,175,000

本業務は、平成１５年度に「次年度以降引き続き
実施する場合がある。」として、プロポーザル方式
により技術提案書を提出させ、建設コンサルタン
ト選定委員会において評価された結果、当該業
者が「技術職員の経験及び能力」、「業務の理解
度」、「業務の実現性」及び「業務実施の創造性」
の全てにおいて他社より優れていたので特定さ
れたものである。平成１６年度の業務実施状況で
は、①不誠実な行為が無かった。②良好な現場
技術業務の実施により工事が円滑に進捗した。
③経年する工事現場状況に精通していることか
ら、平成１７年度も継続して業務を実施させること
により、より高品質の業務成果が得られる。以上
のことから上記業者、パシフィックコンサルタンツ
（株）と随意契約するものである。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9253
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

平成１７年度調査第一課現
場技術（その２）業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 16,800,000

本業務は、平成１６年度に「次年度以降引き続き
実施する場合がある。」として、プロポーザル方式
により技術提案書を提出させ、建設コンサルタン
ト選定委員会において評価された結果、当該業
者が「技術職員の経験及び能力」、「業務の理解
度」、「業務実施の実現性」及び「業務実施の独創
性」の総合評価において他社よりすぐれていたの
で特定されたものである。平成１６年度の業務実
施状況では、①不誠実な行為が無かった。②良
好な現場技術業務の実施により業務等の実施が
円滑に遂行された。③良好な現場技術業務の実
施により一般的にわかりやすい資料作成ができ
た。④経年する業務状況に精通していることか
ら、平成１７年度も継続して業務を実施させること
により、より高品質の業務成果が得られる。以上
ことから、上記業者と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
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（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9254
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

平成１７年度調査第一課現
場技術業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 16,800,000

本業務は、平成１５年度に「次年度以降引き続き
実施する場合がある。」として、プロポーザル方式
により技術提案書を提出させ、建設コンサルタン
ト選定委員会において評価された結果、当該業
者が「技術職員の経験及び能力」、「業務の理解
度」、「業務実施の実現性」及び「業務実施の独創
性」の総合評価において他社よりすぐれていたの
で特定されたものである。平成１６年度の業務実
施状況では、①不誠実な行為が無かった。②良
好な現場技術業務の実施により業務等の実施が
円滑に遂行された。③良好な現場技術業務の実
施により一般的にわかりやすい資料作成ができ
た。④経年する業務状況に精通していることか
ら、平成１７年度も継続して業務を実施させること
により、より高品質の業務成果が得られる。以上
ことから、上記業者と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9255
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

平成１７年度調査第一課現
場技術業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 16,800,000

平成15年度プロポーザル方式で技術提案
書を提出させ、建設コンサルタント選定
委員会で評価された結果、他社より優れ
ていたため、特定されたものである。勤
務実績、取組姿勢を勘案した結果、不誠
実な行為がなく、勤務成績も良好であ
る。よって随契を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9256
ワコウコンサルタン
ト（株）

平成１７年度工務第一課現
場技術業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 32,340,000

H15年度にプロポーザル方式により特定し、
H16年度業務において不誠実な行為等の問
題がなかったことから随意契約とした。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9257 岩出市長 岩出町域樋門等操作業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 3,014,550
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9258
紀洲ハイヤータク
シー事業（同）

タクシー料
大槻英治
和歌山河川国道事務所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 3,240,310

タクシー料金が認可制のため価格による
競争の余地がなく、当局が必要とする
サービスを有する者が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
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点検の結果 講ずる措置

9259 貴志川町長
貴志川町域樋門等操作業
務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 525,000
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9260
協和テクノロジィズ
（株）

パーソナルコンピュータ賃
貸借

大槻英治
和歌山河川国道事務所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 514,710
３年のリース期間を設定し契約した機器等
を前年度から引き続き契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9261
協和テクノロジィズ
（株）

交通流動計測装置他１件
賃貸借

大槻英治
和歌山河川国道事務所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 216,720
３年のリース期間を設定し契約した機器等
を前年度から引き続き契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9262 協和設計（株）
平成１７年度和歌山ＢＰ現
場技術業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 14,280,000

本業務は、平成１５年度に「次年度以降引き続き
実施する場合がある。」として、プロポーザル方式
により技術提案書を提出させ、建設コンサルタン
ト選定委員会において評価された結果、当該業
者が「技術職員の経験及び能力」、「業務の理解
度」、「業務の実現性」及び「業務実施の創造性」
の全てにおいて他社より優れていたので特定さ
れたものである。平成１６年度の業務実施状況で
は、①不誠実な行為が無かった。②良好な現場
技術業務の実施により工事が円滑に進捗した。
③経年する工事現場状況に精通していることか
ら、平成１７年度も継続して業務を実施させること
により、より高品質の業務成果が得られる。以上
のことから上記業者、パシフィックコンサルタンツ
（株）と随意契約するものである。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9263 橋本市長 橋本市域樋門等操作業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 8,703,450
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
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点検の結果 講ずる措置

9264
近畿技術コンサル
タンツ（株）

平成１７年度河川管理課現
場技術（その２）業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 13,933,500

本業務は平成１６年度契約において、プロポーザ
ル方式により技術提案書を提出させ、建設コンサ
ルタント選定委員会において評価された結果、当
該業者が「技術職員の資格及び技術力」、「業務
に対する姿勢」、「業務に対する取組みの視点」
及び「業務に対する取組み意欲」において他社よ
り優れていたので特定され、随意契約された。ま
た、技術提案書提出要請書８．その他留意事項１
０）において「本業務については、次年度以降引
き続き実施する場合がある。」と規定していた。当
該業者の平成１６年度業務の実施状況につい
て、事故及び不誠実な行為等も無く、良好な結果
が得られていることから、平成１６年度技術提案
書提出要請書に基づき平成１７年度業務の実施
についても、上記業者と随意契約を行うものとす
る。(会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9265
近畿技術コンサル
タンツ（株）

平成１７年度橋本道路１工
区現場技術業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 28,560,000

本業務は、平成１６年度に「次年度以降引き続き
実施する場合がある。」として、プロポーザル方式
により技術提案書を提出させ、建設コンサルタン
ト選定委員会において評価された結果、当該業
者が「技術職員の経験及び能力」、「業務の理解
度」、「業務の実現性」及び「業務実施の創造性」
の全てにおいて他社より優れていたので特定さ
れたものである。平成１６年度の業務実施状況で
は、①不誠実な行為が無かった。②良好な技術
業務の実施により事業が円滑に進捗した。③経
年する業務状況に精通していることから、平成１７
年度も継続して業務を実施させることにより、より
高品質の業務成果が得られる。以上のことから
随意契約するものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9266
近畿技術コンサル
タンツ（株）

平成１７年度五條出張所現
場技術業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 14,280,000

H15年度にプロポーザル方式により特定し、
H16年度業務において不誠実な行為等の問
題がなかったことから随意契約とした。（会
計法第２９条の３第４項)

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9267 近畿設備（株）
平成１７年度管内道路機械
設備点検整備

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 2,761,500

平成１６年度の点検整備業務において、①
当該設備の適切な点検・整備の履行・記録
の整理・状態の評価・状態の報告等が的確
に行われていた。②不誠実な行為がない。
③点検整備業務中の請負業者側の責によ
る事故がない。以上のことから、平成１７年
度の点検整備業務においても、良好な履行
が期待出来るため、上記業者と随意契約す
る。( 会計法第２９条の３第４項)

見直しの
余地があ

り

その他（競争入札若
しくは企画競争に移

行）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所
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点検の結果 講ずる措置

9268 五條市長 五條市域樋門等操作業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 5,146,050
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9269 高野口町長
高野口町域樋門等操作業
務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 2,804,550
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9270 阪神測建（株）
平成１７年度和歌山国道維
持出張所現場技術業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 28,507,500

本業務は、平成１５年度に「次年度以降引き続き
実施する場合がある。」として、プロポーザル方式
により技術提案書を提出させ、建設コンサルタン
ト選定委員会において評価された結果、当該業
者が「技術職員の経験及び能力」、「業務の理解
度」、「業務の実現性」及び「業務実施の創造性」
の全てにおいて他社より優れていたので特定さ
れたものである。平成１６年度の業務実施状況で
は、①不誠実な行為が無かった。②良好な現場
技術業務の実施により工事が円滑に進捗した。
③経年する工事現場状況に精通していることか
ら、平成１７年度も継続して業務を実施させること
により、より高品質の業務成果が得られる。以上
のことから上記業者、阪神測建（株）と随意契約
するものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9271
三井リース事業
（株）関西営業本部

パーソナルコンピュータ２４
台賃貸借

大槻英治
和歌山河川国道事務所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 729,684
３年のリース期間を設定し契約した機器等
を前年度から引き続き契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

9272
三井リース事業
（株）関西営業本部

電子入札用パソコン１台他
１件賃貸借

大槻英治
和歌山河川国道事務所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 416,868
３年のリース期間を設定し契約した機器等
を前年度から引き続き契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9273
西日本電信電話
（株）

電話料
大槻英治
和歌山河川国道事務所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 30,618,903
行政目的を達成するため加入した特定の電
話回線の通信料であるため。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

9274 打田町長 打田町域樋門等操作業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 1,291,500
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9275 大阪第一交通（株） タクシー料
大槻英治
和歌山河川国道事務所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 23,030,130

タクシー料金が認可制のため価格による
競争の余地がなく、当局が必要とする
サービスを有する者が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

9276
中央復建コンサル
タンツ（株）

平成１７年度橋本道路２工
区現場技術業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 28,560,000

本業務は、平成１６年度に「次年度以降引き続き
実施する場合がある。」として、プロポーザル方式
により技術提案書を提出させ、建設コンサルタン
ト選定委員会において評価された結果、当該業
者が「技術職員の経験及び能力」、「業務の理解
度」、「業務の実現性」及び「業務実施の創造性」
の全てにおいて他社より優れていたので特定さ
れたものである。平成１６年度の業務実施状況で
は、①不誠実な行為が無かった。②良好な技術
業務の実施により事業が円滑に進捗した。③経
年する業務状況に精通していることから、平成１７
年度も継続して業務を実施させることにより、より
高品質の業務成果が得られる。以上のことから
随意契約するものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9277
中央復建コンサル
タンツ（株）

平成１７年度大気常時観測
施設保守管理業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 17,850,000
標準プロポーザル（総合評価型）により特定
された業者と随意契約をした（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9278 桃山町長 桃山町域樋門等操作業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 5,477,850
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9279 那賀町長 那賀町域樋門等操作業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 3,367,350
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9280
日本建設コンサル
タント（株）　大阪支
社

平成１７年度海南国道維持
出張所現場技術業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 14,070,000

本業務は、平成１６年度に「次年度以降引き続き
実施する場合がある。」として、プロポーザル方式
により技術提案書を提出させ、建設コンサルタン
ト選定委員会において評価された結果、当該業
者が「技術職員の経験及び能力」、「業務の理解
度」、「業務の実現性」及び「業務実施の創造性」
の全てにおいて他社より優れていたので特定さ
れたものである。平成１６年度の業務実施状況で
は、①不誠実な行為が無かった。②良好な現場
技術業務の実施により工事が円滑に進捗した。
③経年する工事現場状況に精通していることか
ら、平成１７年度も継続して業務を実施させること
により、より高品質の業務成果が得られる。以上
のことから上記業者、日本建設コンサルタント
（株）と随意契約するものである。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9281
日本建設コンサル
タント（株）　大阪支
社

平成１７年度橋本道路現場
技術業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 28,560,000

本業務は、平成１５年度に「次年度以降引き続き
実施する場合がある。」として、プロポーザル方式
により技術提案書を提出させ、建設コンサルタン
ト選定委員会において評価された結果、当該業
者が「技術職員の経験及び能力」、「業務の理解
度」、「業務の実現性」及び「業務実施の創造性」
の全てにおいて他社より優れていたので特定さ
れたものである。平成１６年度の業務実施状況で
は、①不誠実な行為が無かった。②良好な現場
技術業務の実施により工事が円滑に進捗した。
③経年する工事現場状況に精通していることか
ら、平成１７年度も継続して業務を実施させること
により、より高品質の業務成果が得られる。以上
のことから上記業者、阪神測建（株）と随意契約
するものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9282
日本振興（株）　大
阪支店

平成１７年度河川占用調整
課現場技術（その２）業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 14,332,500

本業務は、平成１６年度にプロポーザル方
式により技術提案書を提案させ、建設コン
サルタント選定委員会において評価された
結果、当該業者が「技術職員の経験及び能
力」、「業務の理解度」、「業務実施の実現
性」及び「業務実施の独創性」の全てにおい
て他社より優れていたので特定された。平
成１６年度は、すぐれた業務成果を残したた
め、平成１７年度においても随意契約を実施
するものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9283
日本振興（株）　大
阪支店

橋本道路改築現場技術業
務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 28,560,000

標準プロポーザル方式により提出された技
術提案書の審査を行った結果、当該業者を
特定したものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9284
日本電子計算機
（株）

特殊車両通行算定システ
ム一式賃貸借

大槻英治
和歌山河川国道事務所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 2,299,500

当該物件は平成１５年に一般競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9285
日本郵政公社　大
阪中央郵便局　共
通事務センター

後納郵便料
大槻英治
和歌山河川国道事務所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 1,536,215
郵便に関する料金（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9286
日立キャピタル
（株）

電子複写機賃貸借
大槻英治
和歌山河川国道事務所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 73,500
３年のリース期間を設定し契約した機器等
を前年度から引き続き契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9287
日立造船鉄構エン
ジニアリング（株）

平成１７年度紀の川大堰
ゲート設備点検整備

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 25,620,000

平成１６年度の点検整備業務において、①
当該設備の適切な点検・整備の履行・記録
の整理・状態の評価・状態の報告等が的確
に行われていた。②不誠実な行為がない。
③点検整備業務中の請負業者側の責によ
る事故がない。以上のことから、平成１７年
度の点検整備業務においても、良好な履行
が期待出来るため、上記業者と随意契約す
る。( 会計法第２９条の３第４項)

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行

9288 粉河町長 粉河町域樋門等操作業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 3,523,800
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9289
和歌山ゼロックス
（株）

事務所第一別館３Ｆ電子複
写機賃貸借及び保守等

大槻英治
和歌山河川国道事務所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 1,410,775
３年のリース期間を設定し契約した機器等
を前年度から引き続き契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9290
和歌山ゼロックス
（株）

事務所本館１Ｆ他５台電子
複写機賃貸借及び保守等

大槻英治
和歌山河川国道事務所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 7,255,661
３年のリース期間を設定し契約した機器等
を前年度から引き続き契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9291 和歌山リコー（株） カラープリンタ２台賃貸借
大槻英治
和歌山河川国道事務所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 277,200
３年のリース期間を設定し契約した機器等
を前年度から引き続き契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9292 和歌山リコー（株）
ノートパソコン１５台他４件
賃貸借

大槻英治
和歌山河川国道事務所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 2,526,672
３年のリース期間を設定し契約した機器等
を前年度から引き続き契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9293 和歌山リコー（株）
事務所第一別館３Ｆ他３台
電子複写機賃貸借及び保
守

大槻英治
和歌山河川国道事務所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 5,933,152
３年のリース期間を設定し契約した機器等
を前年度から引き続き契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9294 和歌山リコー（株）
事務所本館２Ｆ他５台電子
複写機賃貸借及び保守等

大槻英治
和歌山河川国道事務所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 7,122,968
３年のリース期間を設定し契約した機器等
を前年度から引き続き契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9295 和歌山リコー（株）
船戸出張所他５台電子複
写機賃貸借及び保守等

大槻英治
和歌山河川国道事務所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 8,052,553
３年のリース期間を設定し契約した機器等
を前年度から引き続き契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9296 和歌山航測（株）
平成１７年度河川占用調整
課現場技術業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 13,891,500

技術者評価型プロポーザル方式により提出
された技術提案書の審査を行った結果、当
該業者を特定したものである（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9297
和歌山市公営企業
管理者

水道料
大槻英治
和歌山河川国道事務所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年4月1日 1,264,654
供給可能な者又は取扱い可能な者が特定
されるため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

9298 和歌山市長
和歌山市域樋門等操作業
務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 5,782,350
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9299 和建技術（株）
平成１７年度道路管理第二
課技術業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 13,860,000

本業務は、平成１６年度に「次年度以降引き続き
実施する場合がある。」として、プロポーザル方式
により技術提案書を提出させ、建設コンサルタン
ト選定委員会において評価された結果、当該業
者が「技術職員の経験及び能力」、「業務の理解
度」、「業務の実現性」及び「業務実施の創造性」
の全てにおいて他社より優れていたので特定さ
れたものである。平成１６年度の業務実施状況で
は、①不誠実な行為が無かった。②良好な技術
業務の実施により事業が円滑に進捗した。③経
年する業務状況に精通していることから、平成１７
年度も継続して業務を実施させることにより、より
高品質の業務成果が得られる。以上のことから
上記業者、和建技術（株）と随意契約するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9300 和建技術（株）
平成１７年度河川管理課現
場技術業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 13,860,000

標準プロポーザル方式（技術者評価型）に
より提出された技術提案書の審査を行った
結果、当該業者を特定したものである。(会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9301 淺川道路（株）
平成１７年度２４・２６号維
持作業

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月1日 194,663,030

道路維持作業は、道路状況、交通状況、沿道状
況、気象状況等の地域特性を熟知して、異常気
象時等に発生事象を予測し、的確な自主的判断
も含めた作業実施が必要で、経年的に作業を行
うことで良質な作業成果が得られることから、平
成１５年度に「次年度随意契約する場合がある。」
を明記し、公募型指名競争方式で上記業者と契
約したものである。上記業者は平成１６年度の作
業において、①現地条件に即した非常に良好な
作業を行っており、現時点までの成果から６５点
以上の成績評価点であることが見込める。②不
誠実な行為がない。③作業中の請負者の責によ
る事故がない。以上のことから、１７年度の作業
においても良好な成果が期待できるため、上記業
者と随意契約する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行 単価契約

9302
（株）気象工学研究
所

平成１７年度防災情報提供
検討業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月4日 22,837,500

本業務においては、一度に多数の受信者に安
全・確実に情報提供するため携帯電話の機能を
活用したメール配信による情報伝達の手法を検
討し、その内容について検証するものであるが、
安全・確実な情報提供を行うにあたり、多数の受
信希望者の個人情報を保管することよるデータ
の漏洩が問題となり、２００５年４月より施行され
る「個人情報保護法」を遵守するため、メールアド
レスの漏洩を防止する手法及び技術が必要とな
る。また、必要な情報を必要な時に配信できるよ
うに電子メールによる自動応答の機能が必要と
なる。上記業者は、漏洩防止に対し も有効であ
る「電子メール送信方法及び電子メールシステ
ム」（特許願2004-142157号及び特許願2004-
142158号）の独占的再販売権を有している。ま
た、その特許技術を使用し、本業務への適用、応
用、改良等の技術においても十分な知識や技術
を有している唯一の業者である。さらに、電子メー
ルによる防災情報の自動応答のシステムに対応
する機能については、「電子メールによる防災情
報提供システム」（特許願2005-052359号）を上記
業者が出願しており、本業務における必要とする
機能・技術を十分に有している唯一の業者であ
る。したがって、上記（株）気象工学研究所 と随意
契約するものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9303
（財）和歌山県文化
財センター

一般国道２４号橋本道路
出土遺物整理業務

大槻英治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月7日 27,795,278
文化財発掘調査（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9304
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

平成１７年度国道４２号交
通流動調査業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月11日 49,875,000
当該業者が独自開発したＣＣＤカメラを使用
しての調査である為（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9305
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

平成１７年度道路事業概要
他作成業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年4月26日 6,667,500
標準プロポ（技術者評価型）による（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9306
西日本旅客鉄道
（株）　和歌山支社

紀勢線紀和・和歌山市駅間
嘉家作踏切道の平成１７年
度維持管理費

大槻英治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年5月9日 440,000
鉄道事業者との協定に基づく委託契約
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9307
エヌ・ティ・ティ・イン
フラネット（株）　関
西支店

平成１７年度一般国道４２
号船尾電線共同溝に伴う
引込管路設備工事（その
１）

大槻英治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年5月23日 4,723,950

電線共同溝整備に伴い電気通信事業者の
施設との接続が必要となったため施設管
理者に委託した。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9308 （株）テレビ和歌山
平成１７年度河川愛護月間
広報等業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年6月8日 11,025,000

本業務は、河川愛護啓発、各種情報の提供、広
報をテレビをつうじて行うものであり、テレビ放送
媒体を必要とする。株式会社テレビ和歌山は県
下を対象とした効果的な放送ができる唯一の地
方テレビ局であり、県内において視聴可能な範囲
が広く、地域のイベントなど多種多様な情報を放
送することで県内に多くの視聴者を有しており、
過去にも河川・道路の月間行事等における様々
な広報業務を企画・運営してきた実績、経験も豊
富である。また地元の事情にも精通し、信頼性も
高く、広報に関する知識と高度な技術を有するこ
とから、当該会社以外では目的を達成することは
困難である。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9309
（株）産業経済新聞
社　大阪本社営業
局

和歌山地域河川防災・減災
フォーラム広報業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年6月21日 5,145,000

本業務は、全国４７都道府県において実施する
フォーラムのうち、和歌山県内にて開催し、その
フォーラム内容紹介や水害に対する防災意識の
向上等に向けた啓発を広く行うことを目的とし、
フォーラムの広報、内容のとりまとめや啓発のた
めの冊子作成等を行うため、本フォーラムの内容
を十分熟知したうえで、広報媒体として信頼性の
ある新聞媒体による地域に密着した広報戦略を
立て、効率的かつ効果的に行うことが必要であ
る。㈱産経新聞社大阪本社は、和歌山地域で唯
一、本フォーラムの主催者である全国地方新聞
社連合会に加盟し、また、自らも本フォーラムの
主催者でもあることから、本フォーラムの開催主
旨や内容について熟知しており、より発展的且つ
効率的に広報を展開していくことができる和歌山
地域で唯一の新聞社である。以上から、上記の
者と随意契約するものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9310 （株）南近畿クボタ
平成１７年度草刈機３台点
検整備

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年6月30日 2,725,742

本点検整備は、平成１１年度・平成１３年度・
平成１５年度に計３台、株式会社クボタより
購入した草刈機について点検整備を行うも
のであり、株式会社クボタの子会社である
上記業者が指定サービス工場となってい
る。よって、草刈機は特殊な機械で、指定
サービス工場でしか点検整備は行えないた
め、上記業者と随意契約を行うものである。
(会計法第２９条の３第４項)

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行（１
９年度から）

9311
（株）岩根研究所
東京支店

平成１７年度道路ビデオＧＩ
Ｓシステム改良業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年7月6日 21,787,500

本業務はビデオ管理システムの改良が伴う
ことから、特許権を持ちシステム構成に精
通・熟知している㈱岩根研究所以外に、本
業務を確実に実施できる者はいなく、㈱岩
根研究所と随意契約するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

その他（競争入札若
しくは企画競争に移

行）

9312
システム環境計画
コンサルタント（株）

平成１７年度紀の川汽水域
大型底生動物生態把握調
査業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年7月8日 23,835,000

標準プロポーザル方式により提出された技
術提案書の審査（平成１７年５月１２日）を
行った結果、当該業者を特定したものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9313
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

平成１７年度紀の川河川環
境情報整理検討業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年7月8日 14,805,000

標準プロポーザル方式により提出された技
術提案書の審査（平成１７年５月１２日）を
行った結果、当該業者を特定したものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9314 （株）テレビ和歌山
平成１７年度道路ふれあい
月間等管内道路広報業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年7月12日 40,740,000
同業者は和歌山県全域を放送エリアに持つ
民放である為（会計法２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9315
日本技術開発（株）
大阪支社

平成１７年度山田橋外橋梁
補強検討業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年7月25日 12,757,500

標準プロポーザル方式により提出された技
術提案書の審査を行った結果、当該業者を
特定したものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9316
（株）東京建設コン
サルタント　関西支
店

紀の川大堰建設事業計画
変更検討業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年7月26日 34,282,500

標準プロポーザル方式により提出された技
術提案書の審査（平成１７年７月１２日）を
行った結果、当該業者を特定したものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9317
（社）和歌山県公共
嘱託登記土地家屋
調査士協会

不動産登記等業務委託単
価契約（表示関係）

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年7月29日 30,538,628

本業務の実施にあたっては、不動産の表示に関
する登記についての専門的な知識と土地家屋調
査士法に基づく土地家屋調査士の資格に併せ、
広域的な範囲において同時・多量の業務の迅速
な処理能力が求められる。本契約相手方は不動
産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測
量又はその登記の嘱託又は申請の適正かつ迅
速な実施に寄与することを目的に土地家屋調査
士法（昭和２５年法律第２２８号）第６３条第１項の
規定に基づき設立された公益法人であり、事務
所管内全域において不動産の表示登記に関する
専門的な知識や技能及び豊富な経験を有し、か
つ現地の状況等に精通した多数の土地家屋調査
士を擁している公共嘱託表示登記の専門機関と
して県内唯一の法人であるため。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9318
（社）和歌山県公共
嘱託登記司法書士
協会

不動産登記等業務委託単
価契約（権利関係）

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年8月3日 4,383,747

本業務の実施にあたっては、不動産の権利に関
する登記についての専門的な知識と司法書士法
に基づく司法書士の資格に併せ、広域的な範囲
において同時・多量の業務の迅速な事務処理能
力が求められる。本契約相手方は不動産の権利
に関する登記の嘱託又は申請の適正かつ迅速な
実施に寄与することを目的に司法書士法（昭和２
５年法律第１９７号）第６８条第１項の規定に基づ
き設立された公益法人であり、事務所管内全域
において不動産の権利に関する登記に関する専
門的な知識や技能及び豊富な経験を有しかつ、
現地の状況等に精通した司法書士を多数擁して
いる公共嘱託権利登記の専門機関として県内唯
一の公益法人であるため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

9319 南海電気鉄道（株）
一般国道２４号橋本道路南
海高野線立会業務

大槻英治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年8月22日 2,059,785
鉄道事業者の施設に影響する工事施工に
伴い安全管理上、鉄道事業者に委託し
た。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9320
（株）森本不動産鑑
定所

２４号紀北東道路改築工事
不動産鑑定料

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年8月25日 1,120,350

本業務の実施にあたっては、不動産鑑定に関す
る専門的な知識と不動産の鑑定評価に関する法
律に基づく不動産鑑定士の資格に併せ、事務所
管内における地価公示法に基づく公示価格及び
鑑定地の存する地域の価格水準及び動向につい
て精通していることが求められる。不動産鑑定士
甲は、府県内における公共用地取得における多
数の受託実績を有しており、当該取得予定地域
における土地の客観的価値に作用する諸要因に
ついての比較を も適正かつ迅速に行うことがで
きる者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9321
和歌山まちなか観
光交流促進協議会

和歌山まちなか滞留空間
創出社会実験運営業務

大槻英治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年9月1日 4,326,500
社会実験としての目的を達成するため和
歌山市ほかで組織された実施機関に委託
した。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9322
和歌山まちなか観
光交流促進協議会

和歌山まちなか滞留空間
創出社会実験調査分析業
務

大槻英治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年9月1日 2,173,500
社会実験としての目的を達成するため和
歌山市ほかで組織された実施機関に委託
した。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9323
（有）わかさ不動産
鑑定

２４号紀北東道路改築工事
不動産鑑定料

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年9月5日 2,513,700

本業務の実施にあたっては、不動産鑑定に関す
る専門的な知識と不動産の鑑定評価に関する法
律に基づく不動産鑑定士の資格に併せ、事務所
管内における地価公示法に基づく公示価格及び
鑑定地の存する地域の価格水準及び動向につい
て精通していることが求められる。不動産鑑定士
甲は、府県内における公共用地取得における多
数の受託実績を有しており、当該取得予定地域
における土地の客観的価値に作用する諸要因に
ついての比較を も適正かつ迅速に行うことがで
きる者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9324
日本技術開発（株）
大阪支社

平成１７年度有田海南間道
路調整設計他業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年9月5日 25,809,000
前年度業務との検討、成果の一体性を確保
する為（会計法第２９条の第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札若しくは企
画競争に移行

9325
応用地質（株）　和
歌山支店

平成１７年度紀の川大堰関
連植生移植追跡調査業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年10月6日 10,710,000

標準プロポーザル方式により提出された技
術提案書の審査（平成１７年９月１３日）を
行った結果、当該業者を特定したものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9326
セントラルコンサル
タント（株）　大阪支
社

平成１７年度京奈和自動車
道他交通流動検討業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年10月14日 12,652,500
前年度に実施した当該業者の解析プログラ
ムを仕様して、交通量推計の精度の確保を
図る（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9327
日本建設コンサル
タント（株）　大阪支
社

平成１７年度紀の川堤防安
全性検討業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年10月14日 29,085,000

標準プロポーザル方式により提出された技
術提案書の審査（平成１７年９月２０日）を
行った結果、当該業者を特定したものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9328
（株）産業経済新聞
社　大阪本社営業
局

地域活性化広報業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年11月16日 3,126,900
和歌山県において唯一「全国地方新聞社連
合会」に加盟している業者である（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

9329
復建調査設計（株）
大阪支社

和歌山ＢＰ４車線化詳細設
計業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年11月16日 24,570,000

標準プロポーザル方式により提出された技
術提案書の審査を行った結果、当該業者を
特定したものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9330 和歌山市長
ＪＲ紀勢線高架化工事に伴
う事業損失調査業務

大槻英治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年12月1日 5,771,850
ＪＲ高架化事業の施行に伴い締結した協
定に基づき和歌山市に委託した。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

合併施行

9331
綜合警備保障（株）
和歌山支社

船戸出張所他７ヶ所機械警
備

大槻英治
和歌山河川国道事務所長
和歌山市砂山南３－１－１５

平成17年12月7日 1,726,200
機械警備設備を設置した者と継続的に契約
せざるを得ないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

公募を実施（１９年
度から）

9332
（株）建設技術研究
所　大阪本社

平成１７年度紀の川河川事
業整理検討業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年12月16日 28,455,000

標準プロポーザル方式（技術者評価型）に
より提出された技術提案書の審査（平成１７
年１１月２２日）を行った結果、当該業者を特
定したものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9333 （株）コミュニカ
神坂次郎「紀伊半島再発
見」第十巻購入

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年12月21日 9,261,000
発刊物の版権が当該業者に帰属する為（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9334 南海電気鉄道（株）
橋本道路南海高野線上空
作業立会業務

大槻英治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年12月26日 832,650
鉄道事業者の施設に影響する工事施工に
伴い安全管理上、鉄道事業者に委託し
た。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9335 （株）類設計室
和歌山河川国道事務所営
繕施設現場技術業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成17年12月27日 2,751,000

標準プロポーザル方式により提出された技
術提案書の審査を行った結果、当該業者を
特定したものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9336 西畑測量設計（株）
平成１７年度和歌山地域駐
車調査業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成18年1月12日 9,544,500

標準プロポーザル方式により提出された技
術提案書の審査を行った結果、当該業者を
特定したものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9337
近畿技術コンサル
タンツ（株）

御殿橋仮橋他詳細設計修
正業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成18年1月13日 3,465,000
当該業者は修正前の設計を行っているいる
事から内容を熟知している（会計法２９条の
３第４項）

その他

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
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備　　考契約を締結した日
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（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9338
三井共同建設コン
サルタント（株）　関
西支社

平成１７年度第二阪和国道
概略設計その他業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成18年1月20日 19,110,000
標準プロポ（総合評価型）による（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9339
特定非営利活動法
人　風土工学デザ
イン研究所

平成１７年度橋本・伊都地
域風土調査検討業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成18年1月31日 7,770,000

本業務においては、地域の自然・歴史・文化・暮
らし等の風土特性を整理し、その風土特性と河
川・街道（道路）との関わりを把握・分析し、今後
の河川整備等の基礎資料とするため、風土特性
を把握・分析し、風土特性と社会資本との関係を
分析する知識と実績が必要である。上記の（特定
非営利活動法人）風土工学デザイン研究所は、
地域の歴史文化や風土特性を、土木施設や周辺
整備の計画等、ハード面、ソフト面でのデザイン
への活用検討を研究する組織として設立された
法人であり、自然・歴史・文化・暮らし等の風土特
性に関する数々の調査・研究を通じた把握・分析
を行い、風土特性と社会資本との関係を分析す
る十分な知識と実績を有している。本業務に必要
とする知識と十分な実績を有するものが、上記法
人しかないため、随意契約を締結するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

企画競争を実施（１
９年度から）

9340 （株）大林組
橋本道路橋本ＩＣランプ舗装
等工事

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成18年2月10日 241,500,000

工事が輻輳する重複工事で、所定の工期内
でかつ安全で円滑な施工を確保しつつ工事
を確実に完成させるため(会計法第２９条の
３第４項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）

9341 ゼンポス（株）
平成１７年度国道２４号他
交通流動調査業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成18年3月2日 15,960,000
当該業者が独自開発したＣＣＤカメラを使用
しての調査である為（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9342
日本スペースイメー
ジング（株）

平成１７年度紀の川防災情
報画像データ作成業務

大槻栄治
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所
和歌山県和歌山市砂山南
３－１－１５

平成18年3月22日 16,380,000

本業務は、河川ＧＩＳの背景画像として用いるた
め、広範囲で、経済的か　つ航空写真程度の高
解像度の写真画像が必要となる。イコノス衛星で
撮影された画像は、国内のほとんどの地域をカ
バーし、衛　星画像データで高解像度１ｍという
航空写真程度の画質を持ち、その画像に　位置
精度を持たしており、経済的に航空写真程度の
高解像度の写真を得るこ　とができることから、上
記条件を満たすものは他にはない。上記業者
は、このイコノス衛星で撮影した画像（高解像度１
ｍ）の独占受　信販売権を有しており、その画像
データの作成・閲覧表示するソフトの販売　権も
有している唯一の業者であり、これまでも画像の
編集・加工に技術力と　実績がある。以上のこと
から、上記業者と随意契約するものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9343
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ関西

電話料

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所長
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 2,657,582

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

9344
（株）スリーエスコン
サルタンツ

田辺国道維持出張所現場
技術業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 15,750,000

標準プロポーザル方式により総合的に評
価した結果、当該業者が他社より優れて
いたので。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9345
（株）スリーエスコン
サルタンツ

道路管理課現場技術その
４業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 15,330,000

標準プロポーザル方式により総合的に評
価した結果、当該業者が他社より優れて
いたので。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9346
（株）ピーエムコン
サルタント

新宮川出張所現場技術業
務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 15,193,500

標準プロポーザル方式により技術提案書
を提出させ、建設コンサルタント選定委
員会において評価された結果、当該業社
の予定技術者の経験及び能力、取組姿勢
等が他社より優れていたので特定され
た。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9347
（株）ピーエムコン
サルタント

串本国道維持出張所現場
技術業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 15,225,000

標準プロポーザル方式により総合的に評
価した結果、当該業者が他社より優れて
いたので。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9348
（株）ピーエムコン
サルタント

工務課現場技術その４業
務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 29,190,000

標準プロポーザル方式により技術提案書
を提出させ、建設コンサルタント選定委
員会において評価された結果、他社より
優れていたので。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9349 （株）熊野実測
道路管理課現場技術その
２業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 27,720,000

標準プロポーザル方式により総合的に評
価した結果、当該業者が他社より優れて
いたので。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9350
（株）建設技術研究
所　大阪本社

串本国道維持出張所現場
技術その２業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 15,750,000
標準プロポーザル方式により総合的に評
価した結果、当該業者が他社より優れて
いたので。（会計法２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9351
（株）修成建設コン
サルタント

道路管理課現場技術その
３業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 30,450,000
標準プロポーザル方式により総合的に評
価した結果、当該業者が他社より優れて
いたので。（会計法２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9352 （株）和歌山放送
平成１７年度事務所ラジオ
広報業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 7,140,000

紀南地方において聴取可能な地域が他社
よりも広く、同社以外では目的を達成す
ることが困難であるため。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9353
エヌ・ティ・ティ・コ
ミュニケーションズ
（株）

電話料

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所長
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 3,099,688

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

9354
セントラルコンサル
タント（株）　大阪支
社

新宮建設監督官現場技術
業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 31,605,000

標準プロポーザル方式により技術提案書
を提出させ、建設コンサルタント選定委
員会において評価された結果、他社より
優れていたので。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9355
中央復建コンサル
タンツ（株）

機械現場技術業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 15,435,000

過年度により標準プロポーザル方式によ
り総合的に評価した結果、当該業者が他
社より優れていたので。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9356 テクノ富貴（株）
調査課現場技術その２業
務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 27,720,000

本業務は、標準プロポーザル方式により
技術提案書を提出させ、建設コンサルタ
ント選定委員会において評価された結
果、当該業社の予定技術者の経験及び能
力、取組姿勢等が他社より優れていたの
で特定された。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9357
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

工務課現場技術その２業
務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 17,640,000

標準プロポーザル方式により技術提案書
を提出させ、平成１５年３月１３日の建
設コンサルタント選定委員会において評
価された結果、他社より優れていたので
特定された。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9358 紀宝町長 鮒田水門外１０件操作業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 4,732,446
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9359
協和テクノロジィズ
（株）

ノート型パソコン（非常勤職
員用）賃貸借

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所長
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 1,188,180

当該物件は平成16年に指名競争契約によ
りリースしたものであり、契約相手先が
特定されるため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9360
協和テクノロジィズ
（株）

ノート型パソコン３台賃貸借
及び保守

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所長
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 203,643

当該物件は平成17年に指名競争契約によ
りリースしたものであり、契約相手先が
特定されるため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9361
協和テクノロジィズ
（株）

パーソナルコンピューター
（ノート型）賃貸借

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所長
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 2,827,440

当該物件は平成16年に指名競争契約によ
りリースしたものであり、契約相手先が
特定されるため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9362
協和テクノロジィズ
（株）

パーソナルコンピューター
他賃貸借

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所長
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 533,925

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9363
協和テクノロジィズ
（株）

パーソナルコンピューター
賃貸借

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所長
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 249,480

当該物件は平成17年に指名競争契約によ
りリースしたものであり、契約相手先が
特定されるため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9364
協和テクノロジィズ
（株）

河川ＧＩＳ端末装置用パソコ
ン賃貸借

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所長
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 153,720

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9365
協和テクノロジィズ
（株）

用地課物件把握システム
賃貸借

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 50,400

本賃貸借は過年度において、３年間の
リース契約をしていたものである。既に
リース年限を経過しているが、機能的に
は支障がないので、引き続き本契約相手
方と再リース契約を締結。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

9366
協和テクノロジィズ
（株）

用地課物件把握システム
賃貸借

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所長
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 50,400

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9367
近畿技術コンサル
タンツ（株）

新宮川出張所現場技術そ
の２業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 15,750,000

本業務は、標準プロポーザル方式により
技術提案書を提出させ、建設コンサルタ
ント選定委員会において評価された結
果、当該業社の予定技術者の経験及び能
力、取組姿勢等が他社より優れていたの
で特定された。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9368
近畿技術コンサル
タンツ（株）

新宮国道維持出張所現場
技術その２業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 15,750,000

標準プロポーザル方式により総合的に評
価した結果、当該業者が他社より優れて
いたので。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9369
三井リース事業
（株）関西営業本部

パーソナルコンピュータ１台
賃貸借及び保守

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所長
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 30,048

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9370
三井共同建設コン
サルタント（株）　関
西支社

調査課現場技術業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 15,330,000

　本業務は、平成１６年度標準プロポー
ザル方式により技術提案書を提出させ、
建設コンサルタント選定委員会において
評価された結果、当該業社の予定技術者
の経験及び能力、取組姿勢等が他社より
優れていたので特定された。昨年度に引
き続き、下記根拠法令に基づき随意契約
を行う。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9371
三井共同建設コン
サルタント（株）　関
西支社

平成１７年度熊野川懇談会
運営業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 54,600,000

　本業務は、１６年度に実施された熊野川懇
談会運営業務を継続し、１７年度の熊野川懇
談会の開催運営を行うものである。当該業者
は、既に実施された２回の熊野川懇談会の開
催に関する経緯、秘匿する情報等の詳細を熟
知している。また、１６年度の熊野川懇談会
運営業務において、標準プロポーザル方式の
評価において、総合的に他社より優れてお
り、１６年度の業務において非常に良好な成
績を納めた。以上のことから当該業者と随意
契約を行うものである。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9372 新宮市長 市田川浄化施設操作業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 827,979
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9373 新宮市長
市田川排水機場及び市田
川水門操作業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 4,418,395
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9374 新宮市長
相筋第１樋門外６件操作業
務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 2,594,625
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9375
西日本電信電話
（株）

電話料

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所長
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 15,188,948

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

9376
大日本コンサルタ
ント（株）　大阪支社

道路管理課現場技術業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 33,180,000

過年度により標準プロポーザル方式によ
り総合的に評価した結果、当該業者が他
社より優れていたので。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9377
大日本コンサルタ
ント（株）　大阪支社

田辺国道維持出張所現場
技術その２業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 15,750,000

標準プロポーザル方式により総合的に評
価した結果、当該業者が他社より優れて
いたので。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9378
田辺西牟婁タクシ
－組合

タクシー料

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所長
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 1,547,560

タクシー料金が認可制のため価格による
競争の余地がなく、当局が必要とする
サービスを有する者が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

9379
東芝ファイナンス
（株）

カラーレーザープリンター賃
貸借

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所長
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 37,264

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

9380
東洋技研コンサル
タント（株）

新宮建設監督官現場技術
その２業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 15,855,000

標準プロポーザル方式により技術提案書
を提出させ、建設コンサルタント選定委
員会において評価された結果、他社より
優れていたので特定された。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9381
南紀白浜コミュニ
ティ放送（株）

平成１７年度ＦＭラジオ広報
業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 4,693,500

紀南地方唯一のローカルＦＭ局であり、
同社以外では目的を達することが困難で
あるため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9382
日本エレベーター
製造（株）大阪営業
所

エレベーター保守点検調整

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所長
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 945,000
製造メーカーによる特定の技術が必要な
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
公募を実施

9383
日本振興（株）　大
阪支店

工務課現場技術業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 15,330,000

標準プロポーザル方式により技術提案書
を提出させ、平成１５年３月１３日の建
設コンサルタント選定委員会において評
価された結果、他社より優れていたので
特定された。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9384
日本振興（株）　大
阪支店

工務課現場技術その３業
務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 30,660,000

標準プロポーザル方式により技術提案書
を提出させ、建設コンサルタント選定委
員会において評価された結果、他社より
優れていたので特定された。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9385
日本振興（株）　大
阪支店

新宮国道維持出張所現場
技術業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 15,750,000

標準プロポーザル方式により総合的に評
価した結果、当該業者が他社より優れて
いたので。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9386
日本振興（株）　大
阪支店

田辺建設監督官現場技術
業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 31,500,000

標準プロポーザル方式により技術提案書
を提出させ、建設コンサルタント選定委
員会において評価された結果、他社より
優れていたので特定された。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9387
日本電子計算機
（株）

特殊車両通行算定システ
ム一式賃貸借

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所長
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 2,506,140

当該物件は平成１５年に一般競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

9388
日本電子計算機
（株）

特殊車両通行算定システ
ム一式賃貸借

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 2,506,140

本業務は業薦目的を達成するため、不可
欠な特定システムを提供することが可能
な業者と賃貸借契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

9389
富士ゼロックス
（株）

電子複写機賃貸借及び保
守等

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所長
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月1日 19,108,412

当該物件は平成1７年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9390 （株）テレビ和歌山
未知普請近畿大会開催運
営その他広報業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月12日 16,957,500
県内唯一の地元テレビ局であり、同社以
外では目的を達成することが困難である
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9391
（社）システム科学
研究所

平成１７年度紀南管内将来
交通量予測外検討業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月18日 42,315,000

交通量推計等多くの実績とそのプログラ
ムを保有し、将来交通量予測を唯一推計
出来る当該法人が行うことにより、個別
事業　　　　　　　　の費用便益分析、
アウトカム指標に基づく現況データ算出
及び交通流動計測システム計測値の整備
効果算出の基礎資料としての整理・分析
ができ、円滑かつ効率的な業務が遂行で
きるので。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
競争入札若しくは企

画競争に移行



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9392
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

紀勢線（白浜・すさみ間）コ
スト縮減検討予備修正設計
業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月18日 34,335,000

昨年度実施したルート選定にもとづき引
き続き、新規事業化に向けてコスト縮減
の資料作成、予備設計の修正等を迅速か
つ円滑に作成する必要があるため、現地
状況及び路線の特性を短期間で把握する
必要がある。現地条件、設計内容等を熟
知しているので、安く、迅速に、また求
める成果を確実に納めることが出来るの
で。（会計法第２９条の３第４項）

その他

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

9393
田辺市水道事業企
業出納員

水道料

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所長
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年4月25日 1,635,721
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

9394 （株）和歌山放送
紀南河川国道事務所広報
パンフレット作成業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所長
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年6月6日 4,462,500
プロポーザル方式で特定した相手と特命
随意契約を行うため。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9395
（社）和歌山県公共
嘱託登記土地家屋
調査士協会

不動産登記等業務委託単
価契約

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年6月13日 1,732,300

本業務の実施にあたっては、不動産の表示に関
する登記についての専門的な知識と土地家屋調
査士法に基づく土地家屋調査士の資格に併せ、
広域的な範囲において同時・多量の業務の迅速
な処理能力が求められる。本契約相手方は不動
産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測
量又はその登記の嘱託又は申請の適正かつ迅
速な実施に寄与することを目的に土地家屋調査
士法（昭和２５年法律第２２８号）第６３条第１項の
規定に基づき設立された公益法人であり、事務
所管内全域において不動産の表示登記に関する
専門的な知識や技能及び豊富な経験を有し、か
つ現地の状況等に精通した多数の土地家屋調査
士を擁している公共嘱託表示登記の専門機関と
して県内唯一の法人であるため。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

9396

「シーニック・バイ
ウェイに関するシン
ポジウム」実行委
員会会長　加藤
昌男

「シーニック・バイウェイに
関するシンポジウム」実施
業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年6月13日 945,000
実行委員会との協議に基づく委託（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9397
（株）ＣＮインターボ
イス　関西支社

平成１７年度熊野川広報業
務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年6月24日 13,702,500

本業務の実施にあたり、事前に業務実施
体制、予定技術者の経歴、過去の同種類
似業務、実施方針、特定テーマに対する
技術提案などについて５者から提案を受
け、入札・契約手続運営委員会において
評価された結果、上記業者が他社より優
れていたので特定された。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9398 （株）テレビ和歌山
平成１７年度事務所テレビ
広報業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年6月27日 15,750,000

県内で唯一の地元テレビ放送局であり、
同社以外では目的を達成することが困難
であるため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9399 （株）テレビ和歌山
平成１７年度道路ふれあい
月間広報業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年6月27日 4,042,500

県内で唯一の地元テレビ放送局であり、
同社以外では目的を達成することが困難
であるため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9400 （株）紀伊民報 平成１７年度道路広報業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年6月27日 5,670,000
管内とほぼ同一区域を発行エリアとする
唯一の地元新聞社であるため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9401
（株）ケーエーケー
技術研究所

平成１７年度熊野川治水計
画外検討業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年6月29日 13,545,000

株）ケーエーケー技術研究所は、平成１５年
度から標準プロポーザル方式にて、建設コン
サルタント選定委員会において特定され、熊
野川治水計画外検討業務を実施し計画高水流
量の設定を行ってきた。H１５~１６年度と実
施してきた業務の一連の継続業務であること
から、これを履行したケーエーケー技術研究
所に随意契約を行うものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9402 （株）テレビ和歌山
平成１７年度大規模災害時
対応啓発活動普及業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年7月14日 5,145,000
県内唯一の地元テレビ局のため（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9403 （株）ぎょうせい 追録代

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所長
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年7月29日 2,420,080
購入済みの台本と密接不可分な追録の購
入であるため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9404 データウエスト（株）
平成１７年度交通流動計測
データ収集単価契約業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年7月29日 3,539,810

平成１４年度に車両位置収集機器設置工
事において設置した機器のシステムは
データウエスト（株）が作成したもので
あり、著作権等もデータウエストが有し
ている。また、他にこれに相当する時間
帯別旅行速度把握のためのシステムが現
在見あたらないので。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

9405
新日本法規出版
（株）

追録代

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所長
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年7月29日 3,432,010
購入済みの台本と密接不可分な追録の購
入であるため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9406
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

紀勢線（白浜・すさみ間）日
置川橋外１橋予備設計業
務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年9月29日 31,657,500

標準プロポーザル方式（技術者評価型）
により技術提案書を提出させ、建設コン
サルタント選定委員会において評価され
た結果、他社より優れていたので特定さ
れた。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9407
大日本コンサルタ
ント（株）　大阪支社

紀勢線（白浜・すさみ間）太
間川橋外３橋予備設計業
務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年9月29日 37,485,000

標準プロポーザル方式（技術者評価型）
により技術提案書を提出させ、建設コン
サルタント選定委員会において評価され
た結果、他社より優れていたので。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9408
応用地質（株）　和
歌山支店

平成１７年度古座地区法面
観測業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年10月17日 7,192,500
古座地区の法面観測を行うために も精
通しているため（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行

9409
日本工営（株）　大
阪支店

平成１７年度紀南管内国道
４２号交通安全対策事業整
備検討業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年10月26日 15,120,000
標準プロポーザルにより特定された業者
と随意契約をした（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9410
国際航業（株）　和
歌山営業所

紀勢線（白浜・すさみ間）地
形図三次元数値化業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年10月31日 24,675,000

標準プロポーザル方式（技術者評価型）
により技術提案書を提出させ、建設コン
サルタント選定委員会において評価され
た結果、当該業者が主任技術者、取組姿
勢において他社より優れていたので。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9411
日本建設コンサル
タント（株）　大阪支
社

熊野川古道周辺整備検討
業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年11月1日 21,000,000

 本業務の実施にあたり、事前に過去に
おける類似業務実績、業務実施方針・手
法・要請した特定テーマについて５社か
ら提案を受け、入札・契約手続運営委員
会において評価した結果、上記業者が他
社より優れていたので特定された。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9412 セコム三重（株）
市田川排水機場外１ヶ所機
械警備業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所長
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年11月2日 252,000
機械警備設備を設置した者と継続的に契約
せざるを得ないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

公募を実施（１９年
度から）

単価契約

9413 セコム（株）
紀南河川国道事務所機械
警備業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所長
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年11月4日 1,071,000
機械警備設備を設置した者と継続的に契約
せざるを得ないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

公募を実施（１９年
度から）

単価契約

9414
和歌山ゼロックス
（株）

プロッター賃貸借及び保守

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所長
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年11月4日 2,117,774

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9415
（社）田辺市シル
バー人材センター

紀南河川国道事務所受付
業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所長
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年11月7日 3,103,680

地域性、公共性の高い非営利団体と契約
する必要があり、かつ著しく安価で契約
できるため（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行 単価契約

9416 （株）斉藤鐵工所
大里陸閘ゲート設備等新設
その２工事

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年11月11日 7,875,000

本工事で据付を行う陸閘ゲート設備は（株）
斉藤鐵工が製作したものである。陸閘ゲート
設備の据付においては、扉体連動動作による
確実な水密の確保及び操作制御設備を駆使し
て的確に陸閘ゲート設備を制御しなければな
らないが、それらを実現するには製作メーカ
独自の技術や調整が必要である。これを他社
が行うことは技術的に困難であり、また万全
な体制で据付調整を行うため上記業者と随意
契約を結ぶものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9417 データウエスト（株）
平成１７年度交通流動計測
単価契約業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年11月15日 15,593,384

平成１４年度に車両位置収集機器設置工
事において設置した機器のシステムは
データウエスト（株）が作成したもので
あり、著作権等もデータウエストが有し
ている。また、他にこれに相当する時間
帯別旅行速度把握のためのシステムが現
在見あたらないので。（会計法第29条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

9418
（有）フジコーポ
レーション

南紀寮管理補助業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所長
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年12月7日 3,780,000
実績のある同一業者が一定の年限、継続
して業務に従事することが必要であるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行 単価契約

9419 （株）テレビ和歌山
平成１７年度シーニックバイ
ウェイ他イベント広報業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年12月13日 13,093,500

　株式会社テレビ和歌山は県下を対象とした
効果的な放送が出来る唯一の地方テレビ放送
局であり、地域の各種情報やイベントなど多
種多様な情報を県内全域の放送することで、
多くの視聴者を抱えている。また地元マスメ
ディアとしての信頼が厚く、イベント開催及
び国土交通省が行う広報の実績・経験におい
ても豊富で地元の実情とも精通しているの
で。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9420
（株）ふるさときゃら
ばん

平成１７年度住民参加型国
土交通行政に関する広報
業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年12月13日 4,326,000

劇団は、長年、地域住民と協働で、日本
の暮らしに根ざしたミュージカルの創造
を目指して活動を行っており、専門的な
能力（演出・演技力）、豊富な実績、人
員等を有している。こうした理由から、
本業務を的確に遂行することができる唯
一の劇団は、同劇団以外に無い。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

9421
日本技術開発（株）
大阪支社

平成１７年度紀勢線（すさ
み・県境間）概略設計業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年12月13日 30,240,000

標準プロポーザル方式（総合評価型）に
より技術提案書を提出させ、建設コンサ
ルタント選定委員会において評価された
結果、他社より優れていたので。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9422
（株）気象工学研究
所

職員参集及び安否確認機
能整備業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所長
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成17年12月15日 4,725,000
すでに整備済みの既存システムと一体の
ものとして利用するものであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9423
（株）建設技術研究
所　大阪本社

平成１７年度相野谷川洪水
予測システム検討業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成18年1月23日 30,030,000

本業務は、標準プロポーザル方式により
技術提案書を提出させ、建設コンサルタ
ント選定委員会において評価された結
果、当該業　　　　　　　　　　　社が
「業務実施能力、業務実施方針及び手
法」すべてにおいて他社より優れていた
ので特定された。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9424
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

田辺バイパス景観検討業
務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成18年1月24日 6,562,500

標準プロポーザル方式（総合評価型）に
より技術提案書を提出させ、建設コンサ
ルタント選定委員会において評価された
結果、当該業者が取組姿勢において他社
より優れていたので。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9425
中央コンサルタンツ
（株）大阪支店

市田川浄化用取水施設改
造検討業務

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成18年1月30日 12,075,000

本業務は、標準プロポーザル方式により
技術提案書を提出させ、建設コンサルタ
ント選定委員会において評価された結
果、当該業社が総合的に他社より優れて
いたので特定された。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9426 （株）君嶋組 串本管内道路維持作業

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成18年4月3日 95,171,210
平成１５年度に公募型指名競争方式で上
記業者と契約したため（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行 単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9427 （株）中井組
田辺管内北部道路維持作
業

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成18年4月5日 90,521,758
平成１５年度に公募型指名競争方式で上
記業者と契約したため（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行 単価契約

9428 （株）北道工務店
田辺管内南部道路維持作
業

黒谷努
近畿地方整備局紀南河川
国道事務所
和歌山県田辺市中万呂１
４２

平成18年4月6日 89,844,314
平成１５年度に公募型指名競争方式で上
記業者と契約したため（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行 単価契約

9429
（株）アクアテルス
名張事業部

平成１７年度大淀職員宿舎
管理補助業務

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町1681

平成17年4月1日 178,500

独身職員等の入居者にかかる福利厚生業務は
多種多様にわたっており、直接の受益を受け
る入居者にとっては、毎年度ごと短期間で頻
繁に請負業者が入れ替わることは、業務内容
からしても入退去時の物的心的援助・食生活
の安定・連絡窓口対応において適切ではな
い。従って、実績・信頼のある同一業者を一
定の年限において継続して業務に従事させる
ことが必要不可欠である。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行

9430
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ関西

電話料

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町1681

平成17年4月1日 2,275,776

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

9431
（株）ケー・エスコン
サルタント

平成１７年度用地補償技術
（その１）業務

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町１６
８１

平成17年4月1日 13,230,000
補償に関する継続性・統一性を確保する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9432
（株）サンテックイン
ターナショナル　大
阪支店

平成１７年度大滝ダム現場
技術業務

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町１６
８１

平成17年4月1日 17,850,000

標準プロポーザル方式により、技術提案
書を提出させ、建設コンサルタント評定
委員会において評価基準に従い総合的に
評価された結果、当該業者がすべてにお
いて他社より優れていたため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9433
（株）タカダ　事業本
部

平成１７年度用地補償技術
（その２）業務

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町１６
８１

平成17年4月1日 25,200,000
補償に関する継続性・統一性を確保する
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9434
（株）東峯技術コン
サルタント

平成１７年度電気通信課現
場技術業務

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町１６
８１

平成17年4月1日 15,435,000
H16年度プロポーザルで選定されたた
め。(会計法第２９条の３第４項)

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9435
（株）日立ビルシス
テム　関西支店

紀ノ川ダム統合管理事務
所昇降機設備定期点検作
業

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町1681

平成17年4月1日 441,000
当該設備を製作納入しており、設備全般
に精通している。(会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り
公募を実施

9436 （株）野原タクシー タクシー借り上げ料

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町1681

平成17年4月1日 8,233,940

タクシー料金が認可制のため価格による
競争の余地がなく、当局が必要とする
サービスを有する者が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9437
シンドラーエレベー
タ（株）　大阪支社

大滝ダム昇降機設備定期
点検作業

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町1681

平成17年4月1日 2,342,550
当該設備を製作納入しており、設備全般
に精通している。(会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り
公募を実施

9438 岸本無線工業（株）
紀の川ダム統管管内管理
施設点検業務

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町１６
８１

平成17年4月1日 105,000,000
H16年度プロポーザルで選定されたた
め。(会計法第２９条の３第４項)

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9439
吉野近鉄タクシー
（株）本社営業所

タクシー借り上げ料

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町1681

平成17年4月1日 5,371,080

タクシー料金が認可制のため価格による
競争の余地がなく、当局が必要とする
サービスを有する者が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

9440
近畿設備（株）　大
阪市企画管原町2
番15号

平成１７年度紀の川ダム管
理補助業務

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町１６
８１

平成17年4月1日 31,185,000

プロポーザル方式により技術提案を提出
させ、建設コンサルタント選定委員会に
おいて評価された結果、「担当技術者の
現場技術講習会の有無」及び「同種又は
類似業務の実績の内容」の全てにおいて
他社より優れていたため。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9441
熊谷組・日本国土
開発・大豊建設建
設工事（共）

大滝ダム建設（その８）工事

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町１６
８１

平成17年4月1日 450,450,000
当該施設の築造を行っており、施設全般
に精通している。（会計法第条２９条の
３第４項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9442
三菱重工橋梁エン
ジニアリング（株）
関西営業所

紀の川ダム統管管内ゲート
設備その他点検整備業務

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町１６
８１

平成17年4月1日 33,075,000

H16一般競争による工事を施工した設備
の点検整備であり、設備の仕様等を熟知
している必要があり、工事施工業者と随
意契約をした(会計法第２９条の３第４
項)

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行

9443
三菱電機ビルテク
ノサ－ビス（株）　関
西支社

平成１７年度パビリオン棟
エレベータ点検作業

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町1681

平成17年4月1日 617,400

本業務を実施するエレベータ施設は当該
相手方が製作・据付工事を施工したもの
であり、平常の保守点検については部品
の交換や機能確認を行う。当該相手方が
製作した施設であることから、エレベー
タの構造や機能を熟知しており、部品の
調達も速やかに行えるため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
公募を実施

9444
清水建設（株）　大
阪支店

平成１７年度宮の平地区造
成地計測業務

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町１６
８１

平成17年4月1日 3,832,500

宅造地造成並びに施工時に計器埋設やシ
ステム作成を行っており、プログラムの
著作権を所有されているため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

9445
西日本電信電話
（株）

電話料

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町1681

平成17年4月1日 7,374,479

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

9446 川上村長
白屋地区地すべりに伴う仮
設住宅に係る平成１７年度
各施設使用料

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町1681

平成17年4月1日 1,540,509
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9447
綜合警備保障（株）
奈良支社

平成１７年度大滝ダム展示
施設警備業務

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町1681

平成17年4月1日 1,346,280

綜合警備保障（株）は既に施設内に監視
設備が設置されており、それらの設備は
電話回線を通して上記業者の警備セン
ターと繋がっている。他の業者の場合
は、それらの設備を全て再設置する必要
があるため、綜合警備保障（株）と随意
契約を行った。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの
余地があ

り

公募を（１９年度か
ら）

9448
中央復建コンサル
タンツ（株）

平成１７年度建設監督官現
場技術業務

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町１６
８１

平成17年4月1日 14,070,000
プロポーザルにより相手方が特定された
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9449
電源開発（株）　水
力・送変電事業部
西日本支店

平成１７年度天辻分水施設
の維持操作等業務委託

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町１６
８１

平成17年4月1日 14,969,850

電源開発及び国交省の共有物である阪本
取水口の施設において、管理・維持に関
して委託契約を電源開発へ行った（会計
法２９条の３第４項)

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9450
奈良リコー（株）橿
原営業所

パーソナルコンピュータ５台
賃貸借外２点

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町1681

平成17年4月1日 95,760

当該物件は平成１５年に競争契約により
リースしたものであり契約の相手方が特
定されるため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9451
日本工営（株）　大
阪支店

平成１７年度白屋地区地す
べり挙動観測業務

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町１６
８１

平成17年4月1日 36,750,000

白屋地区の地すべり観測において発生当
時より観測網の構築・観測・保守点検を
行っており熟知しているため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9452
日本振興（株）　大
阪支店

平成１７年度管理・工務課
現場技術業務

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町１６
８１

平成17年4月1日 48,090,000

標準プロポーザル方式により、技術提案
書を提出させ、建設コンサルタント評定
委員会において評価された結果、当該業
者が「技術職員の経験及び能力」、「業
務の理解度」、「業務実施の実現性」及
び「業務実施の独創性」のすべてにおい
て他社より優れていたため。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9453
日本振興（株）　大
阪支店

平成１７年度管理課現場技
術業務

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町１６
８１

平成17年4月1日 13,965,000
プロポーザルにより相手方が特定された
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9454 川上村長
平成１７年度大滝ダム生活
再建対策業務

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町１６
８１

平成17年4月5日 2,054,000
その場所でないと行政目的が達し得ない
との理由から供給者が特定されるもの。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9455 （株）アスコ
平成１７年度猿谷ダム管理
支所現場技術業務

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町１６
８１

平成17年4月8日 15,120,000

標準プロポーザル方式により、技術提案
書を提出させ、建設コンサルタント評定
委員会において評価基準に従い総合的に
評価された結果、当該業者がすべてにお
いて他社より優れていたため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9456
国際航業（株）　奈
良営業所

平成１７年度大滝ダム航空
レーザー地形図作成業務

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町１６
８１

平成17年4月15日 5,145,000

「大滝ダム貯水池斜面再評価委員会」に
おける各委員の必要な資料により緊急性
が要求されため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札若しくは企
画競争に移行（１９

年度から）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9457
（株）日立国際電気
関西支社

庁舎内防犯カメラ設置作業

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町１６
８１

平成17年4月27日 1,296,750
当該設備の製作納入を行っており、設備
全般に精通している。(会計法第２９条
の３第４項)

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9458
日本工営（株）　大
阪支店

大滝ダム貯水池周辺地質
図面作成業務

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町１６
８１

平成17年5月6日 22,155,000

「大滝ダム貯水池斜面再評価委員会」に
よる調査計画に基づき、再評価にための
調査成果が必要とされ、緊急性が要求さ
れため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札若しくは企
画競争に移行（１９

年度から）

9459
（財）元興寺文化財
研究所

平成１７年度川上村白屋地
区文化財民俗調査

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町１６
８１

平成17年5月20日 19,950,000

奈良県文化財保存課からの推薦により元
興寺に委託する。また、内容が寺神社と
民俗の調査が中心になるので16年から引
き続き地元住民と接触するにあたり、信
頼関係の構築があり、スムーズな調査が
出来るのは財団法人元興寺においてな
い。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9460
（株）建設技術研究
所　大阪本社

猿谷ダム流出予測システム
改良業務

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町１６
８１

平成17年6月14日 1,575,000

ダム管理上不可欠なシステムである、猿
谷ダム流出予測システムの改良を台風期
までのできる限り早い時期に行う必要が
あり、これに答えられる業者は左記業者
しかないため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札若しくは企
画競争に移行（１９

年度から）

9461
（株）エム・シー・ア
ンド・ピー

平成１７年度「森と湖に親し
む旬間」実施業務

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町１６
８１

平成17年6月15日 12,652,500

標準プロポーザル方式により、技術提案
書を提出させ、建設コンサルタント評定
委員会において評価された結果、当該業
者が「イベント企画に対する技術提案」
において他社より優れていたため。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9462
（社）奈良県公共嘱
託登記土地家屋調
査士協会

不動産登記等業務委託単
価契約

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町１６
８１

平成17年6月15日 15,842,648

本業務の実施にあたっては、不動産の表示に関
する登記についての専門的な知識と土地家屋調
査士法に基づく土地家屋調査士の資格に併せ、
広域的な範囲において同時・多量の業務の迅速
な処理能力が求められる。本契約相手方は不動
産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測
量又はその登記の嘱託又は申請の適正かつ迅
速な実施に寄与することを目的に土地家屋調査
士法（昭和２５年法律第２２８号）第６３条第１項の
規定に基づき設立された公益法人であり、事務
所管内全域において不動産の表示登記に関する
専門的な知識や技能及び豊富な経験を有し、か
つ現地の状況等に精通した多数の土地家屋調査
士を擁している公共嘱託表示登記の専門機関と
して県内唯一の法人であるため。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

9463
日本工営（株）　大
阪支店

大滝ダム貯水池周辺地質
解析業務

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町１６
８１

平成17年8月4日 15,540,000

「大滝ダム貯水池斜面再評価委員会」に
よる調査計画に基づき、再評価にための
調査成果が必要とされ、緊急性が要求さ
れため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札若しくは企
画競争に移行（１９

年度から）

9464
中央復建コンサル
タンツ（株）

平成１７年度大滝ダム周辺
整備検討業務

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町１６
８１

平成17年8月9日 38,745,000

総合評価型プロポーザル方式により、評
価された結果、他社より優れていたので
特定された（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9465
奈良ゼロックス
（株）

電子複写機賃貸借及び保
守等

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町1681

平成17年11月22日 465,042

当該物件は平成１５年に競争契約により
リースしたものであり契約の相手方が特
定されるため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9466
（株）ダイヤコンサ
ルタント　関西支社

平成１７年度寺尾地区地質
調査（その２）業務

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町１６
８１

平成17年12月7日 27,090,000

「大滝ダム貯水池斜面再評価委員会」に
よる調査計画に基づき、再評価にための
調査成果が必要とされ、緊急性が要求さ
れため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9467
基礎地盤コンサル
タンツ（株）　関西支
社

平成１７年度迫地区地質調
査（その２）業務

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町１６
８１

平成17年12月7日 21,000,000

「大滝ダム貯水池斜面再評価委員会」に
よる調査計画に基づき、再評価にための
調査成果が必要とされ、緊急性が要求さ
れため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札若しくは企
画競争に移行（１９

年度から）

9468
アジア航測（株）
大阪支店

平成１７年度猿谷ダム堆砂
状況調査業務

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町１６
８１

平成17年12月16日 5,166,000

標準プロポーザル方式により、技術提案
書を提出させ、建設コンサルタント評定
委員会において評価された結果、当該業
者が「特定テーマに対する技術提案」に
おいて他社より優れていたため。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9469
日本工営（株）　大
阪支店

大滝ダム貯水池周辺地質
解析（その２）業務

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町１６
８１

平成17年12月19日 35,385,000

「大滝ダム貯水池斜面再評価委員会」に
よる調査計画に基づき、再評価にための
調査成果が必要とされ、緊急性が要求さ
れため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札若しくは企
画競争に移行（１９

年度から）

9470
協和テクノロジィズ
（株）

パーソナルコンピューター１
台賃貸借外１件

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町1681

平成17年12月22日 243,600

当該物件は平成１５年に競争契約により
リースしたものであり契約の相手方が特
定されるため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9471
協和テクノロジィズ
（株）

パーソナルコンピューター２
５台賃貸借

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町1681

平成17年12月22日 1,685,040

当該物件は平成１５年に競争契約により
リースしたものであり契約の相手方が特
定されるため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9472
協和テクノロジィズ
（株）

パーソナルコンピューター
賃貸借（行政情報パソコン
外３件）

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町1681

平成17年12月22日 447,720

当該物件は平成１５年に競争契約により
リースしたものであり契約の相手方が特
定されるため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9473
日本工営（株）　大
阪支店

大滝ダム貯水池斜面地質
機構解析業務

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町１６
８１

平成18年2月13日 4,830,000

「大滝ダム貯水池斜面再評価委員会」に
よる調査計画に基づき、再評価にための
調査成果が必要とされ、緊急性が要求さ
れため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札若しくは企
画競争に移行（１９

年度から）

9474
日本工営（株）　大
阪支店

大滝ダム貯水池斜面再評
価検討委員会参考資料作
成業務

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町１６
８１

平成18年2月27日 3,255,000

「大滝ダム貯水池斜面再評価委員会」に
よる調査計画に基づき、再評価にための
調査成果が必要とされ、緊急性が要求さ
れため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札若しくは企
画競争に移行（１９

年度から）

9475
（株）東芝　関西支
社

大滝ダム放流警報設備改
造工事

細川雅
近畿地方整備局紀の川ダ
ム統合管理事務所
奈良県五條市三在町１６
８１

平成18年3月10日 15,750,000
当該設備の製作納入を行っており、設備
全般に精通している。(会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り
公募を実施

9476
（株）ＮＩＰＰＯコーポ
レーション　関西支
店

平成１７年度福井国道舗装
維持作業

金澤文彦
近畿地方整備局福井河川
国道事務所
福井県福井市花堂南２－１
４－７

平成17年4月1日 77,615,824

舗装維持作業は、道路状況、交通状況、沿道状
況、気象状況等の地域特性を熟知して、的確な
自主的判断も含めた作業実施が必要で、経年的
に作業を行うことが良質な作業成果が得られるこ
とから、平成１５年度に「次年度随意契約する場
合がある。」を明記し、公募型指名競争入札方式
で上記業者と契約したものである。上記業者は平
成１６年度の作業において、①現地条件に即した
非常に良好な作業を行っており、現時点までの成
果から６５点以上の成績評価点であることが見込
める。②不誠実な行為がない。③作業中の請負
者の責による事故がない。以上のことから、平成
１７年度の作業においても良好な成果が期待でき
るため、上記業者と随意契約する。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行 単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9477 （株）アイビックス
出張所庁舎防犯等警備業
務

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

平成17年4月1日 653,940
機械警備設備を設置した者と継続的に契約
せざるを得ないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

公募を実施（１９年
度から）

9478
（株）エイコ－技術
コンサルタント

小浜維持現場技術業務

金澤文彦
近畿地方整備局福井河川
国道事務所
福井県福井市花堂南２－１
４－７

平成17年4月1日 28,560,000

標準プロポーザル方式により提出された技
術提案書の審査の結果、技術者の経験等
を総合的に評価し、当該業者を特定したも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9479 （株）エ－ス
平成１７年度調査第二課調
査係現場技術業務

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

平成17年4月1日 27,195,000

標準プロポーザル方式により提出された
技術提案書の審査の結果、「業務に対す
る取組姿勢」などを総合的に評価し、当
該業者を特定したものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9480
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ北陸

電話料

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

平成17年4月1日 3,921,513

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期契約
継続

9481
（株）エフエムシー
阪神支店

平成１７年度電気通信関係
現場技術業務

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

平成17年4月1日 41,895,000

  平成１５年度に於いて「平成１５年度電気通信関
係現場技術業務」はプロポーザル方式により技
術提案書を提出させ建設コンサルタント委員会に
おいて評価された結果、当該業者が「技術職員の
経験及び能力」、「業務の理解度」、「業務実施の
実現性」及び「業務実施の独創性」の全てにおい
て他社より優れていたので特定されたものであ
る。なお、技術提案書提出要請書には、「次年度
以降引き続き実施する場合がある。」と記載され
ている。当該業者は、平成１６年度電気通信関係
現場技術業務の履行にさいし、上記の評価通り
の高度な技術・豊富な経験等を生かし優れた業
務内容であることから、業務内容に精通した豊富
な経験を有していると判断できる。よつて、事業推
進のため継続的に実施する本業務を、誠実かつ
的確に履行することのできる上記業者と随意契
約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9482
（株）エフエムシー
阪神支店

平成１７年度電気通信設備
管理業務

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

平成17年4月1日 28,875,000

  平成１６年度に於いて「平成１６年度電気通信設
備管理業務」はプロポーザル方式により技術提
案書を提出させ建設コンサルタント委員会におい
て評価された結果、当該業者が「技術職員の経
験及び能力」、「業務の理解度」、「業務実施の実
現性」及び「業務実施の独創性」の全てにおいて
他社より優れていたので特定されたものである。
なお、技術提案書提出要請書には、「次年度以降
引き続き実施する場合がある。」と記載されてい
る。当該業者は、平成１６年度電気通信設備管理
業務の履行にさいし、上記の評価通りの高度な
技術・豊富な経験等を生かし優れた業務内容で
あることから、業務内容に精通した豊富な経験を
有していると判断できる。よつて、事業推進のた
め継続的に実施する本業務を、誠実かつ的確に
履行することのできる上記業者と随意契約を行う
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9483
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

平成１７年度調査第二課現
場技術業務

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

平成17年4月1日 27,510,000

 平成１５年度に於いて「調査第二課現場技術
業務」はプロポーザル方式により技術提案書
を提出させ建設コンサルタント委員会におい
て評価された結果、当該業者が「技術職員の
経験及び能力」、「業務の理解度」、「業務
実施の実現性」及び「業務実施の独創性」の
全てにおいて他社より優れていたので特定さ
れたものである。なお、技術提案書提出要請
書には、「次年度以降引き続き実施する場合
がある。」と記載されている。当該業務は、
現場技術業務に関する豊富な経験と技術力を
有している。また、当事務所が継続して進め
ている事業において密接に関係する、１５、
１６年度調査第二課現場技術業務を実施し、
高度な技術・豊富な経験等を生かし優れた業
務内容であることから、業務内容に精通した
豊富な経験を有している。よって、事業推進
のため継続的に実施する、本業務を誠実かつ
的確に履行できる当該業者と随意契約を締結
するものである。（会計法２９条の３第４
項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9484
（株）ガイア－トＴ・Ｋ
福井営業所

平成１７年度小浜国道舗装
維持作業

金澤文彦
近畿地方整備局福井河川
国道事務所
福井県福井市花堂南２－１
４－７

平成17年4月1日 43,939,358

舗装維持作業は、道路状況、交通状況、沿道状
況、気象状況等の地域特性を熟知して、的確な
自主的判断も含めた作業実施が必要で、経年的
に作業を行うことが良質な作業成果が得られるこ
とから、平成１５年度に「次年度随意契約する場
合がある。」を明記し、公募型指名競争入札方式
で上記業者と契約したものである。上記業者は平
成１６年度の作業において、①現地条件に即した
非常に良好な作業を行っており、現時点までの成
果から６５点以上の成績評価点であることが見込
める。②不誠実な行為がない。③作業中の請負
者の責による事故がない。以上のことから、平成
１７年度の作業においても良好な成果が期待でき
るため、上記業者と随意契約する。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行 単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9485 （株）ぎょうせい
基本行政通知・処理基準追
録外

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

平成17年4月1日 4,324,880
購入済みの台本と密接不可分な追録の購
入であるため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9486 （株）サンワコン
工務第二課（美浜東ＢＰ等）
現場技術業務

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

平成17年4月1日 13,797,000

　平成１６年度に於いて「工務第二課（美浜
東ＢＰ等）現場技術業務」はプロポーザル方
式により技術提案書を提出させ建設コンサル
タント委員会において評価された結果、当該
業者が「現場技術に対する姿勢」及び「業務
に対する取組の視点」の全てにおいて他社よ
り優れていたので特定されたものである。な
お、技術提案書提出要請書には、「次年度以
降引き続き実施する場合がある。」と記載さ
れている。当該業者は、現場技術業務に関す
る豊富な経験と技術力を有してまた、当事務
所が継続して進めている事業において密接に
関係する、平成１６年度に工務第二課（美浜
東ＢＰ等）現場技術業務を実施し、高度な技
術・豊富な経験等を生かし優れた業務内容で
あることから、業務内容に精通した豊富な経
験を有している。よつて、事業推進のため継
続的に実施する、本業務を誠実かつ的確に履
行できる当該業者と随意契約を締結するもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9487 （株）サンワコン
用地第二課（嶺南等）用地
補償技術業務

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

平成17年4月1日 24,885,000

H15年度にプロポで特定され優れた成果
を収めているため、継続実施している当
該業務の内容に精通し、迅速かつ効率的
に履行出来る為（会計法２９条の３第４
項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9488 （株）マルツ電波
プリンター賃貸借及び保守
等

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

平成17年4月1日 690,480

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9489 （株）マルツ電波
管内電気通信施設点検業
務

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

平成17年4月1日 142,800,000

平成１６年度に於いて「平成１６年度管
内電気通信施設点検業務」はプロポーザ
ル方式により技術提案書を提出させ建設
コンサルタント委員会において評価され
た結果、当該業者が「災害業務支援の実
績」、「点検業務履行技術力」及び「施
設内容の精通度」において他社より優れ
ていたので特定されたものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9490 （株）マルツ電波
交通量調査用パソコン等賃
貸借

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

平成17年4月1日 91,728

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

9491 （株）マルツ電波
測量ＣＡＤ用パソコン賃貸
借及び保守等

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

平成17年4月1日 51,024

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9492
（株）モバイルメディ
アネット

衛星回線使用料

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

平成17年4月1日 2,889,504
行政システムに対応する衛生通信回線シ
ステム設備を保有する者が一であるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期契約
継続

9493 （株）ユニテックス
平成１７年度鳴鹿大堰機械
設備管理現場技術業務

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

平成17年4月1日 16,380,000
プロポーザル随契（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9494 （株）技研設計
道路管理課維持係現場技
術業務

金澤文彦
近畿地方整備局福井河川
国道事務所
福井県福井市花堂南２－１
４－７

平成17年4月1日 27,930,000

平成１５年度に於いて「道路管理課維持係現場
技術業務」はプロポーザル方式により技術提案
書を提出させ建設コンサルタント委員会において
評価された結果、当該業者が「現場技術に対する
姿勢」及び「業務に対する取組の視点」の全てに
於いて他社より優れていたので特定されたもので
ある。なお、技術提案書提出要請書には、「次年
度以降引き続き実施する場合がある。」と記載さ
れている。当該業者は、現場技術業務関する豊
富な経験と技術力を有している。また、当事務所
が継続して進めている事業において密接に関係
する、平成１６年度の「道路管理課維持係現場技
術業務」を請負、豊富な経験と技術力を生かし優
れた業務成果を収め、当該業務に精通している。
よって、事業推進のために継続的に実施する、本
業務を誠実かつ的確に履行できる当該業者と随
意契約を締結するものである。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9495 （株）技研設計 福井監督官現場技術業務

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

平成17年4月1日 14,175,000

　標準プロポーザル方式により提出され
た技術提案書の審査の結果、技術者の経
験等を総合的に評価し、当該業者を特定
したものである。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9496 （株）協立測量設計
平成１７年度真名川砂防現
場技術業務

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

平成17年4月1日 14,070,000

　平成１６年度に於いて「真名川砂防現場技
術業務」はプロポーザル方式により技術提案
書を提出させ建設コンサルタント選定委員会
において評価された結果、当該業者が「現場
技術業務に対する姿勢」及び「現場技術業務
に対する取組の視点」の全てにおいて他社よ
り優れていたので特定されたものである。な
お、技術提案書提出要請書には、「次年度以
降引き続き実施する場合がある。」と記載さ
れている。当該業者は、現場技術業務に関す
る豊富な経験と技術力を有している。平成１
６年度真名川砂防現場技術業務においても高
度な技術・豊富な経験等を生かし優れた業務
内容であることから、業務内容に精通した豊
富な経験を有している。よって、事業推進の
ための継続的に実施する本業務を、誠実かつ
的確に履行できる当該業者と随意契約を締結
するものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9497
（株）建設技術研究
所　大阪本社

九頭竜川鳴鹿大堰実施要
領検討業務

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

平成17年4月1日 6,930,000

標準プロポーザル方式により提出された
技術提案書及びヒアリングの結果、当該
業者を特定したものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9498
（株）建築デザイン
一級建築士事務所

１６１号山中除雪基地新築
設計業務

金澤文彦
近畿地方整備局福井河川
国道事務所
福井県福井市花堂南２－１
４－７

平成17年4月1日 5,985,000

標準プロポーザル方式によるものであり、建
設コンサルタント選定委員会において提出４
社の技術提案書による評価の結果、㈱建築
デザイン一級建築事務所が「業務実施方
針、業務の理解度、質問に対する応答性」
が比較優位であるので、当該業者と随意契
約を行うものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9499
（株）構造設計研究
所

道路管理課（交安事業）現
場技術業務

金澤文彦
近畿地方整備局福井河川
国道事務所
福井県福井市花堂南２－１
４－７

平成17年4月1日 13,975,500

平成１５年度に於いて「道路管理課（交安事業）
現場技術業務」はプロポーザル方式により技術
提案書を提出させ建設コンサルタント委員会にお
いて評価された結果、当該業者が「現場技術に対
する姿勢」及び「業務に対する取組の視点」の全
てに於いて他社より優れていたので特定されたも
のである。なお、技術提案書提出要請書には、
「次年度以降引き続き実施する場合がある。」と
記載されている。当該業者は、現場技術業務関
する豊富な経験と技術力を有している。また、当
事務所が継続して進めている事業において密接
に関係する、平成１６年度の「道路管理課（交安
事業）現場技術業務」を請負、豊富な経験と技術
力を生かし優れた業務成果を収め、当該業務に
精通している。よって、事業推進のために継続的
に実施する、本業務を誠実かつ的確に履行でき
る当該業者と随意契約を締結するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9500
（株）構造設計研究
所

福井維持管理係現場技術
業務

金澤文彦
近畿地方整備局福井河川
国道事務所
福井県福井市花堂南２－１
４－７

平成17年4月1日 14,175,000

　平成１５年度に於いて「福井維持管理係現場技
術業務」はプロポーザル方式により技術提案書を
提出させ建設コンサルタント委員会において評価
された結果、当該業者が「現場技術に対する姿
勢」及び「業務に対する取組の視点」の全てに於
いて他社より優れていたので特定されたものであ
る。なお、技術提案書提出要請書には、「次年度
以降引き続き実施する場合がある。」と記載され
ている。当該業者は、現場技術業務関する豊富
な経験と技術力を有している。また、当事務所が
継続して進めている事業において密接に関係す
る、平成１６年度の「福井維持管理係現場技術業
務」を請負、豊富な経験と技術力を生かし優れた
業務成果を収め、当該業務に精通している。よっ
て、事業推進のために継続的に実施する、本業
務を誠実かつ的確に履行できる当該業者と随意
契約を締結するものである。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9501
（株）国土開発セン
タ－　福井支店

用地第二課（嶺北等）用地
補償技術業務

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

平成17年4月1日 25,095,000

H15年度にプロポで特定され優れた成果
を収めているため、継続実施している当
該業務の内容に精通し、迅速かつ効率的
に履行出来る為（会計法２９条の３第４
項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9502
（株）三愛調査事務
所

平成１７年度九頭竜川出張
所現場技術（その２）業務

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

平成17年4月1日 14,175,000

　平成１５年度に於いて「九頭竜川出張所現
場技術（その２）業務」はプロポーザル方式
により技術提案書を提出させ建設コンサルタ
ント選定委員会において評価された結果、当
該業者が「現場技術業務に対する姿勢」及び
「現場技術業務に対する取組の視点」の全て
において他社より優れていたので特定された
ものである。なお、技術提案書提出要請書に
は、「次年度以降引き続き実施する場合があ
る。」と記載されている。当該業者は、現場
技術業務に関する豊富な経験と技術力を有し
ている。平成１６年度九頭竜川出張所現場技
術（その２）業務においても高度な技術・豊
富な経験等を生かし優れた業務内容であるこ
とから、業務内容に精通した豊富な経験を有
している。よって、事業推進のための継続的
に実施する本業務を、誠実かつ的確に履行で
きる当該業者と随意契約を締結するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9503 （株）相互コンサル
平成１７年度工務第一課現
場技術業務

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

平成17年4月1日 13,755,000

平成１６年度に於いて「工務第一課現場技術
業務」はプロポーザル方式により技術提案書
を提出させ建設コンサルタント選定委員会に
おいて評価された結果、当該業者が「現場技
術業務に対する姿勢」及び「現場技術業務に
対する取組の視点」の全てにおいて他社より
優れていたので特定されたものである。な
お、技術提案書提出要請書には、「次年度以
降引き続き実施する場合がある。」と記載さ
れている。当該業者は、現場技術業務に関す
る豊富な経験と技術力を有している。平成１
６年度工務第一課現場技術業務においても高
度な技術・豊富な経験等を生かし優れた業務
内容であることから、業務内容に精通した豊
富な経験を有している。よって、事業推進の
ための継続的に実施する本業務を、誠実かつ
的確に履行できる当該業者と随意契約を締結
するものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9504 （株）拓和大阪支店
平成１７年度デジタル水位
観測所保守点検業務

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

平成17年4月1日 5,922,000

本業務は、㈱拓和製デジタル水位計、及び㈱
拓和製水圧式水位計の水位観測所の保守点検
を行うもので、水位計の構造に精通するとと
もに保守点検の経験等専門技術が必要であ
る。上記業者㈱拓和は、前記水位計を開発・
製造・設置している唯一の専門業者であり、
保守点検の経験も豊富である。よって、上記
業者以外に本業務を遂行することができない
ため、上記業者と随意契約を行うものであ
る。（会計法２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札若しくは企
画競争に移行



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9505
（株）帝国コンサル
タント

工務第二課（８号防災等）
現場技術業務

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

平成17年4月1日 13,818,000

　平成１６年度に於いて「工務第二課（８号
防災等）現場技術業務」はプロポーザル方式
により技術提案書を提出させ建設コンサルタ
ント委員会において評価された結果、当該業
者が「現場技術に対する姿勢」及び「業務に
対する取組の視点」の全てにおいて他社より
優れていたので特定されたものである。な
お、技術提案書提出要請書には、「次年度以
降引き続き実施する場合がある。」と記載さ
れている。当該業者は、現場技術業務に関す
る豊富な経験と技術力を有している。また、
当事務所が継続して進めている事業において
密接に関係する、平成１６年度に工務第二課
（８号防災等）現場技術業務を実施し、高度
な技術・豊富な経験等を生かし優れた業務内
容であることから、業務内容に精通した豊富
な経験を有している。よつて、事業推進のた
め継続的に実施する、本業務を誠実かつ的確
に履行できる当該業者と随意契約を締結する
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9506
（株）帝国コンサル
タント

平成１７年度調査第一課現
場技術（その２）業務

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

平成17年4月1日 27,510,000

平成１５年度に於いて「調査第一課現場技術
（その２）業務」はプロポーザル方式により
技術提案書を提出させ建設コンサルタント委
員会において評価された結果、当該業者が
「現場技術に対する姿勢」及び「業務に対す
る取組の視点」の全てにおいて他社より優れ
ていたので特定されたものである。なお、技
術提案書提出要請書には、「次年度も引き続
き実施する場合がある。」と記載されてい
る。当該業者は、現場技術業務に関する豊富
な経験と技術力を有している。また、当事務
所が継続して進めている事業において密接に
関係する、平成１６年度調査第一課現場技術
（その２）業務を実施し、高度な技術・豊富
な経験等を生かし優れた業務内容であること
から、業務内容に精通した豊富な経験を有し
ている。よって、事業推進のため継続的に実
施する、本業務を誠実かつ的確に履行できる
当該業者と随意契約を締結するものである。
（会計法２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9507
（株）帝国コンサル
タント

用地第二課（高規格等）用
地補償技術業務

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

平成17年4月1日 13,020,000

H16年度にプロポで特定され優れた成果
を収めているため、継続実施している当
該業務の内容に精通し、迅速かつ効率的
に履行出来る為（会計法２９条の３第４
項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9508 （株）豊国工務店
平成１７年度敦賀国道維持
作業

金澤文彦
近畿地方整備局福井河川
国道事務所
福井県福井市花堂南２－１
４－７

平成17年4月1日 15,438,401

道路維持作業は、道路状況、交通状況、沿道状
況、気象状況等の地域特性を熟知して、異常気
象時等に発生事象を予測し、的確な自主的判断
も含めた作業実施が必要で、経年的に作業を行
うことが良質な作業成果が得られることから、平
成１５年度に「次年度随意契約する場合がある。」
を明記し、公募型指名競争入札方式で上記業者
と契約したものである。上記業者は平成１６年度
の作業において、①現地条件に即した非常に良
好な作業を行っており、現時点までの成果から６
５点以上の成績評価点であることが見込める。②
不誠実な行為がない。③作業中の請負者の責に
よる事故がない。以上のことから、平成１７年度の
作業においても良好な成果が期待できるため、上
記業者と随意契約する。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行 単価契約

9509 イワイ（株）
パーソナルコンピュータ９台
賃貸借

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

平成17年4月1日 171,360

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9510 イワイ（株）
模写電送装置賃貸借及び
保守等

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

平成17年4月1日 104,580

当該物件は平成17年に指名競争契約によ
りリースしたものであり、契約相手先が
特定されるため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9511
エヌ・ティ・ティ・コ
ミュニケーションズ
（株）

インターネット

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

平成17年4月1日 1,304,123

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期契約
継続

9512
エヌ・ティ・ティ・コ
ミュニケーションズ
（株）

電話料集中払

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

平成17年4月1日 3,190,943

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期契約
継続



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9513
エフケーユーテクニ
カル（株）

電子複写機３台賃貸借及
び保守等

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

平成17年4月1日 793,317

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9514
ハイウェイ・リバー
メンテナンス（株）
福井支店

平成１７年度福井国道維持
作業

金澤文彦
近畿地方整備局福井河川
国道事務所
福井県福井市花堂南２－１
４－７

平成17年4月1日 30,525,426

道路維持作業は、道路状況、交通状況、沿道状
況、気象状況等の地域特性を熟知して、異常気
象時等に発生事象を予測し、的確な自主的判断
も含めた作業実施が必要で、経年的に作業を行
うことが良質な作業成果が得られることから、平
成１５年度に「次年度随意契約する場合がある。」
を明記し、公募型指名競争入札方式で上記業者
と契約したものである。上記業者は平成１６年度
の作業において、①現地条件に即した非常に良
好な作業を行っており、現時点までの成果から６
５点以上の成績評価点であることが見込める。②
不誠実な行為がない。③作業中の請負者の責に
よる事故がない。以上のことから、平成１７年度の
作業においても良好な成果が期待できるため、上
記業者と随意契約する。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの

単価契約

9515 開拓航営設計（株）
平成１７年度九頭竜川出張
所現場技術業務

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

平成17年4月1日 14,175,000

平成１６年度に於いて「九頭竜川出張所現場
技術業務」はプロポーザル方式により技術提
案書を提出させ建設コンサルタント選定委員
会において評価された結果、当該業者が「現
場技術業務に対する姿勢」及び「現場技術業
務に対する取組の視点」の全てにおいて他社
より優れていたので特定されたものである。
なお、技術提案書提出要請書には、「次年度
以降引き続き実施する場合がある。」と記載
されている。当該業者は、現場技術業務に関
する豊富な経験と技術力を有している。平成
１６年度九頭竜川出張所現場技術業務におい
ても高度な技術・豊富な経験等を生かし優れ
た業務内容であることから、業務内容に精通
した豊富な経験を有している。よって、事業
推進のための継続的に実施する本業務を、誠
実かつ的確に履行できる当該業者と随意契約
を締結するものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9516
京福コンサルタント
（株）

平成１７年度北川出張所現
場技術業務

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

平成17年4月1日 4,620,000

平成１６年度に於いて「北川出張所現場技術
業務」はプロポーザル方式により技術提案書
を提出させ建設コンサルタント選定委員会に
おいて評価された結果、当該業者が「現場技
術業務に対する姿勢」及び「現場技術業務に
対する取組の視点」の全てにおいて他社より
優れていたので特定されたものである。な
お、技術提案書提出要請書には、「次年度も
引き続き実施する場合がある。」と記載され
ている。当該業者は、現場技術業務に関する
豊富な経験と技術力を有している。平成１６
年度北川出張所現場技術業務においても高度
な技術・豊富な経験等を生かし優れた業務内
容であることから、業務内容に精通した豊富
な経験を有している。よって、事業推進のた
めの継続的に実施する本業務を、誠実かつ的
確に履行できる当該業者と随意契約を締結す
るものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9517
京福コンサルタント
（株）

敦賀維持現場技術業務

金澤文彦
近畿地方整備局福井河川
国道事務所
福井県福井市花堂南２－１
４－７

平成17年4月1日 28,402,500

標準プロポーザル方式により提出された技
術提案書の審査の結果、技術者の経験等
を総合的に評価し、当該業者を特定したも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9518 京福タクシー（株） タクシー料

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

平成17年4月1日 1,763,290

タクシー料金が認可制のため価格による
競争の余地がなく、当局が必要とする
サービスを有する者が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

9519 共和調査設計（株） 敦賀監督官現場技術業務

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

平成17年4月1日 28,770,000

　平成１５年度に於いて「敦賀監督官現場技
術業務」はプロポーザル方式により技術提案
書を提出させ建設コンサルタント委員会にお
いて評価された結果、当該業者が「現場技術
に対する姿勢」及び「業務に対する取組の視
点」の全てにおいて他社より優れていたので
特定されたものである。なお、技術提案書提
出要請書には、「次年度以降引き続き実施す
る場合がある。」と記載されている。当該業
者は、現場技術業務に関する豊富な経験と技
術力を有している。また、当事務所が継続し
て進めている事業において密接に関係する、
平成１６年度に敦賀監督官現場技術業務を実
施し、高度な技術・豊富な経験等を生かし優
れた業務内容であることから、業務内容に精
通した豊富な経験を有している。よつて、事
業推進のため継続的に実施する、本業務を誠
実かつ的確に履行できる当該業者と随意契約
を締結するものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9520 共和調査設計（株） 嶺北国道現場技術業務

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

平成17年4月1日 28,455,000

　平成１５年度に於いて「嶺北国道現場技術
業務」はプロポーザル方式により技術提案書
を提出させ建設コンサルタント委員会におい
て評価された結果、当該業者が「現場技術に
対する姿勢」及び「業務に対する取組の視
点」の全てにおいて他社より優れていたので
特定されたものである。なお、技術提案書提
出要請書には、「次年度以降引き続き実施す
る場合がある。」と記載されている。当該業
者は、現場技術業務に関する豊富な経験と技
術力を有している。また、当事務所が継続し
て進めている事業において密接に関係する、
平成１６年度に嶺北国道現場技術業務を実施
し、高度な技術・豊富な経験等を生かし優れ
た業務内容であることから、業務内容に精通
した豊富な経験を有している。よつて、事業
推進のため継続的に実施する、本業務を誠実
かつ的確に履行できる当該業者と随意契約を
締結するものである。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9521 共和調査設計（株）
工務第二課（永平寺大野道
路等）現場技術業務

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

平成17年4月1日 13,797,000

　標準プロポーザル方式により提出され
た技術提案書の審査の結果、技術者の経
験等を総合的に評価し、当該業者を特定
したものである。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9522
五領川公共下水道
事務組合

五領排水樋門操作業務

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

平成17年4月1日 358,134
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9523 佐幸測量設計（株）
平成１７年度鳴鹿大堰管理
補助業務

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

平成17年4月1日 43,680,000

標準プロポーザル方式により提出された
技術提案書の審査の結果、技術者の経験
等を総合評価し、当該業者を特定したも
のである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9524
三井リース事業
（株）関西営業本部

パーソナルコンピュータ５８
台賃貸借

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

平成17年4月1日 1,923,042

当該物件は平成１２年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9525 三国町長 片川排水機場操作業務

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

平成17年4月1日 4,455,674
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9526
若狭町長　職務執
行者

中川水門外１件操作業務

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

平成17年4月1日 771,981
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9527 酒井電機（株）
カラーレーザープリンタ賃
貸借及び保守等

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

平成17年4月1日 307,692

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9528 酒井電機（株）
パーソナルコンピュータ４台
賃貸借

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

平成17年4月1日 353,325

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9529 春江町長 磯部川排水機場操作業務

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

平成17年4月1日 4,355,482
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9530 小浜市長 市ヶ渕樋門外１件操作業務

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

平成17年4月1日 672,378
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9531 松岡町長
志比堺樋門外１件操作業
務

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

平成17年4月1日 657,384
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9532 新光タクシー（株） タクシー料

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

平成17年4月1日 3,168,850

タクシー料金が認可制のため価格による
競争の余地がなく、当局が必要とする
サービスを有する者が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

9533
新日本法規出版
（株）

現行実務六法６３４号追録
１部外

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

平成17年4月1日 2,992,400
購入済みの台本と密接不可分な追録の購
入であるため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9534 清水町長 片粕排水樋門操作業務

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

平成17年4月1日 379,554
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9535
西日本電信電話
（株）

電話料

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

平成17年4月1日 46,984,885

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期契約
継続

9536 中央測量設計（株）
道路管理課修繕係現場技
術業務

金澤文彦
近畿地方整備局福井河川
国道事務所
福井県福井市花堂南２－１
４－７

平成17年4月1日 27,825,000

平成１５年度に於いて「道路管理課修繕係現場
技術業務」はプロポーザル方式により技術提案
書を提出させ建設コンサルタント委員会において
評価された結果、当該業者が「現場技術に対する
姿勢」及び「業務に対する取組の視点」の全てに
於いて他社より優れていたので特定されたもので
ある。なお、技術提案書提出要請書には、「次年
度以降引き続き実施する場合がある。」と記載さ
れている。当該業者は、現場技術業務関する豊
富な経験と技術力を有している。また、当事務所
が継続して進めている事業において密接に関係
する、平成１６年度の「道路管理課修繕係現場技
術業務」を請負、豊富な経験と技術力を生かし優
れた業務成果を収め、当該業務に精通している。
よって、事業推進のために継続的に実施する、本
業務を誠実かつ的確に履行できる当該業者と随
意契約を締結するものである。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9537 中央測量設計（株）
平成１７年度鳴鹿大堰管理
所現場技術業務

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

平成17年4月1日 28,035,000

平成１５年度に於いて「鳴鹿大堰管理所現場
技術業務」はプロポーザル方式により技術提
案書を提出させ建設コンサルタント委員会に
おいて評価された結果、当該業者が「現場技
術に対する姿勢」及び「業務に対する取り組
みの視点」の全てにおいて他社より優れてい
たので特定されたものである。なお、技術提
案書提出要請書には、「次年度も引き続き実
施する場合がある。」と記載されている。当
該業者は、現場技術業務に関する豊富な経験
と技術力を有している。また、平成１５年
度・１６年度と鳴鹿大堰管理所現場技術業務
を実施し、高度な技術・豊富な経験等を生か
し優れた業務内容であり、かつ業務内容に精
通した豊富な経験を有している。よつて、事
業推進のため継続的に実施する、本業務を誠
実かつ的確に履行できる当該業者と随意契約
を締結するものである。 （会計法第２９条の
３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9538 中央測量設計（株）
福井維持技術係現場技術
業務

金澤文彦
近畿地方整備局福井河川
国道事務所
福井県福井市花堂南２－１
４－７

平成17年4月1日 14,175,000

標準プロポーザル方式により提出された技
術提案書の審査の結果、技術者の経験等
を総合的に評価し、当該業者を特定したも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9539
特定非営利活動法
人　ドラゴンリバ－
交流会

平成１７年度資料館運営業
務

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

平成17年4月1日 22,113,000

業務は、九頭竜川資料館の運営を通じて、九
頭竜川流域や鳴鹿大堰に関する情報を広く一
般に発信するとともに小学校の総合学習への
対応、イベントの企画運営、九頭竜川の歴
史・風土・動植物等に精通した有識者による
説明会等を通して九頭竜川に対して理解を深
めることを目的としている。上記「特定非営
利活動法人　ドラゴンリバー交流会」は、九
頭竜川の流域住人が上流・中流・下流の別な
く情報交換、流域内の人々との交流、健全な
水系環境の保全と創造を図るため各種の活動
を展開するために設立された法人である。本
業務の実施にあたっては、九頭竜川流域の歴
史・風土等について精通している有識者が要
求されるとともに、九頭竜川流域に関わる学
校教育や生涯学習等について豊富な経験と習
熟した技術を必要としている。上記法人は、
九頭竜川に関するあらゆる分野で地域に密着
した有識者等で設立した唯一の法人であり、
当該業務に精通した経験豊富な会員を有して
いる。以上の理由により上記業者と随意契約
を行うものである。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの
余地があ

り
公募を実施

9540 南越前町長
平成１７年度道の駅「河野」
維持管理業務委託

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

平成17年4月1日 6,588,413
維持管理協定(H9.11.19締結)に基づくも
の（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9541
日本建設コンサル
タント（株）　大阪支
社

中島鎌谷川砂防施設配置
計画検討業務

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

平成17年4月1日 19,635,000

標準プロポーザル方式により提出された
技術提案書の審査の結果、当該業者を特
定したものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9542
日本振興（株）　大
阪支店

平成１７年度機械課現場技
術業務

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

平成17年4月1日 27,720,000

本業務は、プロポーザル方式により契約
手続を進めてきたが、技術提案書の提出
が標記業者１者であった。標記業者は技
術者の資格要件、業務に対する姿勢及び
業務に対する視点・意欲などの全てにお
いて遂行能力を満足するものであった。
よって、本業務の目的を達成するため、
標記業者と随契役を行う。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9543
日本郵政公社　金
沢中央郵便局　共
通事務センター

後納郵便料

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

平成17年4月1日 2,174,945
郵便に関する料金（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9544
富士ゼロックス
（株）　福井営業所

電子複写機（カラー）賃貸
借及び保守等

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

平成17年4月1日 4,153,993

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9545
福井キャノン事務
機（株）

電子複写機賃貸借及び保
守等

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

平成17年4月1日 4,645,730

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9546
福井ゼロックス
（株）

パーソナルコンピュータ４台
外１点賃貸借

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

平成17年4月1日 534,240

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9547 福井リコ－（株）
高速プリンター賃貸借及び
保守等

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

平成17年4月1日 1,392,090

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

２１年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２２年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9548 福井県知事 狐川樋門外２件操作業務

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

平成17年4月1日 1,487,409
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9549 福井県知事
平成１７年度中部縦貫自動
車道建設工事に伴う埋蔵
文化財発掘調査

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

平成17年4月1日 273,114,000
文化財発掘調査（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9550 福井市企業管理者 ガス料

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

平成17年4月1日 1,633,160
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期契約
継続

9551 福井市企業管理者 水道料

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

平成17年4月1日 1,562,788
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期契約
継続



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9552 福井市長
底喰川樋門外３件操作業
務

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

平成17年4月1日 1,953,567
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9553
（株）環境総合テク
ノス

平成１７年度永平寺大野道
路環境調査業務

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

平成17年4月14日 20,559,000

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

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9554 伊原建設（株）
敦賀ＢＰ小河川ＯＦＦランプ
橋橋台工事

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

平成17年4月14日 5,565,000

　本工事は前年度工事「敦賀BP小河川OFFラン
プ橋下部工事」の暫定完成の橋台２基を引き
続き施工するものである、橋台は一体構造物
として一貫した施工が技術的に必要であるこ
と、将来かし担保責任が生じたときにも明確
にする必要があるため、前年度施工業者に契
約する以外にない。また、前年度施工業者で
あれば、工期の短縮、経費の縮減がはかれ
る。よって、前年度施工した伊原建設（株）
と随意契約するものである。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）

9555
（株）建設技術研究
所　大阪本社

平成１７年度中部縦貫自動
車道（１工区）環境調査業
務

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

平成17年4月15日 12,348,000

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

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9556
国際航業（株）　福
井営業所

平成１７年度中部縦貫自動
車道（２工区）環境調査業
務

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

平成17年4月15日 10,143,000

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

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9557 上中土建（株）
平成１７年度小浜国道維持
作業

金澤文彦
近畿地方整備局福井河川
国道事務所
福井県福井市花堂南２－１
４－７

平成17年4月15日 21,240,290

道路維持作業は、道路状況、交通状況、沿道状
況、気象状況等の地域特性を熟知して、異常気
象時等に発生事象を予測し、的確な自主的判断
も含めた作業実施が必要で、経年的に作業を行
うことが良質な作業成果が得られることから、平
成１５年度に「次年度随意契約する場合がある。」
を明記し、公募型指名競争入札方式で上記業者
と契約したものである。上記業者は平成１６年度
の作業において、①現地条件に即した非常に良
好な作業を行っており、現時点までの成果から６
５点以上の成績評価点であることが見込める。②
不誠実な行為がない。③作業中の請負者の責に
よる事故がない。以上のことから、平成１７年度の
作業においても良好な成果が期待できるため、上
記業者と随意契約する。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの

単価契約

9558
東洋ランドテクノ
（株）北陸支店

平成１７年度敦賀国道舗装
維持作業

金澤文彦
近畿地方整備局福井河川
国道事務所
福井県福井市花堂南２－１
４－７

平成17年4月15日 49,899,567

舗装維持作業は、道路状況、交通状況、沿道状
況、気象状況等の地域特性を熟知して、的確な
自主的判断も含めた作業実施が必要で、経年的
に作業を行うことが良質な作業成果が得られるこ
とから、平成１５年度に「次年度随意契約する場
合がある。」を明記し、公募型指名競争入札方式
で上記業者と契約したものである。上記業者は平
成１６年度の作業において、①現地条件に即した
非常に良好な作業を行っており、現時点までの成
果から６５点以上の成績評価点であることが見込
める。②不誠実な行為がない。③作業中の請負
者の責による事故がない。以上のことから、平成
１７年度の作業においても良好な成果が期待でき
るため、上記業者と随意契約する。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

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

9559 （株）マルツ電波 道路照明施設維持工事

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

平成17年4月18日 20,160,000

　上記業者は、平成１５年度における道路照
明施設維持補修工事を公募による契約方式で
受注した業者であり平成１６年度も随意契約
しており、次の点において優れた施工を行っ
ている。①管内に設置された道路照明灯約１,
５００灯、トンネル照明約４,０００灯あり、
その位置関係を把握している。②各照明灯に
おける経年変化状況を把握し事前の取り替え
等を行っている。特にトンネル照明灯にあっ
てはその腐食状況を判  断し、灯具の落下を未
然にふせいでいる。③無事故工事である。④
交通事故による照明灯等の復旧に当たって
は、土日祭日及び夜間を問わず迅速な対応を
行っている。上記内容により、豊富な経験と
技術力を駆使し、優れた業務内容であると判
断できるため、上記業者と今回随意契約を行
うものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの

9560
福井県環境保全
（業）

平成１７年度浄化槽維持管
理業務

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

平成17年4月19日 1,314,810
場所が限定されることにより、当該地域
で実施できる業者が他にいないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9561 （株）福井新聞社
平成１７年度新聞その他道
路広報業務

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

平成17年5月10日 49,255,500

（株）福井新聞社は明治末に「福井新聞」を
発刊して以来、約１００年の実績を有し、福
井県内の普及率は８０％に達している。本業
務を履行できるのは、当初主催の各種広報掲
載に実績を有し、事業内容に精通し、趣旨に
ついても十分理解している上記の（株）福井
新聞社しかないため、随意契約をするもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9562
（株）建設環境研究
所　大阪事務所

平成１７年度九頭竜川流域
委員会運営等業務

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

平成17年5月13日 39,375,000

本業務は、平成１６年度九頭竜川流域委員会
運営等業務に引き続き、九頭竜川水系の河川
整備計画の策定に向けた流域住民への説明会
と九頭竜川流域委員会の運営等を継続的に履
行する必要がある。当該業者は、平成１４年
度において、「九頭竜川流域委員会運営等業
務」をプロポーザル方式により技術提案書を
提出させ、建設コンサルタント委員会におい
て評価された結果、当該業者が他社より優れ
ていたので特定されたものである。また、当
該業者は２７回に及ぶ九頭竜川流域委員会に
おいて運営並びに、委員から出された意見の
集約等を的確に実施しており、当該業務に関
する豊富な経験と技術力を有している当該業
務に精通した唯一の業者である。従って、継
続性のある本業務を、的確かつ誠実に履行で
きる上記業者と随意契約を行うものである。
(会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
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（円）
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(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9563
（株）綜合技術コン
サルタント　大阪支
社

平成１７年度コミュニケー
ション検討業務

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

平成17年5月13日 38,745,000

㈱綜合技術コンサルタントは、平成16年度の
業務発注時においてプロポーザル方式を適用
し参加要請書に「次年度以降引き続き実施す
る場合がある」と明記しており、当該業者が
「技術者の基礎知識」等、全般的に他社より
優れていたので特定されたものである。平成
16年度の業務実績においても、高度な技術・
豊富な経験を生かし優れた業務内容であっ
た。一体的な関連を考慮すると、本業務を遂
行できる唯一の業者である上記の㈱綜合技術
コンサルタントと随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9564
（株）建設技術研究
所　大阪本社

平成１７年度九頭竜川河川
整備計画検討業務

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

平成17年5月16日 73,122,000

本業務は、九頭竜川（直轄管理区間）におけ
る河川整備基本方針策定及び河川整備計画策
定のための検討を、前年度迄の検討結果を踏
まえ継続的に履行する必要がある。当該業者
は、平成１４年度において、「九頭竜川河川
整備計画検討業務」は、プロポーザル方式に
より技術提案書を提出させ、建設コンサルタ
ント委員会において評価された結果、当該業
者が他社より優れていたので特定されたもの
である。上記業者は、当該業務に関する豊富
な経験と技術力を有しており、本業務の内容
に精通した豊富な経験と高度な技術を有し、
効率的で的確に履行できる当該業務に精通し
た唯一の業者である。従って、継続性と効率
的で的確かつ誠実に履行できる上記業者と随
意契約を行うものである。(会計法第２９条の
３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9565
（社）福井県公共嘱
託登記司法書士協
会

不動産登記等業務委託単
価契約（不動産権利登記）

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

平成17年5月20日 1,664,701

本業務の実施にあたっては、不動産の権利に関
する登記についての専門的な知識と司法書士法
に基づく司法書士の資格に併せ、広域的な範囲
において同時・多量の業務の迅速な事務処理能
力が求められる。本契約相手方は不動産の権利
に関する登記の嘱託又は申請の適正かつ迅速な
実施に寄与することを目的に司法書士法（昭和２
５年法律第１９７号）第６８条第１項の規定に基づ
き設立された公益法人であり、事務所管内全域
において不動産の権利に関する登記に関する専
門的な知識や技能及び豊富な経験を有しかつ、
現地の状況等に精通した司法書士を多数擁して
いる公共嘱託権利登記の専門機関として県内唯
一の公益法人であるため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9566
（社）福井県公共嘱
託登記土地家屋調
査士協会

不動産登記等業務委託単
価契約（不動産表示登記、
地図訂正）

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

平成17年5月23日 18,507,615

本業務の実施にあたっては、不動産の表示に関
する登記についての専門的な知識と土地家屋調
査士法に基づく土地家屋調査士の資格に併せ、
広域的な範囲において同時・多量の業務の迅速
な処理能力が求められる。本契約相手方は不動
産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測
量又はその登記の嘱託又は申請の適正かつ迅
速な実施に寄与することを目的に土地家屋調査
士法（昭和２５年法律第２２８号）第６３条第１項の
規定に基づき設立された公益法人であり、事務
所管内全域において不動産の表示登記に関する
専門的な知識や技能及び豊富な経験を有し、か
つ現地の状況等に精通した多数の土地家屋調査
士を擁している公共嘱託表示登記の専門機関と
して県内唯一の法人であるため。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

9567
中央復建コンサル
タンツ（株）

平成１７年度国道８号環境
常時観測局データ整理等
業務

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

平成17年6月3日 15,225,000

技術者評価型標準プロポーザルによるも
のであり、提出３社の技術提案書及びヒ
アリングによる評価の結果、業務への取
り組み姿勢ほか、総合的に判断し当該業
者と随意契約を行うものである。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9568
（株）北陸環境科学
研究所

平成１７年度鳴鹿大堰環境
調査業務

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

平成17年6月6日 12,022,500

標準プロポーザル方式により提出された
技術提案書及びヒアリングの結果、総合
的に評価して当該業者を特定したもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9569
オグラロード・サー
ビス（株）

福井国道維持出張所管内
区画線設置工事

金澤文彦
近畿地方整備局福井河川
国道事務所
福井県福井市花堂南２－１
４－７

平成17年6月7日 17,125,500

本工事は従来型指名競争入札により実施し
たところ、落札業者が契約締結を辞退した
為、予算決算及び会計令第９９条の３の規
定に基づき上記業者と随意契約を行うもの
である。（会計法第２９条の３第５項）

その他
競争入札に移行した

もの

9570
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

黒丸築堤地盤改良設計業
務

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

平成17年6月10日 8,610,000

技術者評価型標準プロポーザルによるも
のであり、予定技術者の専門技術力や業
務の取り組み姿勢等を評価した結果他社
より優れていたため、当該業者と随意契
約を行うものである。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9571
明治コンサルタント
（株）　大阪支店

築堤材料検討業務

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

平成17年6月14日 30,450,000

技術者評価型標準プロポーザルによるも
のであり、予定技術者の専門技術力や業
務の取り組み姿勢等を評価した結果他社
より優れていたため、当該業者と随意契
約を行うものである。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9572 福井県知事
平成１７年度河川水辺の国
勢調査資料とりまとめ業務

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

平成17年6月15日 1,000,000
水系全体のデータとりまとめのため県調
査データのとりまとめを委託（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9573 （株）福井新聞社
河川防災・減災フォーラム
広報業務

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

平成17年6月16日 6,173,123

本フォーラムは全国地方新聞社連合会及び、
同連合会加盟の各都道府県の地方新聞社が主
催者となって開催されるものであり、国土交
通省は後援者として広報や開催における支援
を行うものである。本業務は、全国４７都道
府県において実施するフォーラムの、福井県
分について、フォーラ　ムの開催内容紹介や
水害に対する防災意識の向上等に向けた啓発
を行うことを目的としている。福井新聞社
は、全国地方新聞社連合会の加盟社として、
福井県域を担当する新聞社である。よって、
上記相手方はフォーラムの主催者として開催
主旨や内容について熟知していること　か
ら、本業務の主旨をよく理解し、より発展的
且つ効率的に広報を展開していくことができ
る　唯一の企業である。以上から、上記の者
と随意契約するものである。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9574
近畿技術コンサル
タンツ（株）

平成１７年度北川河道計画
検討業務

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

平成17年6月16日 24,255,000

平成１５年度において「北川河道計画検討業
務」がプロポーザル方式により技術提案書を
提出させ建設コンサルタント委員会において
評価された結果、当該業者が他社より優れて
いたので特定されたものである。なお、技術
提案書提出要請書には「継続して随意契約す
る予定である。」と記載されている。上記業
者は、当該業務に関係する豊富な経験と技術
力を有している。また、今回発注する「平成
１７年度北川河道計画検討業務」と密接に関
係する「北川河道計画検討業務」「北川河道
計画検討（その２）業務」を実施し、業務内
容に精通した豊富な経験と高度な技術を有し
ている。よって、継続性のある本業務を、的
確かつ誠実に履行できる上記業者と随意契約
を行うものである。(会計法第２９条の３第４
項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9575
特定非営利活動法
人　ドラゴンリバ－
交流会

平成１７年度九頭竜川水系
情報誌編集・作成業務

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

平成17年6月20日 5,250,000

本業務は、九頭竜川水系の治水・利水・環境
に関して一般市民の理解を深めることを目的
に、情報誌の編集・発刊及びインターネット
による情報提供のための内容検討及び作成を
行うものである。上記「特定非営利活動法人
ドラゴンリバー交流会」は九頭竜川流域の住
人が上流・中流・下流の別なく情報交換、流
域内の人々との交流、健全な水系環境の保全
と創造を図るため各種の活動を行っている。
本業務の実施にあたっては、九頭竜川流域に
関わる学校教育や生涯学習等について豊富な
経験と習熟した技術を必要とし、九頭竜川流
域の歴史・風土等についても精通している有
織者が要求される。上記業者は、九頭竜川に
関するあらゆる分野の人達で設立した法人で
あり、当該業務に精通した経験豊富な会員を
有していることから、本業務を遂行すること
のできる唯一の業者である。以上の理由によ
り上記業者と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
公募を実施

9576 （株）アドリブ
平成１７年度河川愛護月間
広報実施業務

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

平成17年6月21日 8,999,760

本業務は、河川愛護月間の推進にあた
り、流域住民に河川愛護・美化思想を広
く普及するとともに、河川への関心を高
め、よりよい河川環境の創造をめざすた
めに実施するものである。標準プロポー
ザル方式によるものであり、提出４社の
技術提案書による評価の結果、㈱アドリ
ブが も高い順位であるので、当該業者
と随意契約を行うものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9577
（株）建設技術研究
所　大阪本社

平成１７年度北川正常流量
検討業務

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

平成17年6月24日 6,090,000

標準プロポーザルで提出３社の技術提案
書について評価の結果、評価項目を総合
的に評価し、当該業者を特命随意契約と
した。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9578
（財）地域環境研究
所

広域道路の災害など安全・
安心への貢献に関する調
査業務

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

平成17年6月29日 8,925,000

（財）地域環境研究所は、福井県を中心とし
た地域環境に関する諸問題について調査研究
を行うとともに、道路の健全な発展と道路整
備の拡充に貢献し、もって経済の発展と生活
の向上に寄与することを目的に設立された財
団である。当財団法人は、福井県・福井大学
などと連携して道路施策システムなどを開発
しており、地域特性を踏まえ、データをもっ
て広域道路が地域の安全性に及ぼす貢献度評
価等について、唯一的確に評価できる財団で
ある。したがって、本業務を唯一遂行できる
当財団法人と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
公募を実施



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
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点検の結果 講ずる措置

9579
（有）シー・ディー・
アイ

平成１７年度道路ふれあい
月間広報運営業務

金澤文彦
近畿地方整備局福井河川
国道事務所
福井県福井市花堂南２－１
４－７

平成17年6月30日 5,386,500
プロポーザル方式により提出された技術提
案書の審査の結果、当該業者を特定したも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9580
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

平成１７年度真名川砂防計
画検討業務

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

平成17年7月5日 22,648,500

技術者評価型標準プロポーザルによるも
のであり、予定技術者の専門技術力や業
務の取り組み姿勢等を評価した結果他社
より優れていたため、当該業者と随意契
約を行うものである。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9581
（株）林不動産鑑定
所

不動産鑑定報酬料

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

平成17年7月19日 1,251,600

本業務の実施にあたっては、不動産鑑定に関す
る専門的な知識と不動産の鑑定評価に関する法
律に基づく不動産鑑定士の資格に併せ、事務所
管内における地価公示法に基づく公示価格及び
鑑定地の存する地域の価格水準及び動向につい
て精通していることが求められる。不動産鑑定士
甲は、府県内における公共用地取得における多
数の受託実績を有しており、当該取得予定地域
における土地の客観的価値に作用する諸要因に
ついての比較を も適正かつ迅速に行うことがで
きる者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9582 立地カンテイ（株） 不動産鑑定報酬料

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

平成17年7月19日 1,251,600

鑑定依頼地の地域情勢を熟知しており、
地域の価格水準及び動向を詳細に把握し
ており、事務所管内においても多数の実
績を有しているため。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9583
（社）システム科学
研究所

平成１７年度福井管内将来
交通量推計検討業務

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

平成17年8月4日 10,500,000

業務の遂行には上記社団法人のもつ経験、実
績、信頼性等が必要不可欠であり、本業務に
要求される高度な技術に精通し、過去におい
ても的確に成果に反映させており、今回も的
確に反映させることが期待できる。よって、
本業務を遂行できる唯一の研究機関であるた
め、上記の（社）システム科学研究所と随意
契約をするものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
企画競争（技術者評
価方式）に移行（１

８年度から）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
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点検の結果 講ずる措置

9584
特定非営利活動法
人　風土工学デザ
イン研究所

平成１７年度鳴鹿大堰周辺
地域風土工学検討業務

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

平成17年8月11日 7,875,000

 上記の（特定非営利活動法人）風土工学デザ
イン研究所は、風土工学デザイン・地名文化
等の普及啓発活動を行うとともに、不特定多
数の市民や国、地方公共団体、各種団体等を
対象に助言又は支援・協力を行い、土木・建
築界の技術水準の高揚、土木施設・建築物の
デザイン及び品質の向上、次世代の人材の育
成を推進し、もって国民の感性向上、美しい
街づくり、環境・風土の保全、地域文化の付
加価値、国際協力等の公益の増進に寄与する
ことを目的として設立された。その事業内容
は、特に街づくりの推進を図る風土工学デザ
イン及び土木・建築技術に関する調査研究及
び設計、風土・環境と地名文化に関する調査
研究等を行うもので、日本で唯一の機関であ
り、国・地方公共団体、各種団体等において
も十分な実績を持っている。上記を踏まえる
と当該法人は本業務を遂行出来る唯一可能な
法人であり、よって、上記法人と随意契約す
るものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの
余地があ

り
公募を実施

9585
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

平成１７年度永平寺大野道
路エコロード実施検討業務

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

平成17年8月31日 12,075,000

（株）オリエンタルコンサルタンツは、平成
１６年度の業務発注時に適用したプロポーザ
ル方式において、「業務実施方針及び手法」
など、全般的に他社より優れていたので特定
されたものであり、同プロポーザル方式の参
加要請書のなかで「全体の検討期間としては
第３工区供用予定までの４カ年程度を考えて
いる。」と明記している。平成１６年度の業
務実施においても、高度な技術・豊富な経験
を生かし優れた業務内容であった。一体的な
関連を考慮すると、本業務を遂行できる唯一
の業者である上記の（株）オリエンタルコン
サルタンツと随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9586
日本工営（株）　北
陸事務所

冬期道路情報システム構
築業務

金澤文彦
近畿地方整備局福井河川
国道事務所
福井県福井市花堂南２－１
４－７

平成17年9月7日 35,490,000

標準プロポーザル方式によるものであり、建
設コンサルタント選定委員会において技術
者資格、業務執行技術力、地域精通度、専
任制及び取組姿勢について提出された資料
に基づき審査したところ、提出５社の技術提
案書による評価の結果、日本工営（株）が
も高い順位であるので、当該業者と随意契
約を行うものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9587
（株）北陸環境科学
研究所

平成１７年度アラレガコ産
卵・生息場環境保全調査業
務

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

平成17年9月30日 14,332,500

標準プロポーザルで、「地域の精通度、
業務の実施方針、特定テーマによる手
法」が他社より優れいたため、当該業者
を特命随意契約とした。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9588
北陸通信ネットワー
ク（株）

通信回線料

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

平成17年10月1日 1,124,550

行政目的を達成するために不可欠な特定
の情報を当該情報を提供することが可能
な者から提供を受けるため。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9589
京福コンサルタント
（株）

平成１７年度北川出張所現
場技術（その２）業務

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

平成17年10月3日 7,035,000

標準プロポーザル方式により、技術提案
書を評価した結果、当該業者が「技術者
の資格・経歴、業務に対する取り組み姿
勢」等において他社より優れていたた
め。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9590
（株）ふるさときゃら
ばん

平成１７年度未知普請広報
業務

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

平成17年11月10日 5,691,000

上記劇団は、長年、日本の風土、日本の暮ら
しに根ざしたミュージカルの創造を目指し
て、活動を行っており、専門的な能力（演
出・演技力）、豊富な実績、人員等を有して
いる。当事務所においてはー昨年度は若狭路
博２００３、昨年度は春江町（ハートピア春
江）において、ミュージカル「みちぶしん」
を上演し、また、河川（水）を題材にした公
演など幅広く、多くの豊富な実績を有してお
り、特に未知普請に関する公演には唯一取り
組んでいる。以上のことから、他の業者で
は、本業務の遂行は困難であり、上記劇団と
随意契約を行うことが適切である。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

9591
近畿技術コンサル
タンツ（株）

平成１７年度鳴鹿大堰工事
誌編纂業務

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

平成17年11月15日 10,269,000

当該業務は、標準プロポーザル方式によ
るものであり、提出３社の技術提案書の
評価の結果、近畿技術コンサルタンツ株
式会社がコミュニケーション力、業務へ
の取り組み姿勢などで他社より優位であ
るので、当該業者と随意契約を行うもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9592
日本工営（株）　北
陸事務所

平成１７年度鳴鹿大堰流入
予測検討業務

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

平成17年11月15日 14,175,000

当該業務は、標準プロポーザル方式によ
るものであり、提出４社の技術提案書の
評価の結果、日本工営株式会社が技術者
の業務成績、コミュニケーション力など
で他社より優位であるので、当該業者と
随意契約を行うものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9593 福井鐵工（株）
福井大橋Ｐ６支承緊急復旧
工事

金澤文彦
近畿地方整備局福井河川
国道事務所
福井県福井市花堂南２－１
４－７

平成17年11月15日 2,909,550

本橋梁は国道８号として供用し重要な幹線
道路であり、その交通を支える橋梁の健全
性を保つことが求められ、損傷を受けた支
承の復旧工事を緊急に施工する必要があ
る。上記業者は福井県内業者であり現場に
精通し、直轄における橋梁工事の経験が豊
富である。したがって、本工事を遂行するた
めには上記業者以外にないことから、福井
鐵工（株）と随意契約を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

9594
（株）建設技術研究
所　大阪本社

平成１７年度鳴鹿大堰エン
トランス展示品作成業務

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

平成17年11月25日 26,355,000

当該業務は、標準プロポーザル方式によ
るものであり、提出３社の技術提案書の
結果、株式会社建設技術研究所が も高
い順位であるので、当該業者と随意契約
を行うものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9595 協和設計（株）
社会実験関連調査検討そ
の他業務

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

平成17年12月2日 34,135,500

標準プローザル方式によるものであり、
提出４社の技術提案書による評価の結
果、協和設計株式会社が も高い順位で
あるので、当該業者と随意契約を行うも
のである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9596
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

平成１７年度大野油坂道路
環境影響評価業務

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

平成17年12月7日 6,300,000

標準プローザル方式によるものであり、
提出４社の技術提案書による評価の結
果、株式会社オリエンタルコンサルタン
ツが も高い順位であるので、当該業者
と随意契約を行うものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9597
アンリツ（株）　関西
支社

道路情報システム改修工
事

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

平成17年12月8日 4,935,000

既設道路情報システムは、当該業者により製
作納入したものである。本工事による改修
は、ソフトウェア改造及びソフトウェアの追
加工事であり、既設ソフトウェアと緊密な連
携の基に本来の機能発揮するものであるの
で、本システムのソフトウェア設計を行な
い、連係を熟知したものが施工しなければシ
ステム機能に著しい支障を及ぼす恐れがあ
る。更に、今回追加ソフトウェアと既設ソフ
トウェアは、連係し機能を発揮するため、両
ソフトウェアの施工者が異なる場合には、瑕
疵担保の範囲が不明確になる等密接不可分の
関係にあることから、本工事を施工できるの
は唯一上記業者のみであるため、随意契約を
行うものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの
余地があ

り
公募を実施



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9598 星和ケミカル（株）
凍結防止剤（塩化ナトリウ
ム５００ｋｇ入）３００ｔ他１点

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

平成17年12月26日 7,875,000

平成１７年１２月１２日より降り始めた記録
的な大雪の影響で、調達量は例年の約３倍と
なっており、凍結防止剤の生産が間に合わな
い状況に陥った。そこで今後の気象状況を勘
案した結果、緊急の対応として、別途調達を
行わざるを得ない状況となったため、調達の
是非について市場調査を行ったところ、星和
ケミカル㈱が県内に備蓄を有しており、迅速
に納入が可能な唯一の業者であった。以上の
理由から、星和ケミカル㈱と随意契約を行う
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

9599
日本無線（株）　関
西支社

平成１７年度鳴鹿大堰堰制
御設備改修工事

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

平成18年1月5日 18,585,000

本堰制御システムは平成９年度に工事契約さ
れ、契約者である日本無線㈱において設計製
作据付及びゲート対向試験を行い、平成１１
年度に納入されたものである。本大堰の運用
は昨年度より管理運用されておるところであ
るが今回、ゲートの制御方式の変更を行うの
と、自動制御停止時にアラームを発生させる
改造を行うものである。今回の工事はハード
ウエア及びソフトウエアの両面からの作業と
なる。したがって、既存システムとの整合性
と改修後の試験調整を行うにあたっては、製
作者自らが製作仕様を熟知した管理体制及び
責任下の基に、設計製作と据付調整を行うこ
とが重要である。また、工事期間中や今後の
堰制御設備の安全性と信頼性確保の観点か
ら、他社が今回工事を実施することは不可能
である。よって、上記業者と随意契約を行う
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
公募を実施

9600
（株）ダイヤコンサ
ルタント　関西支社

平成１７年度九頭竜川堤防
質的整備検討業務

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

平成18年1月10日 48,510,000

標準プロポーザル方式により技術提案書
を提出した５社について、建設コンサル
タント選定委員会において審査したとこ
ろ、業務執行技術力及びヒアリング等が
他社より優れている（株）ダイヤコンサ
ルタントが も高い評価であるため、当
該業者と随意契約を行うものである。
(会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9601
（株）建設技術研究
所　大阪本社

平成１７年度北川堤防質的
整備検討業務

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

平成18年1月10日 43,890,000

標準プロポーザル方式により技術提案書
を提出した５社について、建設コンサル
タント選定委員会において審査したとこ
ろ、業務執行技術力、地域精通度及びヒ
アリング等が他社より優れている（株）
建設技術研究所が も高い評価であるた
め、当該業者と随意契約を行うものであ
る。(会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9602
（株）長大　大阪支
社

８号福井大橋他１橋耐震補
強設計業務

金澤文彦
近畿地方整備局福井河川
国道事務所
福井県福井市花堂南２－１
４－７

平成18年1月13日 11,445,000

標準プロポーザル方式によるものであり、建
設コンサルタント選定委員会において提出５
社の技術提案書による評価の結果、株式会
社長大が「管理技術者、担当技術者の業務
執行技術力」「業務への取り組み姿勢」が比
較優位であるので、当該業者と随意契約を
行うものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9603
日本技術開発（株）
大阪支社

８号武生大橋他２橋耐震補
強設計業務

金澤文彦
近畿地方整備局福井河川
国道事務所
福井県福井市花堂南２－１
４－７

平成18年1月13日 12,915,000

標準プロポーザル方式によるものであり、建
設コンサルタント選定委員会において提出５
社の技術提案書による評価の結果、日本技
術開発株式会社が「管理技術者、担当技術
者、照査技術者の業務執行技術力」「業務
への取り組み姿勢」が比較優位であるの
で、当該業者と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9604 鳴門塩業（株）
凍結防止剤（塩化ナトリウ
ム）７５０ｔ

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

平成18年1月18日 11,812,500

平成１７年１２月１２日より降り始めた記録
的な大雪の影響で、調達量は例年の約３倍と
なっており、納入業者の生産・運搬能力の限
界を超える状況にある。凍結防止剤不足の事
態は全国的規模の事象であり、今後本格的な
寒候期を迎えるにあたって、雪害対策に対し
万全の体制を整える必要があることから、緊
急の対応として、別途調達を行わざるを得な
い状況となった。そこで、調達の是非につい
て市場調査を行ったところ、鳴門塩業㈱が納
入予定数量を迅速に納入可能な唯一の業者で
あった。以上の理由から、鳴門塩業㈱と随意
契約を行うものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

9605
スバル興業（株）
関西支社

平成１７年度大良除雪作業
（その１）

金澤文彦
近畿地方整備局福井河川
国道事務所
福井県福井市花堂南２－１
４－７

平成18年1月31日 1,943,551

本作業は、今冬の寒波による豪雪に対応す
るもので別途発注済みの平成１７年度大良
除雪作業と連携して作業を行うものであり、
緊急的に国道の交通確保を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行

9606
（株）長大　大阪支
社

平成１７年度道路評価資料
作成業務

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

平成18年2月2日 11,025,000

標準プローザル方式によるものであり、
提出４社の技術提案書による評価の結
果、当該業者が技術者の経験や業務の取
り組み姿勢などが優位であり、総合的に

も高い順位であるので随意契約を行う
ものである。（会計法２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9607
日本無線（株）　関
西支社

平成１７年度鳴鹿大堰放流
警報設備改修工事

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

平成18年2月2日 7,980,000

本放流警報設備は平成９年度に工事契約さ
れ、請負者である日本無線㈱において設計製
作据付及び調整を行い、平成１０年度に納入
されたものである。本大堰は昨年度より管理
運用されているところであるが、今回放流警
報設備の監視制御装置とディスプレイ操作卓
の改修に加えて音声発生制御の変更及びメッ
セージの追加を行うものであり、ハードウェ
ア及びソフトウェアの両面からの作業とな
る。したがって、既存システムとの整合性と
改修後の試験調整を行うにあたっては、製作
仕様を熟知した管理体制及び責任下の基に、
設計製作と据付調整を行うことが必要であ
り、又、工事期間中や今後の放流警報設備及
び放流警報局制御の信頼性確保の観点から、
他社が今回工事を実施することは不可能であ
る。よって、当該業者と随意契約を行うもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
公募を実施

9608 鳴門塩業（株）
凍結防止剤（塩化ナトリウ
ム）７００ｔ

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

平成18年2月10日 3,853,500

平成１７年１２月１２日より降り始めた記録
的な大雪の影響で、調達量は例年の約３倍と
なっており、納入業者の生産・運搬能力の限
界を超える状況にある。凍結防止剤不足の事
態は全国的規模の事象であり、今後の本格的
な降雪に備え、雪害対策に対し万全の体制を
整える必要があることから、緊急の対応とし
て、別途調達を行わざるを得ない状況となっ
た。そこで、調達の是非について市場調査を
行ったところ、鳴門塩業㈱が迅速かつ安定的
に納入可能な唯一の業者であった。以上の理
由から、鳴門塩業㈱と随意契約を行うもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9609
（株）建設技術研究
所　大阪本社

平成１７年度九頭竜川河川
整備計画検討（その２）業
務

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

平成18年2月13日 16,275,000

本業務は、九頭竜川（直轄管理区間）におけ
る河川整備基本方針策定及び河川整備計画策
定のための検討を、前年度迄の検討結果を踏
まえ継続的に履行する必要があるため、今年
度、河川整備基本方針策定のための検討を主
な業務内容とする「平成１７年度九頭竜川河
川整備計画検討業務」を当該業者と随意契約
により履行中であるが、河川整備基本方針策
定を踏まえ、環境へ　　　　　　　　　の影
響等新たな追加項目について河川整備計画策
定のための検討を行うものである。当該業者
は本業務に関する豊富な経験と技術力を有し
ており、本業務の内容に精通した豊富な経験
と高度な技術を有し、効率的で的確に履行で
きる当該業務に精通した唯一の業者である。
従って、継続性と効率的で的確かつ誠実に履
行できる当該業者と随意契約を行うものであ
る。(会計法第29条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9610
ジェイアール西日
本コンサルタンツ
（株）

愛発除雪拡幅愛発トンネル
ＪＲ電気設備移転設計他業
務

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

平成18年2月23日 4,095,000

標準プロポーザル方式により提出された
技術提案書の審査の結果、当該業者を特
定したものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9611
応用地質（株）　福
井営業所

８号大谷地区斜面変状調
査観測業務

金澤文彦
近畿地方整備局福井河川
国道事務所
福井県福井市花堂南２－１
４－７

平成18年3月2日 1,680,000

当社は、これまでの各種業務において道路法面
（土質・地すべり）に関する資料及び技術力を十
分に蓄積するとともに、大谷地区の状況把握につ
いては平成１２年度より計測管理（計測機器等の
メンテナンスやデータ管理等）を行っており、山の
変状（山が動いている）・経年的な変化を観測す
るため継続的にデータ蓄積している。また、過去
のデータとの対比・分析・解析・検証をしていくの
は他の業者では出来ない、それを効率的・効果
的に実施していくのは当社のみである。以上の理
由により応用地質㈱と随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9612 大嶋建設（株） 天菅生地区護岸工事

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

平成18年3月24日 38,640,000

本工事は天菅生地区における樋門改築工事の
堤防開削部堤外地側に高水・低水護岸を施工
するものである。本工事に先駆けて着手して
いる天満石樋門改築工事は樋門の設置、堤防
復旧のための盛土を施工するものであり、本
工事は堤防開削部を保護するための護岸を設
置するものである。両工事の施工範囲は一体
の構造物であり、工事施工瑕疵等の契約上の
課題が発生した場合、その責任範囲の区分が
困難である。本工事の随意契約は、天満石樋
門改築工事（工事希望型指名競争入札）の
「技術資料の提出について」にも明記してお
り、当該工事の施工を前提としており技術資
料の提出を求めている。以上の理由により、
天満石樋門改築工事の請負業者と随意契約を
行うものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）

9613 （株）サンワコン
平成１７年度足羽川ダム調
査設計課現場技術業務

岩崎　福久
近畿地方整備局足羽川ダ
ム工事事務所
福井県福井市成和１－２
１１１

平成17年4月1日 13,755,000
プロポーザルにより相手方が特定された
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9614 （株）ポラリス会館 平成１７年度建物賃貸借料

岩崎　福久
近畿地方整備局足羽川ダ
ム工事事務所
福井県福井市成和１－２
１１１

平成17年4月1日 13,289,604

場所が限定されることにより、供給者が
一に特定される賃貸借契約等であって該
当場所でなければ行政事務を行うことが
不可能なため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9615 （株）ポラリス会館
平成１７年度建物賃貸借料
（詰所）

岩崎　福久
近畿地方整備局足羽川ダ
ム工事事務所
福井県福井市成和１－２
１１１

平成17年4月1日 1,236,000

場所が限定されることにより、供給者が
一に特定される賃貸借契約等であって該
当場所でなければ行政事務を行うことが
不可能なため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9616
（株）建設技術研究
所

平成１７年度足羽川ダム工
務課現場技術（その３）業
務

岩崎　福久
近畿地方整備局足羽川ダ
ム工事事務所
福井県福井市成和１－２
１１１

平成17年4月1日 13,755,000
プロポーザルにより相手方が特定された
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9617
（株）建設技術研究
所

平成１７年度足羽川ダム調
査設計課現場技術（その
２）業務

岩崎　福久
近畿地方整備局足羽川ダ
ム工事事務所
福井県福井市成和１－２
１１１

平成17年4月1日 13,755,000
プロポーザルにより相手方が特定された
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9618
（株）吹上技研コン
サルタント

平成１７年度足羽川ダム工
務課現場技術（その２）業
務

岩崎　福久
近畿地方整備局足羽川ダ
ム工事事務所
福井県福井市成和１－２
１１１

平成17年4月1日 14,175,000
プロポーザルにより相手方が特定された
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9619
ジビル調査設計
（株）

平成１７年度足羽川ダム工
務課現場技術業務

岩崎　福久
近畿地方整備局足羽川ダ
ム工事事務所
福井県福井市成和１－２
１１１

平成17年4月1日 13,755,000
プロポーザルにより相手方が特定された
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9620
西日本電信電話
（株）

電話料

岩崎　福久
近畿地方整備局足羽川ダ
ム工事事務所
福井県福井市成和１－２
１１１

平成17年4月1日 5,624,744

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

9621
大和工商リ－ス
（株）　福井営業所

足羽川ダム連絡室建物賃
貸借

岩崎　福久
近畿地方整備局足羽川ダ
ム工事事務所
福井県福井市成和１－２
１１１

平成17年4月1日 4,233,600

場所が限定されることにより、供給者が
一に特定される賃貸借契約等であって該
当場所でなければ行政事務を行うことが
不可能なため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9622 福井リコ－（株）
電子複写機賃貸借及び保
守等

岩崎　福久
近畿地方整備局足羽川ダ
ム工事事務所
福井県福井市成和１－２
１１１

平成17年4月1日 1,919,988

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9623
北陸日本電気ソフ
トウェア（株）

平成１７年度足羽川ダム工
事事務所パソコン・ネット
ワークサポート業務

岩崎　福久
近畿地方整備局足羽川ダ
ム工事事務所
福井県福井市成和１－２
１１１

平成17年4月5日 1,827,000
指名通知を行ったが、一社を除いて応札
者がなく随意契約となったため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9624 （株）福井新聞社 説明会広報実施業務

岩崎　福久
近畿地方整備局足羽川ダ
ム工事事務所
福井県福井市成和１－２
１１１

平成17年4月7日 1,685,250
本役務を提供できる相手方が特定される
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9625
（財）北陸公衆衛生
研究所

平成１７年度水質調査業務

岩崎　福久
近畿地方整備局足羽川ダ
ム工事事務所
福井県福井市成和１－２
１１１

平成17年4月14日 19,845,000
本役務を提供できる相手方が特定される
ため。（会計法第２９条の３第４項）

問題があ
るもの

その他（競争入札若
しくは企画競争に移

行）

9626 中央測量設計（株）
管内河川管理施設等被災
実態調査業務

岩崎　福久
近畿地方整備局足羽川ダ
ム工事事務所
福井県福井市成和１－２
１１１

平成17年4月15日 1,785,000
本役務を提供できる相手方が特定される
ため。（会計法第２９条の３第４項）

問題があ
るもの

競争入札に移行した
もの

9627 中央測量設計（株）
平成１７年度足羽川ダム工
務課現場技術（その４）業
務

岩崎　福久
近畿地方整備局足羽川ダ
ム工事事務所
福井県福井市成和１－２
１１１

平成17年4月21日 13,440,000
プロポーザルにより相手方が特定された
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9628 国土環境（株）
平成１７年度足羽川ダム猛
禽類調査業務

岩崎　福久
近畿地方整備局足羽川ダ
ム工事事務所
福井県福井市成和１－２
１１１

平成17年5月17日 39,900,000
プロポーザルにより相手方が特定された
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9629
（株）建設環境研究
所　大阪事務所

平成１７年度足羽川ダム環
境調査業務

岩崎　福久
近畿地方整備局足羽川ダ
ム工事事務所
福井県福井市成和１－２
１１１

平成17年6月2日 47,460,000
プロポーザルにより相手方が特定された
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9630
（株）建設技術研究
所　大阪本社

平成１７年度足羽川ダム計
画検討業務

岩崎　福久
近畿地方整備局足羽川ダ
ム工事事務所
福井県福井市成和１－２
１１１

平成17年7月6日 29,295,000
プロポーザルにより相手方が特定された
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9631
日本工営（株）　北
陸事務所

平成１７年度足羽川ダム事
業計画検討業務

岩崎　福久
近畿地方整備局足羽川ダ
ム工事事務所
福井県福井市成和１－２
１１１

平成17年7月28日 37,905,000
プロポーザルにより相手方が特定された
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9632
（社）福井県公共嘱
託登記土地家屋調
査士協会

平成１７年度不動産登記業
務（不動産表示登記，地図
訂正）

岡積敏雄
近畿地方整備局足羽川ダ
ム工事事務所
福井県福井市成和１－２
１１１

平成17年9月21日 1,894,829

本業務の実施にあたっては、不動産の表示に関
する登記についての専門的な知識と土地家屋調
査士法に基づく土地家屋調査士の資格に併せ、
広域的な範囲において同時・多量の業務の迅速
な処理能力が求められる。本契約相手方は不動
産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測
量又はその登記の嘱託又は申請の適正かつ迅
速な実施に寄与することを目的に土地家屋調査
士法（昭和２５年法律第２２８号）第６３条第１項の
規定に基づき設立された公益法人であり、事務
所管内全域において不動産の表示登記に関する
専門的な知識や技能及び豊富な経験を有し、か
つ現地の状況等に精通した多数の土地家屋調査
士を擁している公共嘱託表示登記の専門機関と
して県内唯一の法人であるため。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9633 池田町長
平成１７年度池田町生活再
建対策業務委託

岡積敏雄
近畿地方整備局足羽川ダ
ム工事事務所
福井県福井市成和１－２
１１１

平成17年9月27日 2,510,000
その場所でないと行政目的が達し得ない
との理由から供給者が特定されるもの。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9634
（株）福井新聞ピー
アールセンター

平成１７年度足羽川ダム
「土木の日」広報運営業務

岩崎　福久
近畿地方整備局足羽川ダ
ム工事事務所
福井県福井市成和１－２
１１１

平成17年10月31日 2,488,500
プロポーザルにより相手方が特定された
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9635 （株）ポラリス会館 電力料

岩崎　福久
近畿地方整備局足羽川ダ
ム工事事務所
福井県福井市成和１－２
１１１

平成17年11月1日 1,349,834
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

9636
日本工営（株）　北
陸事務所

平成１７年度足羽川ダム計
画設計検討業務

岩崎　福久
近畿地方整備局足羽川ダ
ム工事事務所
福井県福井市成和１－２
１１１

平成18年1月11日 22,575,000
プロポーザルにより相手方が特定された
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9637
（株）建設技術研究
所　大阪本社

平成１７年度足羽川ダム計
画資料とりまとめ業務

岩崎　福久
近畿地方整備局足羽川ダ
ム工事事務所
福井県福井市成和１－２
１１１

平成18年1月27日 7,665,000
プロポーザルにより相手方が特定された
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9638
特定非営利活動法
人　風土工学デザ
イン研究所

足羽川ダム地域整備トータ
ルコンセプトとりまとめ業務

岩崎　福久
近畿地方整備局足羽川ダ
ム工事事務所
福井県福井市成和１－２
１１１

平成18年1月30日 9,030,000
本役務を提供できる相手方が特定される
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
公募を実施

9639 （株）福井新聞社
河川整備計画関連広報実
施業務

岩崎　福久
近畿地方整備局足羽川ダ
ム工事事務所
福井県福井市成和１－２
１１１

平成18年2月24日 6,644,400
本役務を提供できる相手方が特定される
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9640
松下電器産業（株）
関西支店

模写電送装置１台

岩崎　福久
近畿地方整備局足羽川ダ
ム工事事務所
福井県福井市成和１－２
１１１

平成18年3月10日 915,600
防災情報の関連で供給可能な者が一に特
定されるため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行

9641
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ関西

電話料

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年4月1日 1,665,575

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9642
（株）エフエムシー
阪神支店

平成１７年度木津川上流機
械現場技術業務

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年4月1日 13,860,000
プロポーザルを実施した結果他社より内
容が優位であったため（会計法第２９条
の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9643
（株）エフエムシー
阪神支店

平成１７年度電気通信工事
等現場技術業務

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年4月1日 13,860,000
プロポーザルを実施した結果他社より内
容が優位であったため（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9644
（株）エム・シー・ア
ンド・ピー

平成１７年度木津川上流河
川事務所ＨＰ管理運営業務

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年4月1日 7,171,500

平成１６年度ＨＰの更新作業及びサー
バーの運用管理を実施しており現状のＨ
Ｐにおける技術的課題や事務所内容に熟
知しているため（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの（１８年度よ

り）

9645
（株）ピーエムコン
サルタント　奈良支
社

平成１７年度工務第一課及
び伊賀上野出張所現場技
術業務

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年4月1日 27,825,000
プロポーザルを実施した結果他社より内
容が優位であったため（会計法第２９条
の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9646
（株）ピーエムコン
サルタント　奈良支
社

平成１７年度調査課現場技
術業務

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年4月1日 13,755,000
プロポーザルを実施した結果他社より内
容が優位であったため（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9647 （株）鶴見製作所
平成１７年度木津川流砂観
測設備賃貸借

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年4月1日 1,705,200

当該機器を土木研究所と共同で開発した
業者であり、設備全般、操作、観測手法
等について精通・把握しているため（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9648 ソフトビジネス
パーソナルコンピュータ１０
台外２点賃貸借

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年4月1日 1,360,800

当該物件は平成１５年度に指名競争契約
によりリースしたものであり、契約相手
先が特定されるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9649
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

平成１７年度調査課現場技
術（その２）業務

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年4月1日 13,230,000
プロポーザルを実施した結果他社より内
容が優位であったため（会計法第２９条
の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9650 伊賀市長
岩倉排水樋門外３３件操作
業務

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年4月1日 21,378,000
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9651
協和テクノロジィズ
（株）

パーソナルコンピュータ１台
賃貸借

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年4月1日 13,062

当該物件は平成１３年度に指名競争契約
によりリースしたものを引き続き使用す
るので、契約相手先が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9652
協和テクノロジィズ
（株）

パーソナルコンピュータ２台
賃貸借

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年4月1日 260,190

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9653
協和テクノロジィズ
（株）

パーソナルコンピュータ６台
外賃貸借

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年4月1日 798,840

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9654 協和設計（株）
平成１７年度調査課現場技
術（その３）業務

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年4月1日 13,755,000
プロポーザルを実施した結果他社より内
容が優位であったため（会計法第２９条
の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9655
三重リコー（株）　上
野営業所

電子複写機（２Ｆ・４Ｆ）賃貸
借及び保守等

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年4月1日 4,100,257

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9656
三重リコー（株）　上
野営業所

電子複写機（工務第一課）
賃貸借及び保守等

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年4月1日 727,954

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9657
三重リコー（株）　上
野営業所

電子複写機賃貸借及び保
守等

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年4月1日 2,859,834

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9658
三重近鉄タクシー
（株）　名張営業所

タクシーの借り上げ

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年4月1日 1,827,890

タクシー料金が認可制のため価格による
競争の余地がなく、当局が必要とする
サービスを有する者が特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

9659
西日本電信電話
（株）

電話料

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年4月1日 3,512,950

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9660 中部電力（株） 電気料

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年4月1日 17,708,661
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9661
中野事務機サービ
ス

パーソナルコンピュータ１１
台賃貸借

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年4月1日 2,356,200

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9662
中野事務機サービ
ス

パーソナルコンピュータ５台
外１点賃貸借

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年4月1日 1,069,740

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9663
東芝エレベ－タ
（株）　中部支社

エレベーター設備保守点検

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年4月1日 945,000
当該機機の設置事業者である当該業者で
のみ安全な保守点検がかのうである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
公募を実施

9664
日本振興（株）　大
阪支店

平成１７年度管理課現場技
術業務

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年4月1日 13,965,000
プロポーザルを実施した結果他社より内
容が優位であったため（会計法第２９条
の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9665
日本振興（株）　大
阪支店

平成１７年度工務第二課現
場技術業務

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年4月1日 13,807,500
プロポーザルを実施した結果他社より内
容が優位であったため（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9666
名張市水道事業管
理者

水道料

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年4月1日 1,083,330
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9667 名張市長
瀬古口第１排水樋門外５件
操作業務

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年4月1日 1,701,000
河川法第９９条に基づく関係自治体への
委託（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9668
近鉄ビルサービス
（株）中部支店三重
事業所

事務所外庁舎清掃業務

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年4月4日 461,160

入札不調に伴う再競争による、業者決定
までの間、短期契約をする。当該業者
は、前年まで業務を請負迅速に対応する
ことが可能である。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの

9669
（株）拓和　大阪支
店

平成１７年度木津川デジタ
ル水位計点検作業

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年4月8日 2,782,500
当該システムを開発・制作・設置してお
り、当該設備に専門技術を有する必要が
あるため（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9670
（株）エヌ・ティ・ティ
マ－ケティングアク
ト三重

総務課契約事務とりまとめ
業務

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年5月25日 502,408
繁忙期に円滑に事務を遂行するのに、経
験豊富な人材を揃えているため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの（１８年度よ

り）
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9671
近畿技術コンサル
タンツ（株）

平成１７年度木津川上流河
川整備計画関連資料整理
検討業務

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年6月27日 9,555,000
プロポーザルを実施した結果他社より内
容が優位であったため（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9672
（株）日水コン　大
阪支所

平成１７年度木津川上流水
質管理他検討業務

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年6月28日 8,977,500
プロポーザルを実施した結果他社より内
容が優位であったため（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9673
（株）トゥルービジョ
ン

平成１７年度災害対策部運
営計画書原版作成

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年8月11日 577,500

出水期に入っていることから緊急に作成
する必要があるため、前年度に原版作成
及び印刷を行っている当該業者に特定さ
れる（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行）

9674
中央復建コンサル
タンツ（株）

新居橋概略設計業務

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年9月6日 20,895,000
プロポーザルを実施した結果他社より内
容が優位であったため（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9675 中部清掃事業（株）
伊賀上野出張所浄化槽清
掃

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年10月3日 231,420

年間の保守点検業務を委託しており日常
的に汚泥の蓄積状況や必要な清掃度合い
について情報をもっているため、迅速に
清掃をおこなうことができるため（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9676
三井共同建設コン
サルタント（株）　関
西支社

平成１７年度上野地区内水
対策検討業務

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年10月6日 9,135,000
プロポーザルを実施した結果他社より内
容が優位であったため（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9677
日本技術開発（株）
大阪支社

平成１７年度長田排水門詳
細設計業務

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年10月13日 16,999,500
プロポーザルを実施した結果他社より内
容が優位であったため（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9678 （株）ヤマイチテクノ
木津川砂防技術資料ネット
ワークシステム構築業務

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年10月17日 4,578,000

平成１３年度・１４年度・１５年度にプ
ロポーザルによる選定により、管内砂防
技術資料ファイリング整備業務を実施
し、それを事務所内ネットワークへの拡
張を行い資料の検索・閲覧及び登録を一
貫して履行するため（会計法第２９条の
３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9679
（株）協和コンサル
タンツ　関西支店

新居遊水地周囲堤詳細設
計業務

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年10月17日 8,347,500
プロポーザルを実施した結果他社より内
容が優位であったため（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9680
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

平成１７年度木津川上流新
砂防基本計画検討業務

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年11月21日 27,300,000
プロポーザルを実施した結果他社より内
容が優位であったため（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9681
中日本航空（株）
大阪支店

木津川砂防ＧＩＳネットワー
クシステム構築業務

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年12月13日 10,710,000
プロポーザルを実施した結果他社より内
容が優位であったため（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9682
（株）建設技術研究
所　大阪本社

平成１７年度木津川上流河
川整備計画検討業務

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年12月19日 29,610,000

技術的特性及びデータ内容などを熟知し
ており、本業務に必要な氾濫シミュレー
ションシステムを有していることから、
円滑かつ確実に実施することができるた
め（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

9683
（株）東京建設コン
サルタント　関西支
店

平成１７年度木津川上流河
川整備基本方針河道検討
業務

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成17年12月22日 11,550,000
プロポーザルを実施した結果他社より内
容が優位であったため（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9684
セントラルコンサル
タント（株）　大阪支
社

平成１７年度木津川上流河
床材料調査業務

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成18年1月23日 5,670,000
プロポーザルを実施した結果他社より内
容が優位であったため（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9685
（株）環境総合テク
ノス

木津川砂防ガイドブック製
作業務

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成18年1月24日 9,145,500
プロポーザルを実施した結果他社より内
容が優位であったため（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9686 セコム三重（株）
木津川上流河川事務所名
張砂防出張所・伊賀上野出
張所・名張川出

谷崎保
近畿地方整備局木津川上
流河川事務所
三重県名張市木屋町８１
２－１

平成18年2月2日 1,512,000
機械警備設備を設置した者と継続的に契約
せざるを得ないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

Ｈ１９年度より公募
を実施

単価契約

9687
（株）エヌ・テイ・テ
イ・ドコモ関西

電話料

上下芳夫
近畿地方整備局淀川ダム
統合管理事務所
大阪府枚方市山田池北町
１０－１

平成17年4月1日 1,322,102

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

9688
（株）キョウプロ城
陽販売支店

プロパンガス料

上下芳夫
近畿地方整備局淀川ダム
統合管理事務所
大阪府枚方市山田池北町
１０－１

平成17年4月1日 39,060
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの（１８年度よ

り）

9689

コニカミノルタビジ
ネスソリューション
ズ（株）　近畿直販
事業部官公庁営業
部

電子複写機（カラー）賃貸
借及び保守等

上下芳夫
近畿地方整備局淀川ダム
統合管理事務所
大阪府枚方市山田池北町
１０－１

平成17年4月1日 933,094

当該物件は、平成１６年に指名競争によ
りリースしたものであり契約相手先が特
定されるため（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9690 セコム（株）
天ヶ瀬ダム管理支所機械
警備

上下芳夫
近畿地方整備局淀川ダム
統合管理事務所
大阪府枚方市山田池北町
１０－１

平成17年4月1日 263,340
機械警備設備を設置した者と継続的に契
約せざるを得ないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

公募を実施（１９年
度より）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9691
センチュリー・リー
シング・システム
（株）大阪支店

流水管理システムサーバ
（運用系）賃貸借

上下芳夫
近畿地方整備局淀川ダム
統合管理事務所
大阪府枚方市山田池北町
１０－１

平成17年4月1日 3,802,680

　本契約は、平成１６年度に一般競争入
札により賃貸借契約を行い、今年度も引
き続き賃貸借契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9692
協和テクノロジィズ
（株）

カラープリンタ賃貸借及び
保守

上下芳夫
近畿地方整備局淀川ダム
統合管理事務所
大阪府枚方市山田池北町
１０－１

平成17年4月1日 148,680

当該物件は、平成１６年に指名競争によ
りリースしたものであり契約相手先が特
定されるため（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9693
三井リース事業
（株）関西営業本部

電子入札用パソコン賃貸借

上下芳夫
近畿地方整備局淀川ダム
統合管理事務所
大阪府枚方市山田池北町
１０－１

平成17年4月1日 30,048

当該物件は、平成１２年に一括調達によ
り導入したものであり、再リースのため
契約相手先が特定されるため（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9694
三井リース事業
（株）関西営業本部

淀川ダム統合管理事務所
行政情報システム一式賃
貸借

上下芳夫
近畿地方整備局淀川ダム
統合管理事務所
大阪府枚方市山田池北町
１０－１

平成17年4月1日 212,820

当該物件は、平成１３年に一括調達によ
り導入したものであり、再リースのため
契約相手先が特定されるため（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9695
西日本電信電話
（株）

電話料

上下芳夫
近畿地方整備局淀川ダム
統合管理事務所
大阪府枚方市山田池北町
１０－１

平成17年4月1日 3,361,103

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

9696
富士ゼロックス
（株）西日本支社

電子複写機賃貸借（カ
ラー）及び保守等（その２）

上下芳夫
近畿地方整備局淀川ダム
統合管理事務所
大阪府枚方市山田池北町
１０－１

平成17年4月1日 748,061

当該物件は、平成１５年に指名競争によ
りリースしたものであり契約相手先が特
定されるため（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9697
富士ゼロックス
（株）西日本支社

電子複写機賃貸借及び保
守等

上下芳夫
近畿地方整備局淀川ダム
統合管理事務所
大阪府枚方市山田池北町
１０－１

平成17年4月1日 1,298,818

当該物件は、平成１５年に指名競争によ
りリースしたものであり契約相手先が特
定されるため（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9698
日本工営（株）　大
阪支店

平成１７年度天ヶ瀬ダム魚
類等影響評価検討業務

上下芳夫
近畿地方整備局淀川ダム
統合管理事務所
大阪府枚方市山田池北町
１０－１

平成17年4月12日 10,395,000

　上記業者は、平成１５年度天ヶ瀬ダム魚類
等影響評価検討業務において、プロポーザル
方式で決定した業者であり、昨年度について
は対象地域における魚類等を中心とした生態
系について調査及び影響評価、検討等を行っ
ている。本年度は、昨年度業務成果を基に学
識経験者からの助言等を受け、引き続き上記
内容について詳細な検証及びとりまとめを行
うものであり、それをうけ河川整備計画に反
映するものである。業務の遂行を考慮した場
合、業務内容等を理解し精通している業者は
日本工営㈱以外にない。よって、上記業者と
随意契約を行うものである。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9699
（株）アイ・エヌ・エ
－　関西支店

平成１７年度淀川水系ダム
等土砂移動連続性影響評
価検討業務

上下芳夫
近畿地方整備局淀川ダム
統合管理事務所
大阪府枚方市山田池北町
１０－１

平成17年5月13日 9,450,000

　本業務は、平成１６年度に標準プロポーザ
ル方式の総合評価型により、技術提案書及び
ヒアリング等の審査の結果、上記業者の株式
会社アイ・エヌ・エーが技術的に 適な業者
と特定された。本業務は平成１６年度に計画
され、平成１７年度も引き続き検討する業務
である。プロポーザル方式により上記業者、
株式会社アイ・エヌ・エーを選定し、平成１
６年度業務は適正に履行されたので、引き続
き本業務を遂行しうるものは他にいないこと
から随意契約を締結するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9700
日本スペースイメー
ジング（株）

平成１７年度淀川上流域高
解度衛星画像データ処理
業務

上下芳夫
近畿地方整備局淀川ダム
統合管理事務所
大阪府枚方市山田池北町
１０－１

平成17年5月24日 15,372,000

　上記業者は国内において唯一、ＩＫＯＮＯ
Ｓ衛星デジタル画像データの受信権及び販売
権を有する業者である。同社は、他社を介し
て実施した業務に関し、発注元以外の第三者
機関へ当該成果品の使用に係るライセンスの
販売を行っていない。一方、本業務で作成す
る淀川流域情報図は、淀川水系の整備方針・
整備計画策定及び事業説明等における情報資
料であることから、関連事務所が情報を共有
し使用する必要がある。したがって、本業務
の実施に当たっては、整備方針・整備計画策
定に関わる地方公共団体、法人等と当該成果
品の使用に係るライセンス契約を交わすこと
が可能である業者は日本スペースイメージン
グ㈱以外にない。よって、上記業者と随意契
約を行うものである。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9701
（株）建設技術研究
所　大阪本社

平成１７年度淀川水系河川
整備基本方針（高水）検討
業務

上下芳夫
近畿地方整備局淀川ダム
統合管理事務所
大阪府枚方市山田池北町
１０－１

平成17年6月6日 23,625,000

　本業務は、平成１６年度に標準プロポーザ
ル方式の総合評価型により、技術提案書及び
ヒアリング等の審査の結果、上記業者である
株式会社建設技術研究所が技術的に 適な業
者と特定された。本業務は、平成１６年度に
計画され、平成１７年度も引き続き検討を行
い、更に流域を広めた検討を行う業務であ
る。プロポーザル方式により上記業者、株式
会社建設技術研究所を選定し、平成１６年度
業務は適正に履行され、平成１８年度におい
ても適正に履行されているところであり、引
き続き本業務を遂行しうるものは他にいない
ことから随意契約を締結するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9702
（株）建設技術研究
所　大阪本社

平成１７年度淀川水系河川
整備基本方針（高水）検討
その２業務

神矢　弘
近畿地方整備局淀川ダム
統合管理事務所
大阪府枚方市山田池北町
１０－１

平成17年9月6日 10,710,000

　本業務は、平成１６年度に標準プロポーザ
ル方式の総合評価型により、技術提案書及び
ヒアリング等の審査の結果、上記業者である
株式会社建設技術研究所が技術的に 適な業
者と特定された。本業務は、平成１６年度に
計画され、平成１７年度も引き続き検討を行
い、更に流域を広めた検討を行う業務であ
る。プロポーザル方式により上記業者、株式
会社建設技術研究所を選定し、平成１６年度
業務は適正に履行され、平成１７年度におい
ても適正に履行されているところであり、引
き続き本業務を遂行しうるものは他にいない
ことから随意契約を締結するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9703
日本工営（株）　大
阪支店

平成１７年度天ヶ瀬ダム魚
類等影響評価検討（その
２）業務

神矢　弘
近畿地方整備局淀川ダム
統合管理事務所
大阪府枚方市山田池北町
１０－１

平成17年9月30日 7,350,000

　天ヶ瀬ダムにおける影響について平成１６
年度より学識経験者による天ヶ瀬ダム魚類等
遡上降下影響評価委員会を延べ５回開催し検
討を行っている。平成１７年度においても上
記委員会で継続検討中であり環境生態面から
新たな課題が出され管理者側に対し検討が求
められている。本業務は従来の検討内容はも
ちろんのこと天ヶ瀬ダム魚類等遡上降下影響
評価委員会の審議内容など従来の経過、検討
内容等を十分熟知していることが必要であ
る。上記日本工営㈱は平成１５年度にプロ
ポーザル方式の総合評価型により特定され平
成１６年度及び平成１７年度において天ヶ瀬
ダム魚類等遡上降下影響評価委員会運営を含
めて適正に業務を遂行しており、委員会の従
来の経過、検討内容も十分に熟知している。
よって、本業務を適正に遂行しうるものは他
にいないことから随意契約を締結するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9704
協和テクノロジィズ
（株）

パーソナルコンピュータ賃
貸借

神矢　弘
近畿地方整備局淀川ダム
統合管理事務所
大阪府枚方市山田池北町
１０－１

平成17年11月7日 277,200

当該物件は、平成１６年に指名競争によ
りリースしたものであり契約相手先が特
定されるため（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9705
協和テクノロジィズ
（株）

防災担当職員宅用パーソ
ナルコンピュータ賃貸借

神矢　弘
近畿地方整備局淀川ダム
統合管理事務所
大阪府枚方市山田池北町
１０－１

平成17年11月7日 344,344

当該物件は、平成１７年に指名競争によ
りリースしたものであり契約相手先が特
定されるため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9706
（株）東芝　関西支
社

天ヶ瀬ダム施設監視用ＣＣ
ＴＶ改修工事

神矢　弘
近畿地方整備局淀川ダム
統合管理事務所
大阪府枚方市山田池北町
１０－１

平成17年11月18日 29,190,000

既設の設備と密接不可分の関係にあり、
同一施工業者以外の者に施工させた場
合、既設の設備等の使用に著しい支障を
生じるおそれがある。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行

9707
富士通（株）　関西
営業本部　公企業
統括営業部

画像集配信設備増設装置
製造

神矢　弘
近畿地方整備局淀川ダム
統合管理事務所
大阪府枚方市山田池北町
１０－１

平成17年11月18日 26,250,000

既設の設備と密接不可分の関係にあり、
同一施工業者以外の者に施工させた場
合、既設の設備等の使用に著しい支障を
生じるおそれがある。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り
公募を実施

9708
星和電機（株）　関
西支社

塔の島地区情報表示板改
修工事

神矢　弘
近畿地方整備局淀川ダム
統合管理事務所
大阪府枚方市山田池北町
１０－１

平成17年11月29日 36,907,500

既設の設備と密接不可分の関係にあり、
同一施工業者以外の者に施工させた場
合、既設の設備等の使用に著しい支障を
生じるおそれがある。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行

9709
日本無線（株）　関
西支社

テレメータ監視制御装置増
設用品製造

神矢　弘
近畿地方整備局淀川ダム
統合管理事務所
大阪府枚方市山田池北町
１０－１

平成17年12月28日 7,245,000

既設の設備と密接不可分の関係にあり、
同一施工業者以外の者に施工させた場
合、既設の設備等の使用に著しい支障を
生じるおそれがある。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの（１８年度よ

り）

9710
日本無線（株）　関
西支社

放流警報装置伝送二重化
工事

神矢　弘
近畿地方整備局淀川ダム
統合管理事務所
大阪府枚方市山田池北町
１０－１

平成17年12月28日 22,039,500

既設の設備と密接不可分の関係にあり、
同一施工業者以外の者に施工させた場
合、既設の設備等の使用に著しい支障を
生じるおそれがある。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9711
（株）建設技術研究
所　大阪本社

平成１７年度既設ダム群の
効率的運用検討業務

神矢　弘
近畿地方整備局淀川ダム
統合管理事務所
大阪府枚方市山田池北町
１０－１

平成18年1月13日 10,815,000

　本業務は、平成１６年度に標準プロポーザ
ル方式の総合評価型により、技術提案書及び
ヒアリング等の審査の結果、上記業者の株式
会社建設技術研究所が技術的に 適な業者と
特定された。本業務は平成１６年度に計画さ
れ、平成１７年度も引き続き検討する業務で
ある。プロポーザル方式により上記業者、株
式会社建設技術研究所を選定し、平成１６年
度業務は適正に履行されたので、引き続き本
業務を遂行しうるものは他にいないことから
随意契約を締結するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9712
石川島播磨重工業
（株）　関西支社

天ヶ瀬ダム主ゲート修繕工
事

神矢　弘
近畿地方整備局淀川ダム
統合管理事務所
大阪府枚方市山田池北町
１０－１

平成18年1月27日 50,715,000

当該工事の修繕対象であるダム放流用ゲート
の圧着離脱装置は、本ダムゲートが受ける水
圧やゲート動作条件等の設計条件に基づき設
計・製造されたものであり、水密性を確保す
るため圧着脱着装置の果たす役割は重要であ
る。この圧着離脱装置は本ゲートの開閉装置
である複雑な油圧発生装置の中に組み込まれ
ていることから、本ゲートが確実に動作する
ために細部の設計だけでなく油圧制御システ
ム全体を知り得る当該企業しか施工できな
い。（会計法第２９条の３第４項）３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9713
富士通エフ・アイ・
ピ－（株）　西日本
総支社

防災担当職員宅用端末賃
貸借

神矢　弘
近畿地方整備局淀川ダム
統合管理事務所
大阪府枚方市山田池北町
１０－１

平成18年2月1日 489,756

当該物件は、平成１７年に指名競争によ
りリースしたものであり契約相手先が特
定されるため（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9714 岸本無線工業（株）
平成１７年度テレメータ混信
対策検討業務

神矢　弘
近畿地方整備局淀川ダム
統合管理事務所
大阪府枚方市山田池北町
１０－１

平成18年2月13日 3,150,000

 既設テレメータシステムの施工業者は
日本無線（株）であり、既設テレメータ
システムについて熟知しているが、土木
コンサルタント業務の登録業者ではなく
契約できないため、日本無線（株）が唯
一技術支援契約を締結している岸本無線
工業（株）と随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの（１８年度よ

り）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
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（円）
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(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9715
（株）建設技術研究
所　大阪本社

平成１７年度淀川水系洪水
予測システム改良業務

神矢　弘
近畿地方整備局淀川ダム
統合管理事務所
大阪府枚方市山田池北町
１０－１

平成18年3月13日 4,725,000

　本業務の改良対象となっている淀川洪水予
測システムは、防災時における洪水予報の発
表、水防警報の発令及びダムの統合操作等を
予測することに必要な唯一のシステムであ
り、突発的な洪水に対しても即座に予測結果
を計算する必要がある。よって、システム改
良中及び不測のトラブルが生じた場合等は淀
川水系全体に影響を及ぼすため、システムの
安全性確保の重要性から、淀川水系洪水予測
システムを開発し、システム改良の経緯につ
いても十分熟知している上記業者以外が、本
システムの改良を行うことは危険かつ困難で
ある。以上の理由により、上記業者と随意契
約するものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9716
（株）ブリジストンア
イピーオー

オイルフェンス６本

上下芳夫
近畿地方整備局淀川ダム
統合管理事務所
大阪府枚方市山田池北町
１０－１

平成18年3月29日 1,039,500

既設製品と密接不可分の関係にあり、同
一業者以外の者の製品の場合、既設の設
備等の使用に著しい支障を生じるおそれ
がある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの

9717
石川島播磨重工業
（株）　関西支社

天ヶ瀬ダム主ゲート主ロー
ラ修繕工事

神矢　弘
近畿地方整備局淀川ダム
統合管理事務所
大阪府枚方市山田池北町
１０－１

平成18年3月30日 77,700,000

当該工事の対象設備であるダム放流用ゲート
は、当該箇所の設計条件に基づき設計・製造
された高圧ゲートである。今回修繕を行った
主ローラは高い水圧を受ける本ゲートの開閉
動作に重大な役割を果たすものであり、主
ローラ軸受けは自動偏芯機能を持ち、本設備
のために設計、製作された特注品であるた
め、細部の設計やゲート全体を知り得る当該
企業しか施工できない。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9718
（株）エフエムシー
阪神支店

平成１７年度電気通信現場
技術業務

中村甚一
近畿地方整備局九頭竜川
ダム統合管理事務所
福井県大野市中野２９－
２８

平成17年4月1日 14,175,000
標準プロポーザル方式により当該業者が
特定されたため、随意契約を行うもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9719
（株）建設技術研究
所　大阪本社

平成１７年度管理技術業務

中村甚一
近畿地方整備局九頭竜川
ダム統合管理事務所
福井県大野市中野２９－
２８

平成17年4月1日 14,175,000
標準プロポーザルにより評価の結果他社
より他社より優れていた。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9720
（財）北陸公衆衛生
研究所

平成１７年度水質調査業務

中村甚一
近畿地方整備局九頭竜川
ダム統合管理事務所
福井県大野市中野２９－
２８

平成17年4月1日 20,370,000
本業務に関する技術に精通し、熟練した
技術者を有しているため（会計法第２９
条の３第４項）

問題があ
るもの

競争入札若しくは企
画競争に移行

9721
ＮＥＣリース（株）
北陸支店

ルータ賃貸借（継続）

中村甚一
近畿地方整備局九頭竜川
ダム統合管理事務所
福井県大野市中野２９－
２８

平成17年4月1日 232,152

当該物件は平成８年に少額随意契約によ
りリースしたものであり、契約相手先が
特定されるため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

9722
ＮＥＣリース（株）
北陸支店

新河川流域総合情報シス
テム用ノートＰＣ賃貸借

中村甚一
近畿地方整備局九頭竜川
ダム統合管理事務所
福井県大野市中野２９－
２８

平成17年4月1日 42,336

当該物件は平成１３年に少額随意契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

9723 イワイ（株）
行政情報システム共有パソ
コン賃貸借

中村甚一
近畿地方整備局九頭竜川
ダム統合管理事務所
福井県大野市中野２９－
２８

平成17年4月1日 115,920

当該物件は平成１６年に少額随意契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9724
三井リース事業
（株）関西営業本部

行政情報システムノートパ
ソコン賃貸借

中村甚一
近畿地方整備局九頭竜川
ダム統合管理事務所
福井県大野市中野２９－
２８

平成17年4月1日 50,364

当該物件は平成１４年に少額随意契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地
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契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9725 酒井電機（株）
パーソナルコンピュータ外
賃貸借

中村甚一
近畿地方整備局九頭竜川
ダム統合管理事務所
福井県大野市中野２９－
２８

平成17年4月1日 639,970

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9726 酒井電機（株）
パーソナルコンピュータ賃
貸借（水文水質データ用）

中村甚一
近畿地方整備局九頭竜川
ダム統合管理事務所
福井県大野市中野２９－
２８

平成17年4月1日 93,240

当該物件は平成１６年に少額随意契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9727
西日本電信電話
（株）

電話料集中払

中村甚一
近畿地方整備局九頭竜川
ダム統合管理事務所
福井県大野市中野２９－
２８

平成17年4月1日 1,436,254

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

9728 第一技術開発（株）
平成１７年度機械設備管理
業務

中村甚一
近畿地方整備局九頭竜川
ダム統合管理事務所
福井県大野市中野２９－
２８

平成17年4月1日 13,965,000

平成１５年度にプロポーザル方式で特定
され、要請書に記載した、「次年度以降
引き続き実施する場合がある。」により
随意契約（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9729
電源開発（株）　水
力・送変電事業部
中部支店

平成１７年度九頭竜ダム共
同施設維持管理業務

中村甚一
近畿地方整備局九頭竜川
ダム統合管理事務所
福井県大野市中野２９－
２８

平成17年4月1日 1,452,000
ダム管理協定に基づき委託契約を締結し
た（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9730
日立造船鉄構エン
ジニアリング（株）

平成１７年度ダム放流設備
点検整備業務

中村甚一
近畿地方整備局九頭竜川
ダム統合管理事務所
福井県大野市中野２９－
２８

平成17年4月1日 14,490,000

平成１６年度一般競争入札方式で上記業
者と契約し、入札説明書に記載した「次
年度において随意契約することがあ
る。」により随意契約（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札若しくは企
画競争に移行

9731 福井リコ－（株） プロッター賃貸借

中村甚一
近畿地方整備局九頭竜川
ダム統合管理事務所
福井県大野市中野２９－
２８

平成17年4月1日 253,050

当該物件は平成１４年に少額随意契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9732 福井リコ－（株）
高速プリンター賃貸借及び
保守等

中村甚一
近畿地方整備局九頭竜川
ダム統合管理事務所
福井県大野市中野２９－
２８

平成17年4月1日 189,000

当該物件は平成１２年に少額随意契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9733 福井リコ－（株）
電子複写機外賃貸借及び
保守等（継続）

中村甚一
近畿地方整備局九頭竜川
ダム統合管理事務所
福井県大野市中野２９－
２８

平成17年4月1日 194,418

当該物件は平成１２年に少額契約により
リースしたものであり、契約相手先が特
定されるため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9734 福井リコ－（株）
電子複写機賃貸借及び保
守等

中村甚一
近畿地方整備局九頭竜川
ダム統合管理事務所
福井県大野市中野２９－
２８

平成17年4月1日 3,504,130

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9735 福井県知事
平成１７年度真名川ダム表
層取水設備管理業務

中村甚一
近畿地方整備局九頭竜川
ダム統合管理事務所
福井県大野市中野２９－
２８

平成17年4月1日 255,000
ダム管理協定に基づき委託契約を締結し
た（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9736
（株）北陸アロー機
器

平成１７年度庁舎機械設備
保全業務

中村甚一
近畿地方整備局九頭竜川
ダム統合管理事務所
福井県大野市中野２９－
２８

平成17年4月4日 4,651,500

平成１６年度一般競争入札方式で上記業
者と契約し、入札説明書に記載した「次
年度において随意契約することがあ
る。」により随意契約（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行

9737
（株）柿本商会　福
井支店

平成１７年度ダム管理設備
点検整備業務

中村甚一
近畿地方整備局九頭竜川
ダム統合管理事務所
福井県大野市中野２９－
２８

平成17年4月12日 5,575,500

平成１６年度一般競争入札方式で上記業
者と契約し、入札説明書に記載した「次
年度において随意契約することがあ
る。」により随意契約（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札若しくは企
画競争に移行

9738
（株）建設技術研究
所　大阪本社

ダム操作規則等検討業務

中村甚一
近畿地方整備局九頭竜川
ダム統合管理事務所
福井県大野市中野２９－
２８

平成17年6月10日 24,990,000
標準プロポーザルにより評価の結果他社
より他社より優れていた。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9739 日立造船（株）
真名川ダム主放水設備修
繕工事

中村甚一
近畿地方整備局九頭竜川
ダム統合管理事務所
福井県大野市中野２９－
２８

平成17年6月10日 14,910,000

当該工事の修繕対象であるダム放流用ゲート
の圧着離脱装置は、本ダムゲートが受ける水
圧やゲート動作条件等の設計条件に基づき設
計・製造されたものであり、水密性を確保す
るため圧着脱着装置の果たす役割は重要であ
る。この圧着離脱装置は本ゲートの開閉装置
である複雑な油圧発生装置の中に組み込まれ
ていることから、本ゲートが確実に動作する
ために細部の設計だけでなく油圧制御システ
ム全体を知り得る当該企業しか施工できな
い。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9740 （財）防災研究協会
九頭竜川ダム管理用ＧＩＳ
に関する検討業務

中村甚一
近畿地方整備局九頭竜川
ダム統合管理事務所
福井県大野市中野２９－
２８

平成17年6月17日 5,000,000

本業務は、高精度の測量とそれから得ら
れたデータによって、九頭竜ダム管理シ
ステムを構築するものである。当該委託
者は、検討に必要な 先端の測量技術や
ＧＩＳ（地理情報システム）について研
究を進めており、本業務を委託するもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9741
応用地質（株）　福
井営業所

平成１７年度真名川ダム弾
力的管理試験効果調査業
務

中村甚一
近畿地方整備局九頭竜川
ダム統合管理事務所
福井県大野市中野２９－
２８

平成17年6月24日 31,290,000
標準プロポーザルにより評価の結果他社
より他社より優れていた。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9742 （株）福井新聞社
森と湖に親しむ旬間広報運
営等業務

中村甚一
近畿地方整備局九頭竜川
ダム統合管理事務所
福井県大野市中野２９－
２８

平成17年7月7日 3,286,500
広域的なＰＲ効果の期待及び当該業務内
容の実績から（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9743
国際航業（株）　福
井営業所

九頭竜ダム水質保全対策
事業評価業務

中村甚一
近畿地方整備局九頭竜川
ダム統合管理事務所
福井県大野市中野２９－
２８

平成17年9月30日 11,707,500
標準プロポーザルにより評価の結果他社
より他社より優れていた。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9744 （株）ニュージェック
真名川ダム濁水長期化対
策検討業務

中村甚一
近畿地方整備局九頭竜川
ダム統合管理事務所
福井県大野市中野２９－
２８

平成17年11月18日 16,800,000
標準プロポーザルにより評価の結果他社
より他社より優れていた。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9745 （財）防災研究協会
ダム効果表示用氾濫シミュ
レーションに関する検討業
務

中村甚一
近畿地方整備局九頭竜川
ダム統合管理事務所
福井県大野市中野２９－
２８

平成18年1月16日 10,000,000

本業務は、高精度の測量とそれから得ら
れたデータによって、九頭竜ダム管理シ
ステムを構築するものである。当該委託
者は、検討に必要な 先端の測量技術や
ＧＩＳ（地理情報システム）について研
究を進めており、本業務を委託するもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9746
（株）建設企画コン
サルタント

平成１７年度九頭竜ダム・
真名川ダム水源地域ビジョ
ン推進検討業務

中村甚一
近畿地方整備局九頭竜川
ダム統合管理事務所
福井県大野市中野２９－
２８

平成18年1月23日 12,936,000
標準プロポーザルにより評価の結果他社
より他社より優れていた。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9747 酒井電機（株）
パーソナルコンピューター
賃貸借（継続）

中村甚一
近畿地方整備局九頭竜川
ダム統合管理事務所
福井県大野市中野２９－
２８

平成18年1月31日 27,198

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9748 福井リコ－（株） プロッター賃貸借（継続）

中村甚一
近畿地方整備局九頭竜川
ダム統合管理事務所
福井県大野市中野２９－
２８

平成18年3月2日 5,060

当該物件は平成１４年に少額随意契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9749 （株）ウエスコ　大阪
平成１７年度大都市圏道路
計画調査等現場技術業務

福岡彰三
近畿地方整備局近畿幹線
道路調査事務所
大阪府大阪市福島区野田
５－１７－２２

平成17年4月1日 13,860,000

（株）ウエスコは、平成１６年度の業務
において実施した大都市圏道路計画調査
等現場技術業務において、ＰＩプロセス
に関する資料作成等の業務に携わってお
り、委員会の検討内容についても精通し
ていることから随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9750 （株）千代田コンサル
平成１７年度道路調査関係
現場技術業務

福岡彰三
近畿地方整備局近畿幹線
道路調査事務所
大阪府大阪市福島区野田
５－１７－２２

平成17年4月1日 13,755,000

平成１６年度の道路調査関係現場技術業務で
プロポーザル方式により技術提案書を提出さ
せ、建設コンサルタント選定委員会において
評価された結果、当該業者が「技術職員の経
験及び能力」、「業務の理解度」、「業務実
施の実現性」及び「業務実施の独創性」の全
てにおいて他社より優れていたので特定さ
れ、不都合なく継続できると判断されたため
随意契約を行うものである。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9751 （株）丹波屋 大拓ビル賃貸借料

福岡彰三
近畿地方整備局近畿幹線
道路調査事務所
大阪府大阪市福島区野田
５－１７－２２

平成17年4月1日 26,591,856

場所が限定されることにより、供給者が
一に特定される賃貸借契約等であって該
当場所でなければ行政事務を行うことが
不可能なため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9752 （株）丹波屋 電気代外

福岡彰三
近畿地方整備局近畿幹線
道路調査事務所
大阪府大阪市福島区野田
５－１７－２２

平成17年4月1日 5,254,979
ビル管理者が電気設備等を管理している
ことから、契約の相手方が特定されるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9753
（株）地域未来研究
所

平成１７年度近畿幹線将来
道路網検討業務

福岡彰三
近畿地方整備局近畿幹線
道路調査事務所
大阪府大阪市福島区野田
５－１７－２２

平成17年4月1日 24,024,000

本業務は、標準プロポーザルの手続きに
基づき、技術提案されたものについて、
近畿幹線道路調査事務所　建設コンサル
タント選定委員会にて評価した結果、業
務の実施方針及び手法、特定テーマの提
案等、総合的に高く評価でき、当該業者
が特定されたため、随意契約を行う。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9754
（株）地域未来研究
所

平成１７年度社会経済調査
等現場技術業務

福岡彰三
近畿地方整備局近畿幹線
道路調査事務所
大阪府大阪市福島区野田
５－１７－２２

平成17年4月1日 13,755,000

本業務は、標準プロポーザルの手続きに
基づき、技術提案されたものについて、
近畿幹線道路調査事務所　建設コンサル
タント選定委員会にて評価した結果、業
務の実施方針及び手法、特定テーマの提
案等、総合的に高く評価でき、当該業者
が特定されたため、随意契約を行う。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9755 （株）長大　大阪支社
平成１７年度大阪北東部道
路構想ＰＩ検討業務

福岡彰三
近畿地方整備局近畿幹線
道路調査事務所
大阪府大阪市福島区野田
５－１７－２２

平成17年4月1日 134,085,000

（株）長大は、平成１５年度大阪北東部
道路構想ＰＩ検討業務において、選定委
員会により特定された業者であり、ま
た、委員会の検討内容についても精通し
ていることから随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9756 （株）長大　大阪支社
平成１７年度道路計画調査
等現場技術業務

福岡彰三
近畿地方整備局近畿幹線
道路調査事務所
大阪府大阪市福島区野田
５－１７－２２

平成17年4月1日 13,755,000

平成１６年度の道路計画調査等現場技術業務
でプロポーザル方式により技術提案書を提出
させ、建設コンサルタント選定委員会におい
て評価された結果、当該業者が「技術職員の
経験及び能力」、「業務の理解度」、「業務
実施の実現性」及び「業務実施の独創性」の
全てにおいて他社より優れていたので特定さ
れ、不都合なく継続することができると判断
されたため、随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9757
（株）長大　大阪支
社

平成１７年度大阪湾ベイエ
リア道路構造等現場技術
業務

福岡彰三
近畿地方整備局近畿幹線
道路調査事務所
大阪府大阪市福島区野田
５－１７－２２

平成17年4月1日 13,755,000

本業務は、標準プロポーザルの手続きに
基づき、技術提案されたものについて、
近畿幹線道路調査事務所　建設コンサル
タント選定委員会にて評価した結果、業
務の実施方針及び手法、特定テーマの提
案等、総合的に高く評価でき、当該業者
が特定されたため、随意契約を行う。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9758 ＮＥＣリース（株）　関
行政情報端末用パソコン他
賃貸借

福岡彰三
近畿地方整備局近畿幹線
道路調査事務所
大阪府大阪市福島区野田
５－１７－２２

平成17年4月1日 142,248

当該物件は、平成１３年度に指名競争に
よりリースしたものであり、契約の相手
方が特定されるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

9759 ＮＥＣリース（株）　関
図面検索用デスクトップパ
ソコン他賃貸借

福岡彰三
近畿地方整備局近畿幹線
道路調査事務所
大阪府大阪市福島区野田
５－１７－２２

平成17年4月1日 94,980

当該物件は、平成１３年度に指名競争に
よりリースしたものであり、契約の相手
方が特定されるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9760 リコー関西（株）
電子複写機賃貸借及び保
守等

福岡彰三
近畿地方整備局近畿幹線
道路調査事務所
大阪府大阪市福島区野田
５－１７－２２

平成17年4月1日 2,118,245
平成１６年度に指名競争によりリースし
たものであり、契約相手方が特定される
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9761 協和テクノロジィズ（
パーソナルコンピュータ賃
貸借

福岡彰三
近畿地方整備局近畿幹線
道路調査事務所
大阪府大阪市福島区野田
５－１７－２２

平成17年4月1日 244,944

当該物件は、平成１３年度に指名競争に
よりリースしたものであり、契約の相手
方が特定されるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

9762 協和テクノロジィズ（
パーソナルコンピュータ賃
貸借及び保守等

福岡彰三
近畿地方整備局近畿幹線
道路調査事務所
大阪府大阪市福島区野田
５－１７－２２

平成17年4月1日 390,600

当該物件は、平成１６年度に指名競争に
よりリースしたものであり、契約の相手
方が特定されるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9763 協和テクノロジィズ（
近畿幹線認証兼共有資源
サーバ賃貸借

福岡彰三
近畿地方整備局近畿幹線
道路調査事務所
大阪府大阪市福島区野田
５－１７－２２

平成17年4月1日 309,960

当該物件は、平成１６年度に指名競争に
よりリースしたものであり、契約の相手
方が特定されるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9764 三井リース事業（株）行政情報システム賃貸借

福岡彰三
近畿地方整備局近畿幹線
道路調査事務所
大阪府大阪市福島区野田
５－１７－２２

平成17年4月1日 262,140

当該物件は、平成１３年度に一般競争に
よりリースしたものであり、契約の相手
方が特定されるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9765 西日本電信電話（株電話料集中払

福岡彰三
近畿地方整備局近畿幹線
道路調査事務所
大阪府大阪市福島区野田
５－１７－２２

平成17年4月1日 1,098,166

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

9766
日本建設コンサル
タント（株）　大阪支
社

平成１７年度阪神・神戸地
域交通特性分析評価検討
業務

福岡彰三
近畿地方整備局近畿幹線
道路調査事務所
大阪府大阪市福島区野田
５－１７－２２

平成17年4月1日 56,385,000

本業務は、標準プロポーザルの手続きに
基づき、技術提案されたものについて、
近畿幹線道路調査事務所　建設コンサル
タント選定委員会にて評価した結果、業
務の実施方針及び手法、特定テーマの提
案等、総合的に高く評価でき、当該業者
が特定されたため、随意契約を行う。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9767 日本工営（株）　大阪
平成１７年度環境関係現場
技術業務

福岡彰三
近畿地方整備局近畿幹線
道路調査事務所
大阪府大阪市福島区野田
５－１７－２２

平成17年4月1日 13,860,000

本業務は、計画中の道路に関する環境及び道
路構想ＰＩプロセスに関する資料作成等の業
務を行うものであるが、道路構想ＰＩプロセ
スについては、平成１７年度も引き続き「淀
川左岸線延伸部有識者委員会」で審議がなさ
れ、情報提供や意見の把握を継続するととも
に、委員会の提言に向けたとりまとめを実施
するため、業務遂行にあたっては、委員会の
審議経過等について十分認識し、ＰＩプロセ
スの連続性を確保する必要がある。日本工営
（株）は、平成１６年度に環境関係現場技術
業務において、ＰＩプロセスに関する資料作
成等の業務に携わっており、委員会の検討内
容についても精通していることから随意契約
を行うものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9768 （株）サンケイリビング
平成１７年度大阪地区コ
ミュニケーション推進業務

福岡彰三
近畿地方整備局近畿幹線
道路調査事務所
大阪府大阪市福島区野田
５－１７－２２

平成17年4月28日 34,771,800

上記新聞社は、大阪・神戸都市圏１１エリア
の主婦層をターゲットに、約１５０万部の配
布部数を誇る情報誌を過去３０年間継続して
きた実績があり、これを超える情報誌発行会
社は、当該エリアでは同社以外にない。　ま
た、主婦に読んで貰えるよう、道路や環境専
門用語を解りやすくかみ砕いた文章に、表現
を工夫するなど、Ｈ１５・Ｈ１６年度同種業
務で実績を積み重ねたノウハウを持ってい
る。さらに、アンケート調査・分析でも実績
があり、読者とコミュニケーションが図れる
生活情報誌を発刊するなど、本業務を遂行で
きるノウハウを熟知しているのは同社以外な
い。よって、上記新聞社と随意契約を行うも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9769
中央復建コンサル
タンツ（株）

平成１７年度淀川左岸線延
伸部道路概略検討業務

福岡彰三
近畿地方整備局近畿幹線
道路調査事務所
大阪府大阪市福島区野田
５－１７－２２

平成17年5月9日 14,385,000

本業務は、標準プロポーザルの手続きに
基づき、技術提案されたものについて、
近畿幹線道路調査事務所　建設コンサル
タント選定委員会にて評価した結果、業
務の実施方針及び手法、特定テーマの提
案等、総合的に高く評価でき、当該業者
が特定されたため、随意契約を行う。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9770 （株）ゼニライトブイ
平成１７年度南部ベイエリ
ア地域波浪ブイ係留索等
交換業務

福岡彰三
近畿地方整備局近畿幹線
道路調査事務所
大阪府大阪市福島区野田
５－１７－２２

平成17年6月21日 17,188,500

（株）ゼニライトブイは、当波浪ブイを製造
した業者であり、また、平成７年度に設置
後、現在に至るまでの計４回の交換作業に従
事しており、精密機器が入ったブイを扱う経
験も豊富で、本作業に特に要求される正確な
波浪観測のための直立性の技術に関する知見
を有しているなど、当該ブイの取り扱いに精
通している唯一の業者である。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争に移行

9771
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

平成１７年度南部ベイエリ
ア地域陸上部路線計画検
討業務

福岡彰三
近畿地方整備局近畿幹線
道路調査事務所
大阪府大阪市福島区野田
５－１７－２２

平成17年7月20日 9,765,000

本業務は、標準プロポーザルの手続きに
基づき、技術提案されたものについて、
近畿幹線道路調査事務所　建設コンサル
タント選定委員会にて評価した結果、業
務の実施方針及び手法、特定テーマの提
案等、総合的に高く評価でき、当該業者
が特定されたため、随意契約を行う。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9772 契約職本州四国連絡
平成１７年度紀淡連絡道路
橋梁技術検討委託

福岡彰三
近畿地方整備局近畿幹線
道路調査事務所
大阪府大阪市福島区野田
５－１７－２２

平成17年8月4日 34,000,000

本州四国連絡橋公団は、架橋条件の類似
する大鳴門橋、明石海峡大橋等の「本州
四国連絡橋」を建設し、海峡横断長大橋
の建設において高度な技術知識と豊富な
経験に立脚した長大橋に関する調査・設
計・試験及び研究等を行っている。以上
の理由により、本業務を本州四国連絡橋
公団に委託するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9773 国立大学法人　京都
ＩＴＳ技術を活用した道路交
通ネットワークの調査・評価
手法に関する研究

福岡彰三
近畿地方整備局近畿幹線
道路調査事務所
大阪府大阪市福島区野田
５－１７－２２

平成17年8月25日 10,000,000

本研究は、配車・配送計画の 適化研究を
行っている京都大学大学院工学研究科都市社
会工学専攻都市基盤システム工学研究室同研
究室のテーマとも適応しており、同研究室に
研究委託することで、プローブデータの詳細
な分析・評価がおこなわれ、配車・配送計画
の 適化評価が大いに期待できる。以上の理
由により、京都大学と委託契約したものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9774
基礎地盤コンサル
タンツ（株）　関西支
社

平成１７年度南部ベイエリ
ア地域地質解析業務

福岡彰三
近畿地方整備局近畿幹線
道路調査事務所
大阪府大阪市福島区野田
５－１７－２２

平成17年9月5日 18,165,000

本業務は、標準プロポーザルの手続きに
基づき、技術提案されたものについて、
近畿幹線道路調査事務所　建設コンサル
タント選定委員会にて評価した結果、業
務の実施方針及び手法、特定テーマの提
案等、総合的に高く評価でき、当該業者
が特定されたため、随意契約を行う。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9775 国立大学法人　神戸架橋下航行の安全評価

福岡彰三
近畿地方整備局近畿幹線
道路調査事務所
大阪府大阪市福島区野田
５－１７－２２

平成17年9月5日 4,000,000

平成9年度より航行空間検討委員会を立ち上げ
本格的に調査検討を始める。しかし、現状の
交通シミュレーション手法では、実際の船の
行動を十分予測したものではないため、新た
に精度ある予測モデルの開発が必要であると
の委員会での指摘があった。当委員会の委員
長が今回委託する神戸大学海事部の井上先生
であり,モデル開発に必要な　操船シミュレー
ター装置を保有しており、船の行動予測に関
する研究の第一人者であることから先生に研
究をお願いするものである。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9776 （株）ふるさときゃらば
平成１７年度住民参加型道
路行政に関する広報業務

福岡彰三
近畿地方整備局近畿幹線
道路調査事務所
大阪府大阪市福島区野田
５－１７－２２

平成17年10月6日 5,880,000

上記劇団は、長年、日本の風土、日本の暮ら
しに根ざしたミュージカルの創造を目指し
て、活動を行っており、専門的な能力（演
習・演技力）、豊富な実績、人員等を有して
おり、近年では、河川（水）を題材にした公
演など幅広く、多くの豊富な実績を有してお
り、未知普請に関する公演にも唯一取り組ん
でいる。   本業務の遂行において、豊富な知
識と経験、専門的な能力を有しており、本業
務を的確に遂行することができる唯一の劇団
は、同劇団以外に無いことから、劇団ふるさ
ときゃらばんと随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施

9777
（株）エム・シー・ア
ンド・ピー

平成１７年度近畿幹線広報
誌作成業務

福岡彰三
近畿地方整備局近畿幹線
道路調査事務所
大阪府大阪市福島区野田
５－１７－２２

平成17年10月12日 9,964,500

本業務は、標準プロポーザルの手続きに
基づき、技術提案されたものについて、
近畿幹線道路調査事務所　建設コンサル
タント選定委員会にて評価した結果、業
務の実施方針及び手法、特定テーマの提
案等、総合的に高く評価でき、当該業者
が特定されたため、随意契約を行う。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9778 （財）関西社会経済研
平成１７年度都市部道路の
整備手法等検討業務

福岡彰三
近畿地方整備局近畿幹線
道路調査事務所
大阪府大阪市福島区野田
５－１７－２２

平成17年12月1日 13,849,500

（財）関西社会経済研究所は、これまでに、
関西地域経済に関する調査研究を数多く行っ
ており、豊富な知識やデータ・ノウハウを蓄
積するとともに高度な技術に精通し、当事務
所をはじめ、関係省庁、地方自治体等からの
関連業務に関する受注実績を数多く有してい
る。また、これらの調査研究を通じて、産業
界、学界、官界とも深い交流がある。した
がって、本業務を的確かつ迅速に遂行するこ
とができる唯一の法人は、同法人以外には無
いことから、（財）関西社会経済研究所と随
意契約を行うものである。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの
余地があ

り
公募を実施

9779
国際航業（株）　大
阪支店

平成１７年度道路事業情報
システム更新業務

福岡彰三
近畿地方整備局近畿幹線
道路調査事務所
大阪府大阪市福島区野田
５－１７－２２

平成17年12月21日 9,660,000

本業務は、標準プロポーザルの手続きに
基づき、技術提案されたものについて、
近畿幹線道路調査事務所　建設コンサル
タント選定委員会にて評価した結果、業
務の実施方針及び手法、特定テーマの提
案等、総合的に高く評価でき、当該業者
が特定されたため、随意契約を行う。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9780 （社）システム科学研
平成１７年度近畿管内走り
やすさマップ基礎データ整
理他業務

福岡彰三
近畿地方整備局近畿幹線
道路調査事務所
大阪府大阪市福島区野田
５－１７－２２

平成18年1月30日 11,676,000

（社）システム科学研究所は、近畿地方整備
局管内におけるプローブデータの集計・分析
関連の業務をこれまでに専門的に実施した経
歴を持っており、過年度に「プローブカー調
査データの活用システムに関する検討」を行
うなど、近畿管内での道路交通分析に必要と
なる基礎データの蓄積、路線に関する情報・
知識も豊富で、交通計画分析・手法に関する
豊富な知見を有している。したがって、本業
務を的確かつ迅速に遂行することができ、か
つ、精度の高い成果を得ることが出来る法人
は、同法人以外には無いことから、（社）シ
ステム科学研究所と随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
競争入札若しくは企

画競争に移行

9781
（株）キンキ地質セ
ンタ－

平成１７年度土質試験補助
業務

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年4月1日 22,743,000

本業務は、平成１５年度プロポーザル方式に
より技術提案書を提出させ、建設コンサルタ
ント選定委員会において評価された結果、上
記業者が「予定技術者の資格要件」、「予定
担当技術者の同種又は類似業務の実績」、
「ヒアリング内容」を総合して他社より優れ
ていたので特定されたものである。勤務実
績・取組姿勢を勘案した結果、不誠実な行為
がなく、業務評定も良好である。よって当該
業者と随意契約を行う。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9782 （株）大林組
平成１７年度　応急組立橋
防災支援業務

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年4月1日 13,513,500

本業務の履行にあたっては、応急組立橋とい
う特殊な構造の仮設に精通した技術者・作業
員の確保と、必要な車両や組立用補助機械の
確保及び、迅速な派遣体制の確率が不可欠で
ある。当該業者は近畿技術事務所が保有する
応急組立橋の組立・解体に係わる業務に精通
し、豊富な経験と知識を有している。また、
当事務所から1Km以内に機械工場を保有してい
るため、災害時に電話が不通でも徒歩による
連絡が可能であり、同工場に技術者・作業者
及び輸送車両・補助機械を常時確保している
ことで、迅速な出勤体制を可能とできる点か
らも、同業者は、本業務の円滑な実施に不可
欠。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

競争入札に移行した
もの（１８年度か

ら）

9783
（株）中研コンサル
タント

平成１７年度コンクリート試
験補助業務

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年4月1日 31,657,500

本業務は平成１５年度プロポーザル方式に代
より技術提案書を提出させ、建設コンサルタ
ント選定委員会において評価された結果、上
記業者は「予定技術者の資格要件」、「予定
担当技術者の同種又は類似業務の実績」、
「ヒアリング内容」が他社より総合的に優れ
ていたので、特定されたものである。勤務実
績・取組姿勢を勘案した結果、不誠実な行為
がなく、勤務評価も良好である。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9784
ＮＥＣリース（株）
関西支社

電子計算機賃貸借

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年4月1日 44,844

当該物件は平成11年に指名競争契約によ
りリースしたものであり、契約相手先が
特定されるため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

9785
エヌ・ティ・ティ・リ－
ス（株）

点字プリンター賃貸借及び
保守

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年4月1日 441,000

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

２１年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２２年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9786 セコム（株）
平成１７年度機械警備シス
テム業務

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年4月1日 598,500
機械警備設備を設置した者と継続的に契約
せざるを得ないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り
公募を実施



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9787
リコー関西（株）　枚
方営業所

ファクシミリ等複合機外１件
賃貸借及び保守

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年4月1日 1,278,108

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9788
リコー関西（株）　枚
方営業所

電子複写機（ＦＡＸ機能付）
１台賃貸借及び保守

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年4月1日 133,164

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9789
リコー関西（株）　枚
方営業所

電子複写機（ＦＡＸ機能付）
１台賃貸借及び保守（その
２）

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年4月1日 131,514

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9790
協和テクノロジィズ
（株）

ＴＲＡＢＩＳサーバー賃貸借
及び保守

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年4月1日 1,949,640

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9791
協和テクノロジィズ
（株）

クライアントパソコン賃貸借
及び保守

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年4月1日 736,533

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9792
協和テクノロジィズ
（株）

デスクトップ型パソコン他賃
貸借及び保守

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年4月1日 3,107,590

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9793
協和テクノロジィズ
（株）

ノート型パソコン賃貸借及
び保守

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年4月1日 197,820

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9794
協和テクノロジィズ
（株）

プリンター機賃貸借及び保
守

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年4月1日 718,200

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9795
三井リース事業
（株）関西営業本部

平成１３年度行政情報シス
テム賃貸借

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年4月1日 30,048

当該物件は平成１３年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

9796
新日本法規出版
（株）

追録　公務員関係法規総
覧外

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年4月1日 2,241,650
購入済みの台本と密接不可分な追録の購
入であるため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9797
西日本電信電話
（株）

電話料

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年4月1日 1,262,591

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

9798
東芝ファイナンス
（株）

文書保管処理サーバー賃
貸借及び保守

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年4月1日 715,932

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9799
東芝情報システム
（株）　関西支社

パーソナルコンピューター
賃貸借及び保守

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年4月1日 240,924

当該物件は平成１３年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

２１年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２２年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9800
東芝情報システム
（株）　関西支社

モバイルノート型パソコン賃
貸借及び保守

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年4月1日 112,764

当該物件は平成１７年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9801
東芝情報システム
（株）　関西支社

近畿技術事務所ＷＥＢサー
バー賃貸借及び保守

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年4月1日 793,800

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9802
日本道路（株）　関
西支店

平成１７年度アスファルト試
験補助業務

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年4月1日 42,220,500

本業務は、平成１５年度プロポーザル方式に
より技術提案書を提出させ、建設コンサルタ
ント選定委員会において評価された結果、上
記業者が「予定技術者の資格要件」、「予定
担当技術者の同種又は類似業務の実績」、
「ヒアリング内容」が他社より優れていたの
で特定されたものである。勤務実績・取組姿
勢を勘案した結果、不誠実な行為がなく、業
務評定も良好である。よって当該業者と随意
契約を行う。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9803
富士ゼロックス
（株）　西日本支社

プリンター・コピー機複合機
賃貸借及び保守

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年4月1日 962,955

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9804
富士ゼロックス
（株）　西日本支社

電子複写機賃貸借及び保
守（その２）

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年4月1日 584,881

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9805
富士ゼロックス
（株）　西日本支社

複合機賃貸借及び保守

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年4月1日 948,068

当該物件は平成１６年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9806
枚方市水道局企業
出納員

水道料

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年4月1日 2,447,156
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9807
帝人エコ・サイエン
ス（株）　関西事業
所

平成１７年度水質試験補助
業務

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年4月4日 21,315,000

本業務は即日プロポーザル方式手続きに
より業者が特定されたので、随意契約を
行うものである。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9808
日本技術開発（株）
大阪支社

平成１７年度近畿技報「繋」
作成業務

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年6月3日 20,475,000

本業務は、プロポーザル方式により技術
提案書を提出させ、建設コンサルタント
選定委員会において評価された結果、上
記業者は「実施手順及び実施体制等」が
他社より総合的に優れていたので、特定
されたものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9809
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

平成１７年度橋梁点検北部
地区調査業務

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年7月15日 76,650,000

本業務は、平成１６年度に標準プロポーザル
方式により技術提案書を提出させ、建設コン
サルタント選定委員会において評価された結
果、当該業者が「予定技術者の資格要件」、
「予定技術者の同種又は類似業務の実績」、
「特定テーマ内容」を総合評価して、他社よ
り優れていたので特定されたものである。ま
た、本業務の遂行にあたっては、橋梁点検車
等の操作熟練度を必要とすること及び地域特
性の把握に基づく点検車の調査信頼性を必要
としている。したがって、実績及び取組姿勢
を勘案した結果、不誠実な行為がなく、業務
評定も良好である当該業者と随意契約するも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9810
（株）修成建設コン
サルタント

平成１７年度橋梁点検西部
地区調査業務

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年7月15日 77,070,000

本業務は、平成１６年度に標準プロポーザル
方式により技術提案書を提出させ、建設コン
サルタント選定委員会において評価された結
果、当該業者が「予定技術者の資格要件」、
「予定技術者の同種又は類似業務の実績」、
「特定テーマ内容」を総合評価して、他社よ
り優れていたので特定されたものである。ま
た、本業務の遂行にあたっては、橋梁点検車
等の操作熟練度を必要とすること及び地域特
性の把握に基づく点検車の調査信頼性を必要
としている。したがって、実績及び取組姿勢
を勘案した結果、不誠実な行為がなく、業務
評定も良好である当該業者と随意契約をおこ
なうものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9811
（株）長大　大阪支
社

平成１７年度橋梁点検南西
部地区調査業務

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年7月15日 29,820,000

本業務は、平成１６年度に標準プロポーザル
方式により技術提案書を提出させ、建設コン
サルタント選定委員会において評価された結
果、当該業者が「予定技術者の資格要件」、
「予定技術者の同種又は類似業務の実績」、
「特定テーマ内容」を総合評価して、他社よ
り優れていたので特定されたものである。ま
た、本業務の遂行にあたっては、橋梁点検車
等の操作熟練度を必要とすること及び地域特
性の把握に基づく点検車の調査信頼性を必要
としている。したがって、実績及び取組姿勢
を勘案した結果、不誠実な行為がなく、業務
評定も良好である当該業者と随意契約をおこ
なうものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9812
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

平成１７年度橋梁点検東部
地区調査業務

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年7月15日 54,915,000

本業務は、平成１６年度に標準プロポーザル
方式により技術提案書を提出させ、建設コン
サルタント選定委員会において評価された結
果、当該業者が「予定技術者の資格要件」、
「予定技術者の同種又は類似業務の実績」、
「特定テーマ内容」を総合評価して、他社よ
り優れていたので特定されたものである。ま
た、本業務の遂行にあたっては、橋梁点検車
等の操作熟練度を必要とすること及び地域特
性の把握に基づく点検車の調査信頼性を必要
としている。したがって、実績及び取組姿勢
を勘案した結果、不誠実な行為がなく、業務
評定も良好である当該業者と随意契約をおこ
なうものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9813
中央復建コンサル
タンツ（株）

平成１７年度橋梁点検南東
部地区調査業務

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年7月15日 46,725,000

本業務は、平成１５年度に、標準プロポーザ
ル方式により技術提案書を提出させ、建設コ
ンサルタント選定委員会において評価された
結果、当該業者が「予定技術者の資格要
件」、「予定技術者の同種又は類似業務の実
績」、「特定テーマ内容」を総合評価して、
他社より優れていたので特定されたものであ
る。また、本業務の遂行にあたっては、橋梁
点検車等の操作熟練度を必要とすること及び
地域特性の把握に基づく点検者の調査信頼性
を必要としている。したがって、業務評定も
良好である当該業者と随意契約を行う。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9814
内外エンジニアリン
グ（株）　大阪支社

平成１７年度橋梁点検中部
地区調査業務

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年7月15日 53,025,000

本業務は、平成１５年度に、標準プロポーザ
ル方式により技術提案書を提出させ、建設コ
ンサルタント選定委員会において評価された
結果、当該業者が「予定技術者の資格要
件」、「予定技術者の同種又は類似業務の実
績」、「特定テーマ内容」を総合評価して、
他社より優れていたので特定されたものであ
る。また、本業務の遂行にあたっては、橋梁
点検車等の操作熟練度を必要とすること及び
地域特性の把握に基づく点検者の調査信頼性
を必要としている。したがって、業務評定も
良好である当該業者と随意契約を行う。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
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備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9815
（株）日建設計シビ
ル

河川等浄化施設 適運用
検討その３業務

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年7月21日 6,216,000

本業務は、平成１５年度に業務の内容全
体について、標準プロポーザル方式によ
り当該業者が特定されたものである。平
成１７年度業務は、過年度業務を受けて
検討するものであり、これらは全体とし
て一体不可分である。以上より、上記業
者と随意契約を行うものである。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9816
国立大学法人　京
都大学

透水性舗装普及効果に関
するシミュレーション等調査
業務

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年8月1日 23,053,800

産・学・官の連携で都市環境の問題を解
決すべく発足した「新都市社会技術融合
創造研究会」の研究テーマの一つであ
る、「透水性舗装の現状把握及びそれの
各種都市環境への影響評価手法の確率」
を目的とした研究に関する業務の委託で
ある。産・学・官のうち、その学の主体
は京都大学工学研究科でありここに研究
を委託するものである。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9817
日本ダイナマット
（株）

走行車輌重量計マットセン
サー購入

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年10月4日 4,935,000

走行車両重量計は、走行車両重量を計測する
マット式センサーが、静電容量方式を採用し
た特殊な機器であり、日本ダイナマット
（株）の特許機器である。また、重量計測用
コンピュータやソフトウェアも、当社製と
なっている。その交換部品等についても日本
ダイナマット（株）により直接販売されてお
り、代理店や小売店での販売がない。当該部
品であるマットセンサーについても同様であ
る。以上により当該業者と契約しなければ、
当該部品を購入できない。（会計法第２９条
の３第４項）

その他 競争入札に移行

9818 （株）京都放送
平成１７年度バリアフリー等
啓発のための広報業務

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年10月28日 2,100,000

（株）京都放送はかねてより「ものと、ここ
ろのバリアフリー」を提唱し放送を通じてバ
リアフリーに対する啓蒙活動をおこなってお
り、バリアフリーに対する豊富な知識を有し
ている。また、平成１５年度に「バリアフ
リー啓発のための広報業務」を請け負った実
績がある。京都放送は京都南部エリアで も
地元に密着したＡＭ放送局であり、道路行政
広報番組を平成１０年度より継続して放送し
ており広報に対する知識も有している。この
ことから、本業務の履行に必要な能力を有す
る唯一の放送局である。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9819
日本工営（株）　大
阪支店

平成１７年度近畿技術事務
所防災バックアップセンター
構想検討業

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年11月22日 11,571,000
標準プロポーザル方式により当該業者が
特定されたため、随意契約を行うもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9820
協和テクノロジィズ
（株）

クライアントパソコン賃貸借
及び保守（再リース）

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成17年12月26日 48,981

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9821
（株）パスコ　大阪
支店

コンクリート構造物検査技
術研修施設運用検討業務

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成18年2月2日 3,097,500

コンクリート構造物検査技術研修施設は、施
工時の不具合で生じる様々な変状や欠陥を再
現具体化しており、本施設を企画設営したも
のでなければ効果的に活用するための運用テ
キストを作成することは出来ない。（株）パ
スコは、本施設の企画運営（「土木構造物検
査技術研修施設企画・設営業務」の受注によ
る）を行っており、業務を円滑かつ効果的に
遂行できる唯一の業者である。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

9822
協和テクノロジィズ
（株）

ＴＲＡＢＩＳサーバー賃貸借
及び保守（再リース）

山本剛
近畿地方整備局近畿技術
事務所
大阪府枚方市山田池北町
１１－１

平成18年2月28日 53,319

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１９年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２０年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9823
（株）ケイ・オプティ
コム

光ファイバ賃貸借

岩月邦文
近畿地方整備局京都営繕
事務所
京都府京都市左京区丸太
町通川端東入東丸太町３
４－１２

平成17年4月1日 1,785,000
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9824
京都ゼロックス
（株）

電子複写機の保守及び消
耗品供給等

岩月邦文
近畿地方整備局京都営繕
事務所
京都府京都市左京区丸太
町通川端東入東丸太町３
４－１２

平成17年4月1日 1,729,894
機器の購入業者であり、当該機器の保守
ができるのが他社にないため（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

9825
三井リース事業
（株）関西営業本部

ノートパソコン賃貸借

岩月邦文
近畿地方整備局京都営繕
事務所
京都府京都市左京区丸太
町通川端東入東丸太町３
４－１２

平成17年4月1日 60,612

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

9826

住信・松下フィナン
シャルサービス
（株）関西支店　近
畿事務所

複写電送装置賃貸借

岩月邦文
近畿地方整備局京都営繕
事務所
京都府京都市左京区丸太
町通川端東入東丸太町３
４－１２

平成17年4月1日 160,020

当該物件は平成１１年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

9827
西日本電信電話
（株）

電話料

岩月邦文
近畿地方整備局京都営繕
事務所
京都府京都市左京区丸太
町通川端東入東丸太町３
４－１２

平成17年4月1日 1,428,015

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

9828
（株）小河建築設計
事務所

奈良税務署平成１７年度増
築工事監理業務

岩月邦文
近畿地方整備局京都営繕
事務所
京都府京都市左京区丸太
町通川端東入東丸太町３
４－１２

平成17年4月11日 2,677,500

当初の業務は、指名競争入札で落札した
同社と契約している。本業務は当初から
の業務と一連のものであり、当初業務を
遂行した際の知見が本業務を遂行する上
でも必要不可欠となるため、引き続き同
社と随意契約するものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9829 （株）大建設計
木津地方合同庁舎平成１７
年度工事監理業務

岩月邦文
近畿地方整備局京都営繕
事務所
京都府京都市左京区丸太
町通川端東入東丸太町３
４－１２

平成17年4月11日 6,300,000

当初の業務は、指名競争入札で落札した
同社と契約している。本業務は当初から
の業務と一連のものであり、当初業務を
遂行した際の知見が本業務を遂行する上
でも必要不可欠となるため、引き続き同
社と随意契約するものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9830 （株）都市環境設計
京都府警察学校道場平成
１７年度工事監理業務

岩月邦文
近畿地方整備局京都営繕
事務所
京都府京都市左京区丸太
町通川端東入東丸太町３
４－１２

平成17年4月19日 4,935,000

当初の業務は、指名競争入札で落札した
同社と契約している。本業務は当初から
の業務と一連のものであり、当初業務を
遂行した際の知見が本業務を遂行する上
でも必要不可欠となるため、引き続き同
社と随意契約するものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9831 （株）安井杢工務店
京都御苑閑院宮邸跡保存
活用建築工事（その３）

岩月邦文
近畿地方整備局京都営繕
事務所
京都府京都市左京区丸太
町通川端東入東丸太町３
４－１２

平成17年6月28日 211,050,000

全体工事の概要は、京都に唯一現在する明治
期の公家屋敷である旧閑院宮邸を解体・修復
及び復元して、保存活用を計る工事である。
前工事は、内外装材を解体し木造軸組を
ジャッキアップした後、基礎を築造し軸組を
据え付け、木造軸組、屋根及び造作材などの
修復、復元を行う工事である。本工事は、前
工事に引き続き左官、建具、外構等を修復、
復元する工事である。当初工事では、掲示文
の中で当初工事と別途随意契約の工事範囲を
明示しており、本工事はその別途随意契約分
に相当する工事範囲の一部である。本工事の
施工においては、高度な専門知識と技術を必
要とし、工事全体を通じて一貫した施工管理
に基づく施工が必要である。また、修復、復
元工事においては、詳細な調査による木造軸
組の解体時の状況や補強内容等を把握し、適
切な判断に基づく施工が必要不可欠である。
前工事の実施後において、木造軸組の解体時
の状況や補強内容等の把握など、詳細な調査
による情報は、前工事の施工者以外は知り得
ないため、一貫した判断に基づき工事を行え
る者は前工事の施工者に限られることから競
争が存在しない。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9832
オリックス・ファシリ
ティ－ズ（株）

京都御苑閑院宮邸跡保存
活用機械設備工事（その
２）

岩月邦文
近畿地方整備局京都営繕
事務所
京都府京都市左京区丸太
町通川端東入東丸太町３
４－１２

平成17年6月28日 7,350,000

全体工事の概要は、京都に唯一現在する明治
期の公家屋敷である旧閑院宮邸を解体・修復
及び復元して、保存活用を計る工事である。
前工事は、内外装材の解体時の立会、木造軸
組、屋根及び造作材などの修復、復元時の配
管等の施工、機器の設置を行う工事である。
本工事は、前工事に引き続き展示部分の機器
の設置、外構等を施工する工事である。本工
事の施工においては、高度な専門知識と技術
を必要とし、工事全体を通じて一貫した施工
管理に基づく施工が必要である。また、本工
事は、前工事と直接関連した一体の設備シス
テムとして密接不可分な関係にあるため、施
工者が異なると設備システムに支障が生じる
と共に、瑕疵担保責任の範囲が不明確にな
る。したがって、本工事について安全、円滑
かつ適正な施工が行えるのは上記業者に限ら
れる。（会計法第２９条の３第４項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）

9833
（財）京都伝統建築
技術協会

京都御苑閑院宮邸跡保存
活用平成１７年度工事監理
業務

岩月邦文
近畿地方整備局京都営繕
事務所
京都府京都市左京区丸太
町通川端東入東丸太町３
４－１２

平成17年7月19日 7,665,000

  本件工事においては、実施例の少ない
伝統建築の保存活用技術が用いられてい
る。当該工事を安全かつ円滑に実施し、
工事契約の目的を達成するためには、当
該保存活用技術に関する設計段階の検討
経緯や安全上の留意事項を知る唯一の者
である設計者による工事監理が不可欠で
あるため、本業務を同社と随意契約する
ものである。(会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9834
（株）大氣社　大阪
支社

国立京都国際会館機械設
備改修工事

岩月邦文
近畿地方整備局京都営繕
事務所
京都府京都市左京区丸太
町通川端東入東丸太町３
４－１２

平成17年8月26日 75,075,000

本工事は、国立京都国際会館の給排水及
び消火設備等を更新・改修するものであ
る。国立京都国際会館は、全体計画をも
とに昭和４１年に大会議場を持つ一期工
事が完成し、その後中会議場を持つ二期
工事、さらにはイベントホール、アネッ
クスホール等、全体が独特なデザインと
複雑な空間で構成された建物である。本
工事の施工にあたっては、複雑な空間で
構成された建物であることを充分に考慮
する必要がある。また、施工計画の立案
にあたっては、（株）大氣社が現在施工
中の国立京都国際会館Ｐ棟耐震等機械設
備改修工事及び過去の増築・改修工事等
の内容を踏まえた計画が必要であり、加
えて施設の機能を維持しながら行う工事
であること等から、施工当初の施工図書
類、震災復旧工事並びに改修工事等での
過去の資料をもとに臨機の判断と適切
な施工に係るノウハウが必要不可欠であ
る。また、本工事は現在施工中の上記工
事や既設部分と一体の設備システムとし
て密接不可分の関係にあり、同一施工者
以外の者に施工させた場合、かし担保責
任の範囲が不明確になる。（株）大氣社
は、当施設の建設当初から増築並びに改
修工事を一貫して施工してきており、本
工事を円滑かつ適正に施工できる唯一の
業者である。したがって、本工事の実施
にあたり（株）大氣社と随意契約するも
のである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9835 （株）森長工務店
京都法務総合庁舎改修工
事

岩月邦文
近畿地方整備局京都営繕
事務所
京都府京都市左京区丸太
町通川端東入東丸太町３
４－１２

平成18年3月23日 6,300,000

本工事は、京都法務総合庁舎におけるア
スベストの撤去等改修工事を行うもので
ある。本工事施工場所では、別途増築工
事が発注されており、増築工事に関わる
工事として既存庁舎の改修が施工範囲に
あり、本工事施工範囲と重複しており、
密接不可分な関係にある。上記業者は、
現在京都法務総合庁舎増築工事を受注し
ており、本施工場所及び施工体制等につ
いて熟知している。従って、緊急性を要
する本工事を工期内に円滑かつ適切に施
工できるものは上記業者以外にないこと
から、随意契約を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
公募を実施（前後工
事全体で競争性を確

保）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9836 （株）小西設計
兵庫県警察機動隊庁舎平
成１７年度工事監理業務

河合慶盛
近畿地方整備局神戸営繕
事務所
兵庫県神戸市中央区脇浜
海岸通１－４－３

平成17年4月6日 8,190,000

当初の業務は、指名競争入札で落札した
同社と契約している。本業務は当初から
の業務と一連のものであり、当初業務を
遂行した際の知見が本業務を遂行する上
でも必要不可欠となるため、引き続き同
社と随意契約するものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9837
西日本電信電話
(株)

電話料

河合慶盛
近畿地方整備局
神戸営繕事務所
神戸市中央区脇浜海岸通
1-4-3
神戸防災合同庁舎

平成17年4月18日 1,759,728

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

9838
（株）ケー・エスコン
サルタント

国営飛鳥歴史公園現場技
術その４業務

高松正彦
奈良県高市郡明日香村大
字平田５３８

平成17年4月1日 13,650,000

本業務は、プロポーザル方式により技術
提案書を提出させ、建設コンサルタント
選定委員会において評価された結果、当
該業者が、担当技術者の「業務に対する
取組の視点」、「業務に対する取組意
欲」及び「コミュニケーション力」にお
いて他社より優れており、特定されたた
め（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9839
（株）スリーエスコン
サルタンツ

国営飛鳥歴史公園現場技
術その２業務

高松正彦
奈良県高市郡明日香村大
字平田５３８

平成17年4月1日 13,650,000

本業務は、プロポーザル方式により技術
提案書を提出させ、建設コンサルタント
選定委員会において評価された結果、担
当技術者の「業務に対する取組の視
点」、「業務に対する取組意欲」及び
「コミュニケーション力」において他社
より優れていたので特定されたため（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9840 協和テクノロジィズ（
パーソナルコンピューター
賃貸借

高松正彦
近畿地方整備局国営飛鳥
歴史公園事務所
奈良県高市郡明日香村大
字平田５３８

平成17年4月1日 3,255

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9841 協和テクノロジィズ（
パーソナルコンピューター
賃貸借その２

高松正彦
近畿地方整備局国営飛鳥
歴史公園事務所
奈良県高市郡明日香村大
字平田５３８

平成17年4月1日 475,020

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9842 協和テクノロジィズ（
パーソナルコンピューター
等賃貸借その１

高松正彦
近畿地方整備局国営飛鳥
歴史公園事務所
奈良県高市郡明日香村大
字平田５３８

平成17年4月1日 114,240

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

単価契約

9843
三井共同建設コン
サルタント（株）　関
西支社

国営飛鳥歴史公園現場技
術その３業務

高松正彦
奈良県高市郡明日香村大
字平田５３８

平成17年4月1日 14,175,000

本業務は、プロポーザル方式により技術
提案書を提出させ、建設コンサルタント
選定委員会において評価された結果、当
該業者が「技術職員の経験及び能力」、
「業務の理解度」、「業務実施の実現
性」及び「業務実施の独創性」のすべて
において他社より優れていたので特定さ
れ、不都合なく継続できると判断された
ため（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9844 西日本電信電話（株電話専用料

高松正彦
近畿地方整備局国営飛鳥
歴史公園事務所
奈良県高市郡明日香村大
字平田５３８

平成17年4月1日 2,705,485

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

9845 綜合警備保障（株）　
国営飛鳥歴史公園事務所
警備委託業務

高松正彦
近畿地方整備局国営飛鳥
歴史公園事務所
奈良県高市郡明日香村大
字平田５３８

平成17年4月1日 593,460
機械警備設備を設置した者と継続的に契約
せざるを得ないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの
余地があ

り

公募を実施（１９年
度から）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9846 奈良リコー（株）橿原
カラー電子複写機賃貸借
及び保守等

高松正彦
近畿地方整備局国営飛鳥
歴史公園事務所
奈良県高市郡明日香村大
字平田５３８

平成17年4月1日 2,308,874

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9847 奈良リコー（株）橿原
電子複写機賃貸借及び保
守等

高松正彦
近畿地方整備局国営飛鳥
歴史公園事務所
奈良県高市郡明日香村大
字平田５３８

平成17年4月1日 1,290,431

当該物件は平成１５年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

２０年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（２１年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9848
内外エンジニアリン
グ（株）　大阪支社

国営飛鳥歴史公園現場技
術業務

高松正彦
奈良県高市郡明日香村大
字平田５３８

平成17年4月1日 13,755,000

本業務は、プロポーザル方式により技術
提案書を提出させ、建設コンサルタント
選定委員会において評価された結果、当
該業者が「技術職員の経験及び能力」、
「業務の理解度」、「業務実施の実現
性」及び「業務実施の独創性」のすべて
において他社より優れていたので特定さ
れ、不都合なく継続できると判断された
ため（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9849 明日香村水道事業管水道料

高松正彦
近畿地方整備局国営飛鳥
歴史公園事務所
奈良県高市郡明日香村大
字平田５３８

平成17年4月1日 4,357,758
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

9850 協和テクノロジィズ（
インクジェットプリンタ賃貸
借（再リース）

横田敏宏
近畿地方整備局国営飛鳥
歴史公園事務所
奈良県高市郡明日香村大
字平田５３８

平成17年7月12日 3,696

当該物件は平成１４年に指名競争契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9851 独立行政法人文化財
甘樫丘広場整備に伴う埋
蔵文化財発掘調査

横田敏宏
奈良県高市郡明日香村大
字平田５３８

平成17年8月22日 11,591,000
文化財発掘調査（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9852 （株）ヘッズ
国営飛鳥歴史公園甘樫丘
地区再整備基本設計業務

横田敏宏
奈良県高市郡明日香村大
字平田５３８

平成17年8月29日 9,555,000

本業務は、プロポーザル方式により技術
提案書を提出させ建設コンサルタント選
定委員会において評価された結果、当該
業者がその提案内容のうち特定テーマ①
の的確性・実現性・独創性及び特定テー
マ②の的確性・独創性において他社より
優れていたことから当業者を特定したた
め（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9853
サンキコンサルタン
ツ（株）関西支店

国営飛鳥歴史公園石舞台
地区再整備実施設計業務

横田敏宏
奈良県高市郡明日香村大
字平田５３８

平成17年8月30日 10,195,500

本業務は、プロポーザル方式により技術
提案書を提出させ建設コンサルタント選
定委員会において評価された結果、当該
業者がその提案内容のうち実施方針・実
施フロー・工程表・その他及び特定テー
マ②の的確性・実現性において他社より
優れていたことから当業者を特定したた
め（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9854 （株）総合計画機構
飛鳥地域ＰＲパンフレット作
成業務

横田敏宏
奈良県高市郡明日香村大
字平田５３８

平成17年10月24日 12,946,500

本業務は、プロポーザル方式により技術
提案書を提出させ建設コンサルタント選
定委員会において評価された結果、当該
業者がその提案内容のうち設問（テー
マ）の理解度において他社より優れてい
たことから当業者を特定したため（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9855
大和不動産鑑定
（株）奈良支社

国営飛鳥歴史公園整備（キ
トラ古墳周辺地区）に伴う
鑑定評価

横田敏宏
近畿地方整備局国営飛鳥
歴史公園事務所
奈良県高市郡明日香村大
字平田５３８

平成18年1月23日 1,683,150

本業務の実施にあたっては、不動産鑑定に関す
る専門的な知識と不動産の鑑定評価に関する法
律に基づく不動産鑑定士の資格に併せ、事務所
管内における地価公示法に基づく公示価格及び
鑑定地の存する地域の価格水準及び動向につい
て精通していることが求められる。不動産鑑定士
甲は、府県内における公共用地取得における多
数の受託実績を有しており、当該取得予定地域
における土地の客観的価値に作用する諸要因に
ついての比較を も適正かつ迅速に行うことがで
きる者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9856 沖ウィンテック（株）　
国営飛鳥歴史公園事務所
電話機交換その他作業

横田敏宏
近畿地方整備局国営飛鳥
歴史公園事務所
奈良県高市郡明日香村大
字平田５３８

平成18年2月28日 353,850
当該業者が電話交換機の保守・管理業務
を行っているため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも

の

9857
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

平成１７年度土木関係現場
技術業務

松本勝正
近畿地方整備局国営明石
海峡公園事務所
兵庫県神戸市中央区磯上
通４－１－６

平成17年4月1日 7,180,950

本業務は、標準プロポーザルの手続きに
基づき特定された当該業者と随意契約を
するものである。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9858
（株）ケイ・オプティ
コム

平成１７年度光ファイバ
ケーブル賃貸借

松本勝正
近畿地方整備局国営明石
海峡公園事務所
兵庫県神戸市中央区磯上
通４－１－６

平成17年4月1日 1,470,000

場所が限定されることにより、供給者が
（株）ｹｲ・オプテｲコムに特定される賃
貸借契約等であって該当場所でなければ
行政事務を行うことが不可能なため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

9859 （株）ヘッズ
平成１７年度造園土木関係
現場技術業務

松本勝正
近畿地方整備局国営明石
海峡公園事務所
兵庫県神戸市中央区磯上
通４－１－６

平成17年4月1日 6,783,000

本業務は、標準プロポーザルの手続きに
基づき特定された当該業者と随意契約を
するものである。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9860
（株）環境緑地設計
研究所

平成１７年度神戸地区調査
設計現場技術業務

松本勝正
近畿地方整備局国営明石
海峡公園事務所
兵庫県神戸市中央区磯上
通４－１－６

平成17年4月1日 6,247,500
過年度にプロポーザルにより特定した業
務による特命随契（会計法第２９条の３
第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9861
（株）東峯技術コン
サルタント

平成１７年度工務係電気関
係現場技術業務

松本勝正
近畿地方整備局国営明石
海峡公園事務所
兵庫県神戸市中央区磯上
通４－１－６

平成17年4月1日 13,755,000

本業務は、国営明石海峡公園事務所が発
注する工事等の設計積算補助及び現場に
おける施工監督補助業務を行うもので、
特に淡路地区においては、海岸口ゲート
及び海岸ゾーンにおける工事が１６年度
から継続して施工しているため、公園施
設と電気設備に精通している当該業者と
随意契約をするものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9862
シオノギ総合サー
ビス（株）

倉庫賃貸借

松本勝正
近畿地方整備局国営明石
海峡公園事務所
兵庫県神戸市中央区磯上
通４－１－６

平成17年4月1日 29,025,778

場所が限定されることにより、供給者が
シオノギ総合サービス（株）に特定され
る賃貸借契約であって該当場所でなけれ
ば行政事務を行うことが不可能なため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

9863
シオノギ総合サー
ビス（株）

庁舎ビル賃貸借

松本勝正
近畿地方整備局国営明石
海峡公園事務所
兵庫県神戸市中央区磯上
通４－１－６

平成17年4月1日 26,707,042

場所が限定されることにより、供給者が
シオノギ総合サービス（株）に特定され
る賃貸借契約であって該当場所でなけれ
ば行政事務を行うことが不可能なため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
単価契約

9864
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

平成１７年度建築設備関係
現場技術業務

松本勝正
近畿地方整備局国営明石
海峡公園事務所
兵庫県神戸市中央区磯上
通４－１－６

平成17年4月1日 6,615,000

本業務は、標準プロポーザルの手続きに
基づき特定された当該業者と随意契約を
するものである。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9865 環境設計（株）
平成１７年度国営明石海峡
公園事業現場技術業務

松本勝正
近畿地方整備局国営明石
海峡公園事務所
兵庫県神戸市中央区磯上
通４－１－６

平成17年4月1日 13,650,000
プロポーザルによる特命随契（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9866
西日本電信電話
（株）

電話料

松本勝正
近畿地方整備局国営明石
海峡公園事務所
兵庫県神戸市中央区磯上
通４－１－６

平成17年4月1日 2,550,869

長期継続して契約しているため、各種割
引サービスがあり他社より有利な料金と
なっているため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

9867
淡路市収入役職務
代理者会計課長

再生水使用料

松本勝正
近畿地方整備局国営明石
海峡公園事務所
兵庫県神戸市中央区磯上
通４－１－６

平成17年4月1日 2,582,308
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

9868
淡路市水道事業企
業出納員

上下水道料

松本勝正
近畿地方整備局国営明石
海峡公園事務所
兵庫県神戸市中央区磯上
通４－１－６

平成17年4月1日 20,945,850
供給可能な者が一に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの
長期継続
契約

9869
中央復建コンサル
タンツ（株）

平成１７年度工務係現場技
術業務

松本勝正
近畿地方整備局国営明石
海峡公園事務所
兵庫県神戸市中央区磯上
通４－１－６

平成17年4月1日 6,825,000

本業務は、標準プロポーザルの手続きに
基づき特定された当該業者と随意契約を
するものである。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9870
富士ゼロックス
（株）　西日本支社

カラー電子複写機賃貸借
及び保守等

松本勝正
近畿地方整備局国営明石
海峡公園事務所
兵庫県神戸市中央区磯上
通４－１－６

平成17年4月1日 1,110,138

当該物件は平成１４年に少額随意契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9871
富士ゼロックス
（株）　西日本支社

電子複写機賃貸借及び保
守等（白黒）

松本勝正
近畿地方整備局国営明石
海峡公園事務所
兵庫県神戸市中央区磯上
通４－１－６

平成17年4月1日 890,353

当該物件は平成１６年に少額随意契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9872
兵庫県立淡路景観
園芸学校

緑空間の福祉的活用と指
導者育成手法の研究

松本勝正
近畿地方整備局国営明石
海峡公園事務所
兵庫県神戸市中央区磯上
通４－１－６

平成17年6月10日 2,800,000

当該委託は神戸地区における福祉的空間利用
について、これまで行われてきた各種試行を
通じて得られた知見を整理し、新たな里山の
福祉的活用の方向性について研究を行うもの
で、兵庫県立淡路景観園芸学校園芸療法課程
浅野研究室は、心や身体に病や障害を持った
人や高齢者を対象に「園芸活動」によって治
療やリハビリテーションを行う園芸療法につ
いて豊富な知識、研究を通じて得たノウハウ
を有するため委託契約を行ったもの。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9873
国立大学法人　神
戸大学　契約担当
役

藍那地域の歴史的環境に
関する調査及び活用につ
いての研究

松本勝正
近畿地方整備局国営明石
海峡公園事務所
兵庫県神戸市中央区磯上
通４－１－６

平成17年6月15日 3,400,000

当該委託は神戸地区周辺「藍那地域」の歴史
的環境の変遷を明らかにするとともに、その
成果に基づき、歴史的遺産等の活用のあり方
について研究を行うもので、神戸大学文学部
奥村研究室は、地元住民からヒアリングを行
いつつ古文書の解読を行う等の個人情報を厳
格に扱うことができる上に、神戸市における
歴史に対し豊富な知識を有するため委託契約
を行ったもの。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9874 （学）甲南学園
国営明石海峡公園（神戸地
区）における環境教育の普
及・推進に関する研究

松本勝正
近畿地方整備局国営明石
海峡公園事務所
兵庫県神戸市中央区磯上
通４－１－６

平成17年7月5日 3,000,000

当該委託は環境教育の原型である里山活動に
よる持続可能な生態系や資源等の循環を「神
戸地区」で実践することを通じてモデル的な
環境教育の実践と実証を行い、当該公園にお
ける環境教育活用の方向性について研究を行
うもので、甲南大学文学部人間科学科谷口研
究室は、環境教育に関する豊富な知識、研究
を通じて得たノウハウを有するため委託契約
を行ったもの。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざる
を得ないもの

9875
（株）三弘建築事務
所

棚田ゾーン建築関連工事
監理業務

松本勝正
近畿地方整備局国営明石
海峡公園事務所
兵庫県神戸市中央区磯上
通４－１－６

平成17年8月18日 3,465,000

当該業者は１６年度において、神戸地区棚田
ゾーン建築設計業務を標準プロポーザルの手
続きに基づき特定され受注した業者であり、
当該監理業務を執行するのに、設計内容の把
握と伝達等において、設計担当でなければ本
業務を行うことは困難である。また、技術的
な検討にあたっても棚田ゾーン全体の調和を
保つ必要があり、当該業者以外に当該業務を
行わせることは困難である。従って、当該業
者と随意契約をするものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9876 （株）山羽造園
神戸地区藍那溜池保全そ
の他作業

松本勝正
近畿地方整備局国営明石
海峡公園事務所
兵庫県神戸市中央区磯上
通４－１－６

平成17年8月31日 2,961,000

棚田ゾーン内の田畑に水を供給する藍那
溜池は、水位が低下し、田畑に十分な水
を供給するには、水量的に不足し、緊急
に水を供給する必要が生じた。当該業者
は、現在、神戸地区内の維持工事を行っ
ている業者であり、現場状況及び地元状
況に精通しており、緊急に工事を施工す
るのに十分な能力、資質を有している。
従って、当該業者と随意契約をするもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
競争入札に移行

9877
（有）プラネット・コン
サルティングネット
ワーク

平成１７年度神戸地区里山
管理技術者認定制度検討
業務

松本勝正
近畿地方整備局国営明石
海峡公園事務所
兵庫県神戸市中央区磯上
通４－１－６

平成17年9月27日 3,853,500
プロポーザルによる特命随契（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざる

を得ないもの

9878
（株）オリエンタルコ
ンサルタンツ　関西
支社

平成１７年度明石公園管内
土木関係現場技術業務

松本勝正
近畿地方整備局国営明石
海峡公園事務所
兵庫県神戸市中央区磯上
通４－１－６

平成17年9月30日 7,318,500

本業務は、標準プロポーザルの手続きに基づ
き特定された当該業者と上半期に随意契約を
行ったが、次の理由により下半期についても
現場技術業務を引き続き行うこととなり、当
該業者と随意契約をするものである。①淡路
地区においては、海岸口ゲート周辺の整備工
事を上半期に完了させる予定であったが、近
接して施工する建築工事で予期せぬ地下埋設
物の移設が生じたため、建築工事が遅れるこ
ととなり、それに伴い海岸口ゲート周辺の整
備工事の完了が下半期になるため。②神戸地
区においては、市民グループとの調整を行う
なかで、市民グループから次々と提案がなさ
れ、その検討に期間を要し、工事の完了が下
半期になるため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9879 （株）ヘッズ
平成１７年度明石公園管内
造園土木関係現場技術業
務

松本勝正
近畿地方整備局国営明石
海峡公園事務所
兵庫県神戸市中央区磯上
通４－１－６

平成17年9月30日 6,741,000

本業務は、標準プロポーザルの手続きに基づ
き特定された当該業者と上半期に随意契約を
行ったが、次の理由により下半期についても
現場技術業務を引き続き行うこととなり、当
該業者と随意契約をするものである。①淡路
地区においては、海岸口ゲート周辺の整備工
事を上半期に完了させる予定であったが、近
接して施工する建築工事で予期せぬ地下埋設
物の移設が生じたため、建築工事が遅れるこ
ととなり、それに伴い海岸口ゲート周辺の整
備工事の完了が下半期になるため。②神戸地
区においては、市民グループとの調整を行う
なかで、市民グループから次々と提案がなさ
れ、その検討に期間を要し、工事の完了が下
半期になるため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9880
（株）環境緑地設計
研究所

平成１７年度神戸地区調査
設計関係現場技術業務

松本勝正
近畿地方整備局国営明石
海峡公園事務所
兵庫県神戸市中央区磯上
通４－１－６

平成17年9月30日 6,247,500
過年度にプロポーザルにより特定した業
務による特命随契（会計法第２９条の３
第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9881
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）大阪
本社

平成１７年度工務課建築設
備関係現場技術業務

松本勝正
近畿地方整備局国営明石
海峡公園事務所
兵庫県神戸市中央区磯上
通４－１－６

平成17年9月30日 6,720,000

本業務は、標準プロポーザルの手続きに基づ
き特定された当該業者と上半期に随意契約を
行ったが、次の理由により下半期についても
現場技術業務を引き続き行うこととなり、当
該業者と随意契約をするものである。①淡路
地区においては、海岸口ゲート周辺の整備工
事を上半期に完了させる予定であったが、近
接して施工する建築工事で予期せぬ地下埋設
物の移設が生じたため、建築工事が遅れるこ
ととなり、それに伴い海岸口ゲート周辺の整
備工事の完了が下半期になるため。②神戸地
区においては、市民グループとの調整を行う
なかで、市民グループから次々と提案がなさ
れ、その検討に期間を要し、工事の完了が下
半期になるため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9882
中央復建コンサル
タンツ（株）

平成１７年度工務課工務係
現場技術業務

松本勝正
近畿地方整備局国営明石
海峡公園事務所
兵庫県神戸市中央区磯上
通４－１－６

平成17年9月30日 6,825,000

本業務は、標準プロポーザルの手続きに基づ
き特定された当該業者と上半期に随意契約を
行ったが、次の理由により下半期についても
現場技術業務を引き続き行うこととなり、当
該業者と随意契約をするものである。①淡路
地区においては、海岸口ゲート周辺の整備工
事を上半期に完了させる予定であったが、近
接して施工する建築工事で予期せぬ地下埋設
物の移設が生じたため、建築工事が遅れるこ
ととなり、それに伴い海岸口ゲート周辺の整
備工事の完了が下半期になるため。②神戸地
区においては、市民グループとの調整を行う
なかで、市民グループから次々と提案がなさ
れ、その検討に期間を要し、工事の完了が下
半期になるため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9883
兵庫ゼロックス
（株）

カラー電子複写機賃貸借
及び保守等

松本勝正
近畿地方整備局国営明石
海峡公園事務所
兵庫県神戸市中央区磯上
通４－１－６

平成17年11月2日 1,078,587

当該物件は平成１４年に少額随意契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約



件数
契約の相手方の商
号又は名称、及び
住所

公共工事の名称、場所、期
間、及び種別若しくは物品
役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

備　　考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
(具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置

9884
兵庫ゼロックス
（株）

電子複写機賃貸借及び保
守等（白黒）

松本勝正
近畿地方整備局国営明石
海峡公園事務所
兵庫県神戸市中央区磯上
通４－１－６

平成17年11月2日 910,343

当該物件は平成１６年に少額随意契約に
よりリースしたものであり、契約相手先
が特定されるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの
余地があ

り

１８年度以降におい
て当該事務・事業の
委託等を行わないも
の（１９年度より、
国庫債務負担行為を

計上）

単価契約

9885
（株）三弘建築事務
所

神戸地区棚田ゾーン建築
実施設計支援業務

松本勝正
近畿地方整備局国営明石
海峡公園事務所
兵庫県神戸市中央区磯上
通４－１－６

平成17年11月18日 1,438,500

当該業者は１６年度において、神戸地区
棚田ゾーン建築設計業務を標準プロポー
ザルの手続きに基づき特定され受注した
業者であり、当該支援業務を執行するの
に、設計内容の把握と伝達等において、
設計担当でなければ本業務を行うことは
困難である。また、技術的な検討にあ
たっても棚田ゾーン全体の調和を保つ必
要があり、当該業者以外に当該業務を行
わせることは」困難である。従って、当
該業者と随意契約をするものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザ
ル方式による継続）

9886
（株）読売新聞大阪
本社　広告局

「淡路花祭２００６春」広告
制作・掲載業務

松本勝正
近畿地方整備局国営明石
海峡公園事務所
兵庫県神戸市中央区磯上
通４－１－６

平成18年3月10日 4,998,000

近畿エリア（近畿地整管内）の発行部数
及び中四国エリアも含めた全国の発行部
数が 多であることから、限られた掲載
料の中で 大の効果を得られるため（会
計法２９条の３第４項）

見直しの
余地があ

り
企画競争を実施



9887 （株）日立製作所 和田救急排水機場ポンプ整備工事

嘉本　昭夫
中国地方整備局　倉吉河
川国道事務所
鳥取県倉吉市福庭町一丁
目１８番地

平成18年1月26日 6,510,000

整備対象部分が製造者独自の開発思想及び仕様により会社
固有の技術特性を有しているため、既設設備の設計、製
作、施工を行った当該業者が履行できる唯一の業者であ
る。（会計法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「競争入札に移行し
たもの」

9888 （株）田中造園土木 新井地区植樹管理作業

金山　義延
中国地方整備局殿ダム工
事事務所
鳥取市国府町宮下１２２
１番地

平成17年4月1日 3,081,750

新井地区植樹管理作業については、移植を前提とした試験
木の接ぎ木苗木、挿し木の育成管理を行うものであるが、
平成16年度より適正な土壌の確保とともに対象植樹木の育
成管理を独自のノウハウをもって実施している、(株）田
中造園土木と随意契約を行うことが継続性を有し、一貫性
のある植生材を得ることができ、また、故損等の防止にも
なる。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成１９年度以降
において当該事務・
事業等の委託等を行
わないもの」

9889 （株）鶴見製作所 百間川庄内川排水機場整備工事
浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町2－4－36

平成17年9月15日 81,480,000

現地の条件に基づいて設計製作された特注品の整備対象が
製造者独自の開発思想及び仕様により会社固有の技術特性
を有しているため、既設設備の設計、製作、施工を行った
当該業者が履行できる唯一の業者である。（会計法２９条
の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

9890 （株）電業社機械製作所 吉井川干田川排水機場整備工事
浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町2－4－36

平成17年10月7日 100,275,000

現地の条件に基づいて設計製作された特注品の整備対象が
製造者独自の開発思想及び仕様により会社固有の技術特性
を有しているため、既設設備の設計、製作、施工を行った
当該業者が履行できる唯一の業者である。（会計法２９条
の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

9891 オムロン（株） 国道２号特車自動計測設備工事

加藤　恒太郎
中国地方整備局岡山国道
事務所
岡山市鹿田町2丁目4-36

平成17年11月1日 168,945,000

当該設備は、道路構造の保全のため、違反車両に対しての
指導取締の更なる強化を図ることから、１７年度内に整備
を終える必要があるため、全国に広く公募をした結果の唯
一の公募業者であるため（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成１８年度より
競争入札に移行した
もの」

9892 新菱工業（株） 江の川畠敷救急排水機場整備工事

島田淳次
三次河川国道事務所長
広島県三次市十日市6西
丁目2番1号

平成17年12月12日 30,030,000

整備対象部分が製造者独自の開発思想及び仕様により会社
固有の技術特性を有しているため、既設設備の設計、製
作、施工を行った業者の技術情報等を所有する当該業者が
履行できる唯一の業者である。（会計法２９条の３第４
項）

「見直しの
余地があ
り」

「競争入札に移行し
たもの」

9893 （株）加藤組 矢田水質浄化設備損料工事

秋山　良壮
中国地方整備局江の川総
合開発工事事務所
広島県庄原市三日市町６
６７－１

平成17年4月1日 4,567,500

本工事は、平成16年1月23日（株）加藤組と契約を締結し
た知和地区河川切替工事において、上水取水施設に影響を
与える濁水の発生に対応するため設置した水質浄化設備
を、引き続き同場所で施工する灰塚ダム知和堰堤工事に伴
う濁水浄化のために利用する水質浄化設備損料工事であ
る。上記業者と契約することにより、灰塚ダム知和堰堤工
事に伴う濁水浄化の速やかな対応が可能であり、設備の設
置・撤去経費の節減が図られる。（会計法第29条の3第4
項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

9894 （株）東芝 灰塚ダムＣＣＴＶ設備工事

秋山良壮
中国地方整備局江の川総
合開発工事事務所
広島県庄原市三日市町
667-1

平成17年9月8日 27,825,000

本件は、灰塚ダムにおいて既設工事監視用ＣＣＴＶ設備を
ダム管理用に移設し、制御装置及びネットワーク等の設定
変更を行うとともに監視カメラの追加を行うものである。
本設備は、製造業者独自の開発思想及び社内仕様によって
製造されているため、製造業者以外契約した場合、改造後
の保証体制及び保守管理体制に重大な支障を生じることと
なる。（株）東芝は、本設備を製造した業者であり、本改
造を履行できる唯一の業者である。（会計法２９条の３第
４項）

「見直しの
余地があ
り」

「既設の改良部分と
新規機能部分を分離
し、新規部分は一般
競争に移行する。」

9895 松尾橋梁（株） 萩・三隅道路三隅川橋足場工事

中村 稔
中国地方整備局
山口河川国道事務所
山口県防府市国衙1-10-
20

平成18年1月31日 1,050,000

橋梁上部工事のため設置した足場を別工事にて使用するた
め（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

9896 （株）イスミック 土師ダム非常放水設備整備工事

永田　智久
中国地方整備局土師ダム
管理所
広島県安芸高田市八千代
町土師369-24

平成17年12月15日 60,270,000

整備対象部分が製造者独自の開発思想及び仕様により会社
固有の技術特性を有しているため、既設設備の設計、製
作、施工を行った業者の技術情報等を所有する当該業者が
履行できる唯一の業者である。（会計法２９条の３第４
項）

「見直しの
余地があ
り」

「競争入札に移行し
たもの」

9897 三井造船（株） 八田原ダム非常用放流設備整備工事

石田　正和
中国地方整備局八田原ダ
ム管理所
広島県世羅郡世羅町小谷
字苦谷山1100-1

平成18年1月16日 5,407,500

現地の条件に基づいて設計製作された特注品の整備対象が
製造者独自の開発思想及び仕様により会社固有の技術特性
を有しているため、既設設備の設計、製作、施工を行った
当該業者が履行できる唯一の業者である。（会計法２９条
の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

9898 日本無線（株） 温井ダム放流警報設備改造工事
岡　公雄広島県山県郡安
芸太田町大字加計1956－
2

平成17年8月5日 10,773,000

本件は、温井ダム管理所で使用している放流警報設備の改
造を行うものである。本設備は、製造者独自の開発思想及
び社内仕様により製造されているため、製造業者以外契約
した場合、改造後の保証体制及び保守管理体制に重大な支
障を生じることとなる。日本無線（株）は、本設備を製造
した業者であり、本改造を履行できる唯一の業者である。
（会計法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「公募を実施」

9899 （株）日立製作所 温井ダム放流制御設備改造工事
岡　公雄広島県山県郡安
芸太田町大字加計1956－
2

平成17年8月4日 52,993,500

本件は、温井ダム管理所で使用している既設放流制御設備
の改造を行うものである。本設備は、製造者独自の開発思
想及び社内仕様により製造されているため、製造業者以外
契約した場合、改造後の保証体制及び保守管理体制に重大
な支障を生じることとなる。（株）日立製作所は、本設備
を製造した業者であり、本改造を履行できる唯一の業者で
ある。（会計法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「公募を実施」

9900 富士通（株） 滝山川水系監視設備改造工事
岡　公雄広島県山県郡安
芸太田町大字加計1956－
2

平成17年8月5日 18,795,000

本件は、温井ダム管理所で使用している既設ＣＣＴＶ監視
設備の改造及び増設を行うものである。本設備は、製造者
独自の開発思想及び社内仕様により製造されているため、
製造業者以外契約した場合、改造後の保証体制及び保守管
理体制に重大な支障を生じることとなる。富士通（株）
は、本設備を製造した業者であり、本改造を履行できる唯
一の業者である。（会計法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「既設の改良部分と
新規機能部分を分離
し、新規部分は一般
競争に移行する。」

9901 日立造船（株） 温井ダム中位標高放流設備改造工事
岡　公雄
広島県山県郡安芸太田町
大字加計1956－2

平成17年12月27日 10,500,000

現地の条件に基づいて設計製作された特注品の改造対象箇
所が製造者独自の開発思想及び仕様により会社固有の技術
特性を有しているため、既設設備の設計、製作、施工を
行った当該業者が履行できる唯一の業者である。（会計法
２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

9902 （株）エスエスイー 道の相談室受付管理システム改良業務
甲村謙友中国地方整備局
広島県広島市中区上八丁
堀6-30

平成17年7月13日 1,974,000

本システム開発を行い、著作者人格権を保有しており、シ
ステムの改良・検証及び責任の明確化を確保できる唯一の
業者のため。（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

9903 （株）松重建築設計事務所 水産大体育館設計その２業務
甲村謙友中国地方整備局
広島県広島市中区上八丁
堀6-30

平成18年3月24日 1,575,000

　本業務は、当該設計について、設計者以外に知り得ない
情報である設計意図を工事請負者等に伝達するものである
ため。(会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

9904 （株）長大 工事成績評定システム他改良業務
甲村謙友中国地方整備局
広島県広島市中区上八丁
堀6-30

平成17年8月17日 4,620,000

本システム開発を行い、著作者人格権を保有しており、シ
ステムの円滑かつ正確な改良を行える唯一の業者のため。
（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

9905 砂防エンジニアリング（株）
大山砂防真野２号砂防堰堤堤体検討業
務

茅原伸喜中国地方整備局
日野川河川事務所鳥取県
米子市古豊千６７８

平成17年7月5日 6,195,000

本業務は平成16年度に実施した堤体構造材料と同一供試体
による試験を行うものであり、前年度試験結果を踏まえた
越冬後の考察が必要であり、検討結果をまとめるためには
前年度に行われた施工状況を熟知していることが必要であ
るため。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成18年度以降に
おいて当該事務事業
等の委託等を行わな
い」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

9906 （株）パスコ 大山砂防大山源頭部地形図作成業務
茅原伸喜中国地方整備局
日野川河川事務所鳥取県
米子市古豊千６７８

平成18年1月23日 2,730,000

株式会社パスコは、航空測量写真から現地測量を省略化
し、数値地形図を算出できる新技術を有し、今年度中国地
方整備局管内の他の事務所において砂防ＧＩＳ基盤図作成
業務を受託しており、業務を熟知している。さらに今回の
業務に必要な空中写真を作成しており、それらを利用する
ことで効率的かつ経済的な業務執行が期待できるため。
（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降は
企画競争を実施」

9907 アイドールエンジニヤリング（株） 殿ダムグラウト試験業務

金山義延
中国地方整備局殿ダム工
事事務所
鳥取市国府町宮下１２２
１番地

平成17年5月2日 115,920,000

平成16年度に２ヶ年継続業務としてプロポーザル方式によ
り技術提案を審査した結果、他社より優位であると判断し
たため。（会計法29条の3第4項）

「その他」
「プロポーザル方式
による継続」

9908 （株）建設環境研究所 殿ダム環境調査業務
金山義延中国地方整備局
殿ダム工事事務所鳥取市
国府町宮下１２２１番地

平成17年5月11日 16,590,000

平成15年度、平成16年度の継続業務であり、現地調査に関
する継続性を有し、一貫性のある成果が期待できる唯一の
業者であり、競争を許さないため。（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降は
企画競争を実施」

9909 （株）アイ・エヌ・エー 殿ダム盛立試験業務
金山義延中国地方整備局
殿ダム工事事務所鳥取市
国府町宮下１２２１番地

平成17年5月30日 124,110,000

平成16年度に２ヶ年継続業務としてプロポーザル方式によ
り技術提案を審査した結果、他社より優位であると判断し
たため。（会計法29条の3第4項） 「その他」

「プロポーザル方式
による継続」

9910
特定非営利活動法人風土工学デザイン研究
所

殿ダム周辺地域風土資産調査業務
金山義延中国地方整備局
殿ダム工事事務所鳥取市
国府町宮下１２２１番地

平成17年12月1日 10,080,000

風土工学理論は特定非営利法人風土工学デザイン研究所の
みが実践していることから、本業務を遂行できる唯一の機
関であるため。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「公募を実施予定」

9911 アイドールエンジニヤリング（株） 殿ダム施工計画修正設計業務
金山義延中国地方整備局
殿ダム工事事務所鳥取市
国府町宮下１２２１番地

平成17年11月30日 19,950,000

平成15年度の「殿ダム施工計画実施設計業務」でプロポー
ザル方式により特定した業者であり、継続することが必要
であるため。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成18年度以降は
企画競争を実施」

9912 （株）アイ・エヌ・エー 殿ダム本体修正設計業務
金山義延中国地方整備局
殿ダム工事事務所鳥取市
国府町宮下１２２１番地

平成17年12月2日 24,780,000

平成15年度の「殿ダム本体実施設計業務」でプロポーザル
方式により特定した業者であり、継続することが必要であ
るため。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成18年度以降に
おいて当該事務事業
等の委託等を行わな
い」

9913 （株）福山コンサルタント 石見地域道路空間検討業務
宮原慎中国地方整備局浜
田河川国道事務所島根県
浜田市相生町３９７３

平成17年8月19日 15,225,000

平成16年度に２ヶ年継続業務としてプロポーザル方式によ
り技術提案を審査した結果、他社より優位であると判断し
たため。（会計法29条の3第4項） 「その他」

「プロポーザル方式
による継続」

9914 （株）建設技術研究所
宍道湖中海湖岸水環境整備適合管理業
務

内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年6月15日 23,814,000

当該業者は、沿岸部における浅場造成や植生帯整備に関す
る基本計画の作成、現地調査方法及びそのデータ考察など
の経験と実績を有し、中海・宍道湖の汽水環境と沿岸整備
手法を熟知した専門知識を有する人材も十分に保有してい
るとともに、平成16年度の標準プロポーザル方式により選
定された適合管理による整備手法及び調査を確実に履行で
きる唯一の業者であるため。(会計法第29条の3第4項)

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降は
企画競争を実施」

9915 （株）東京久栄 中海水環境整備適合管理業務
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年6月16日 22,606,500

当該業者は、沿岸部における浅場造成や植生帯整備に関す
る基本計画の作成、現地調査方法及びそのデータ考察など
の経験と実績を有し、中海の汽水環境と沿岸整備手法を熟
知した専門知識を有する人材も十分に保有しているととも
に、平成16年度の標準プロポーザル方式により選定された
適合管理による整備手法及び調査を確実に履行できる唯一
の業者であるため。(会計法第29条の3第4項)

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降は
企画競争を実施」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

9916 （株）建設技術研究所 中海宍道湖水質予測モデル改良業務
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年7月13日 32,655,000

当該業者は、数値解析モデルに関する多くの経験と実績を
有し、中海・宍道湖の汽水環境と流動のメカニズムを熟知
した専門的知識を保有している。また今年度は、平成15年
度に標準プロポーザル方式で特定された提案を踏まえた内
容で、これまでのモデル改良業務と一体不可分であり、当
該業者が本業務を確実に履行できる唯一の業者であるた
め。(会計法第29条の3第4項)

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降は
企画競争を実施」

9917 アイドールエンジニヤリング（株） 志津見ダム本体掘削面地質精査業務

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成17年6月14日 39,585,000

過年度からの継続を必要とするため。（会計法第29条の3
第4項） 「見直しの

余地があ
り」

「平成18年度以降は
企画競争を実施」

9918 アイドールエンジニヤリング（株） 志津見ダム本体修正設計業務

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成17年8月3日 43,365,000

過年度からの継続を必要とするため。（会計法第29条の3
第4項） 「見直しの

余地があ
り」

「平成18年度以降は
企画競争を実施」

9919 アイドールエンジニヤリング（株） 志津見ダム本体河床部地質精査業務

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成17年11月28日 26,775,000

過年度からの継続を必要とするため。（会計法第29条の3
第4項） 「見直しの

余地があ
り」

「平成18年度以降は
企画競争を実施」

9920
特定非営利活動法人風土工学デザイン研究
所

志津見ダム周辺地域風土資産調査業務

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成17年7月13日 10,500,000

風土工学理論は特定非営利活動法人風土工学デザイン研究
所のみが実践していることから、本業務を遂行できる唯一
の機関であるため。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「公募を実施予定」

9921 （株）アイ・エヌ・エー 志津見ダム管理設備計画検討業務

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成17年7月19日 23,100,000

過年度からの継続を必要とするため。（会計法第29条の3
第4項） 「見直しの

余地があ
り」

「平成18年度以降は
企画競争を実施」

9922 （株）竹下技術コンサルタント 志津見・尾原ダム環境調査業務

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成17年4月6日 60,690,000

過年度からの継続を必要とするため。（会計法第29条の3
第4項） 「見直しの

余地があ
り」

「平成18年度以降は
企画競争を実施」

9923 （株）アイ・エヌ・エー 尾原ダム本体放流設備細部設計業務

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成17年8月4日 6,720,000

平成15年度の「尾原ダム本体施設設計業務」でプロポーザ
ル方式により特定した業者であり、継続することが必要で
あるため。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成18年度以降に
おいて当該事務事業
等の委託等を行わな
い」

9924 （株）アイ・エヌ・エー 尾原ダム堤体左岸検討業務

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成18年2月16日 6,405,000

平成15年度の「尾原ダム本体施設設計業務」でプロポーザ
ル方式により特定した業者であり、継続することが必要で
あるため。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成18年度以降は
企画競争を実施」

9925 （株）海洋河川技術研究所 尾原ダム管理計画検討業務

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成17年8月9日 36,960,000

過年度からの継続を必要とするため。（会計法第29条の3
第4項） 「見直しの

余地があ
り」

「平成18年度以降は
企画競争を実施」

9926 中電技術コンサルタント（株） 斐伊川取水ダム取水設備比較検討業務

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成18年2月7日 5,250,000

設計条件の把握、業務の継続性、設計思想の統一が必要不
可欠であるため。（会計法第29条の3第4項） 「見直しの

余地があ
り」

「平成18年度以降に
おいて当該事務事業
等の委託等を行わな
い」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

9927 応用地質（株） 仙山峠法面観測業務
島村喜一中国地方整備局
松江国道事務所松江市西
津田2-6-28

平成17年4月1日 1,396,500

当該業者はは、当事務所と平成１５年度と１６年度に道路
災害応急対策業務に関する基本協定を締結し、本地すべり
災害の発生直後より動態観測、現地調査、応急対策工法へ
の助言、及び対策工の設計等を行っており、本業務を遂行
にあたり経緯並びに現地の状況を熟知していることから、
当該業者が本業務を遂行できる唯一の機関であると判断し
たため。（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成18年度以降に
おいて当該事務事業
等の委託等を行わな
い」

9928 （株）山陰経済経営研究所 宍道湖・中海圏地域振興検討業務
島村喜一中国地方整備局
松江国道事務所松江市西
津田2-6-28

平成17年8月9日 22,512,000

本業務は、当該圏域全体の経済・産業特性の動向に精通
し、豊富な情報による経済的効果を客観的に評価をする能
力が必要である。また、当圏域は連携推進を目指す事業推
進組織が複数設立されており、それらを連携し一体化させ
るためのコーヂュネートを行うことが重要であるが、当該
業者は、圏域内の商工会議所、観光協会等と企業ネット
ワークを築いているとともに関係行政・財団などから計画
策定、経済効果検討、連携振興方策などの業務実績が豊富
にあり、地域振興策や効果検討の技術力を有しており、そ
の条件・能力を有する唯一 適な機関であると判断したた
め。（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降は
企画競争を実施」

9929 （株）中国地域づくりセンター 掛合地区国道沿線地域調査業務
島村喜一中国地方整備局
松江国道事務所松江市西
津田2-6-28

平成18年1月10日 5,848,500

本業務を遂行するにあたっては、道の駅周辺の地域住民が
道の駅に対する当事者意識を深め、道路利用者、都市住民
との交流会やフィールドワーク（現地調査）を通じて、こ
れらの人々との連携を深めていくことが重要であるが、当
該業者は、中国地方の地域づくりに関する調査・研究、シ
ンポジウム・各種イベントのマネージメント、各種情報の
収集等を行っている業者であり、これまでにも中国地方の
道づくり・地域づくり活動に幅広く携わり、数多くの活動
の企画・運営を行ってきている。また、中国地方の地域づ
くりに関する調査・研究、各種企画等に幅広く携わり、更
に中国・地域づくり交流会の「道の駅研究会」など道の駅
に精通した多様な分野の人々とのネットワークを有してい
ることから、本業務を円滑かつ確実に遂行できる唯一の法
人といえると判断したため。（会計法第２９条の３第４
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度より企
画競争若しくは公募
を実施予定」

9930 中電技術コンサルタント（株）
吉井川河道資料とりまとめ業務（検討
作業外一式）

浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町２－４－３６

平成17年6月27日 55,650,000

本業務は、昨年度成果との継続性があるため、昨年プロ
ポーザル方式により審査した結果当該業者が契約の相手方
として選定されたものであり、競争を許さないため。（会
計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降は
企画競争を実施」

9931 パシフィックコンサルタンツ（株）
洪水ハザードマップ作成業務（資料作
成一式）

浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町２－４－３６

平成17年12月27日 27,825,000

本業務は、昨年度成果との継続性があるため、昨年プロ
ポーザル方式により審査した結果当該業者が契約の相手方
として選定されたものであり、競争を許さないため。（会
計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降は
企画競争を実施」

9932 （株）エマキ
岡山三川管理情報システム作成業務
（システム作成一式）

浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町２－４－３６

平成18年2月6日 44,625,000

本業務の遂行には、航空機により撮影した高精度のデジタ
ルハイビジョン動画データを連続的なデジタルモザイク静
止画像データに変換する技術が必要であり、その技術に関
する特許実施権を有しているため。（会計法第29条の3第4
項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

9933 （株）建設技術研究所
高梁川整備計画外検討業務（検討作業
外一式）

浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町２－４－３６

平成17年12月27日 26,460,000

平成16年度に２ヶ年継続業務としてプロポーザル方式によ
り技術提案を審査した結果、他社より優位であると判断し
たため。（会計法第29条の3第4項） 「その他」

「プロポーザル方式
による継続」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

9934
技術研究組合　走行支援道路システム開発
機構

路面性状評価システム構築業務

加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山県
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年7月19日 35,595,000

本業務の実施にあたっては路面性状把握設備について熟知
しているとともに、パラメータ設定・チューニング作業及
び機能の検証について豊富な経験と専門的で高度な技能・
知識を有していることが求められる。このようなことか
ら、技術研究組合　走行支援道路システム開発機構が本業
務を遂行できる唯一の機関である。（会計法第２９条の３
第４項及び）

「見直しの
余地があ
り」

「平成18年度以降に
おいて当該事務事業
等の委託等を行わな
い」

9935 （株）エマキ 岡山国道管内連続写真台帳作成業務

加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山県
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年12月26日 38,010,000

本業務の実施にあたっては、撮影した動画データを静止画
像データに変換する高度な特殊技術が必要となるが、
（株）エマキは、こうした技術に関する特許等（特願
2001-194498、NETIS TH-010024 航空静止画作成及び編集
技術）を有しており、本業務を実施できる唯一の者であ
る。
（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

9936 アジア航測(株) 三原・木原地区自然環境調査業務

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年4月28日 14,175,000

過年度に実施した業務と深く関係する業務で、既に実施し
た業務の履行にあたり参照した情報・秘匿すべき情報・環
境要素に関する状況を熟知しており、また、過年度末まで
の個体の出現状況や繁殖状況を把握しているため継続的に
早期に対応が出来るとともに、個体の特異な行動に対して
も適切に対応することができるため（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降は
企画競争を実施」

9937 (株)福山コンサルタント 福山管内道路整備効果検討業務

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年5月20日 11,970,000

過年度に実施した業務と深く関係した業務で、既に実施さ
れた業務の履行にあたり参照した情報や秘匿すべき情報・
地域特性や交通課題を熟知しており、過年度において道路
整備効果の検討を行っている実績があり、また高度な専門
的技術と豊富な経験を有しているため（会計法第29条の3
第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降は
企画競争を実施」

9938 (株)福山コンサルタント 福山都市圏交通円滑化施策検討業務

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年5月20日 37,275,000

過年度に実施した業務と深く関係した業務で、既に実施さ
れた業務の履行にあたり参照した情報や秘匿すべき情報・
施策の継続実施にむけた課題を熟知しており、また高度な
専門的技術と豊富な経験を有しているため（会計法第29条
の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降は
企画競争を実施」

9939 中電技術コンサルタント(株)
西瀬戸地域連携情報提供システム調査
検討業務

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年8月10日 9,870,000

過年度に実施した業務と深く関係した業務で、既に実施さ
れた業務の履行にあたり参照した情報、履行の経緯、シス
テム運用に伴う自治体の運用基準等の詳細を熟知してお
り、また高度な専門的技術と豊富な経験を有しているため
（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成18年度以降に
おいて当該事務事業
等の委託等を行わな
い」

9940 復建調査設計(株) 福山管内沿道環境改善検討業務

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年8月25日 8,085,000

過年度においてプロポーザル方式により技術提案書を求め
提案内容が 適であるとして業者を決定したもので、本年
度においても提案された項目について継続的な検討を行う
必要があるため。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降は
企画競争を実施」

9941 (株)建設技術研究所 芦田川水環境改善支援施策検討業務

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年5月10日 24,465,000

過年度に実施された各種検討・協議会の運営等の履行にあ
たり参照した情報、履行の経緯、秘匿すべき情報、関係者
の事情等詳細を熟知しているため（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降は
企画競争を実施」

9942 (株)日水コン 瀬戸川浄化施設検討業務

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年5月16日 9,681,000

過年度においてプロポーザル方式により技術提案書を求め
提案内容が 適であるとして業者を決定したもので、本年
度においても提案された項目について継続的な試験及び検
証を行う必要があるため。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降は
企画競争を実施」

9943 日本建設コンサルタント（株） 芦田川治水計画等検討業務

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年9月15日 25,620,000

過年度においてプロポーザル方式により技術提案書を求め
提案内容が 適であるとして業者を決定したもので、本年
度においても提案された項目について継続的な検討を行う
必要があるため。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降は
企画競争を実施」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

9944 （株）パスコ東京都目黒区東山1丁目1番2号 三次管内道路現況映像化業務

島田淳次中国地方整備局
三次河川国道事務所広島
県三次市十日市6西丁目2
番1号

平成17年11月16日 8,956,500

本業務で機能向上を図る道路現況映像システム（バ－チャ
ルパトロ－ルシステム）は、上記業者が独自に開発し特許
権を有していることから、本業務を実施できるのは当該業
者のほかにはないため。（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

9945 中電技術コンサルタント（株）
広島西部山系直轄砂防整備計画策定他
業務

水野雅光中国地方整備局
太田川河川事務所広島市
中区八丁堀３－２０

平成17年8月31日 30,870,000

本業務は、過年度に実施された業務と深く関係する業務で
あり、既に実施された業務の履行にあたり参照した情報、
履行の経緯、秘匿すべき情報等の各種情報の詳細を熟知し
ておく必要があることから過年度に履行したものが引き続
き業務を実施する必要性があるため。（会計法第29条の3
第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降は
企画競争を実施」

9946 砂防広報センター
広島西部山系直轄砂防広報企画運営業
務

水野雅光中国地方整備局
太田川河川事務所広島市
中区八丁堀３－２０

平成17年5月31日 13,860,000

広報活動についての高度な知識と経験及び有効活動が可能
な広報資材を有している。（会計法第29条の3第4項） 「見直しの

余地があ
り」

「平成19年度以降は
企画競争を実施」

9947 特定非営利活動法人日本水フォーラム
水害・土砂災害に関する防災情報提供
手法検討業務

水野雅光中国地方整備局
太田川河川事務所広島市
中区八丁堀３－２０

平成17年12月19日 19,740,000

本業務の履行にあたっては、公平性、中立性を保持し、海
外の政府機関や市民団体等との豊富なネットワークを有し
ていること、国内外の防災情報についての多くの知見と海
外への情報発信するための豊富なノウハウを有しているこ
と等が求められる。本法人は、第３回世界水フォーラム事
務局の後継組織であり、欧米諸国をはじめとした世界各国
の河川・水資源関連政府機関、民間組織、国際機関との幅
広いネットワークと、豊富な海外の防災情報調査の実績を
有し、豊富なノウハウを持ち合わせており、本業務を遂行
できる唯一の機関であるため。（会計法第29条の3第4号）

「見直しの
余地があ
り」

「平成18年度以降に
おいて当該事務事業
等の委託等を行わな
い」

9948 日本建設コンサルタント（株）
太田川・小瀬川洪水予測システム改良
検討業務

水野雅光中国地方整備局
太田川河川事務所広島市
中区八丁堀３－２０

平成18年1月10日 22,155,000

当該業者は、太田川・小瀬川洪水予測システムの開発業者
であり、本システムの著作者人格権を有しており、本件を
遂行できる唯一の業者である。（会計法第29条の3第4項） 「その他」

「随意契約によらざ
るを得ないもの」

9949 （株）東京建設コンサルタント
広島西部山系土砂災害発生予測システ
ム改良業務

水野雅光中国地方整備局
太田川河川事務所広島市
中区八丁堀３－２０

平成18年2月6日 11,077,500

既に実施された業務の履行にあたり参照した情報、履行の
経緯などの詳細を熟知している。（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降は
企画競争を実施」

9950 （株）建設環境研究所 灰塚ダム鳥類等調査業務

秋山良壮中国地方整備局
江の川総合開発工事事務
所広島県庄原市三日市町
６６７－１

平成17年4月21日 16,695,000

平成16年度に２ヶ年継続業務としてプロポーザル方式によ
り技術提案を審査した結果、他社より優位であると判断し
たため。（会計法29条の3第4項） 「その他」

「プロポーザル方式
による継続」

9951 （株）水産環境研究所 ダム湖及び河川生態環境等検討業務

秋山良壮中国地方整備局
江の川総合開発工事事務
所広島県庄原市三日市町
６６７－１

平成17年5月24日 18,795,000

豊富な知識・経験を持つ技術者及び学識経験者を抱えてお
り、過去に実施した環境調査や保全対策等に関する詳細な
情報を熟知しているとともに、地域住民、漁業関係者、大
学等関係機関の研究者等との信頼関係を築いており、この
ような条件を満足する業者は上記業者をおいて他にないた
め。
（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて当該事務事業
等の委託等を行わな
い」

9952 応用地質（株） 灰塚ダム植物等調査業務

秋山良壮中国地方整備局
江の川総合開発工事事務
所広島県庄原市三日市町
６６７－１

平成17年6月6日 15,225,000

平成16年度に２ヶ年継続業務としてプロポーザル方式によ
り技術提案を審査した結果、他社より優位であると判断し
たため。（会計法29条の3第4項） 「その他」

「プロポーザル方式
による継続」

9953 （株）パスコ 灰塚ダム貯水池測量業務

秋山良壮中国地方整備局
江の川総合開発工事事務
所広島県庄原市三日市町
６６７－１

平成17年6月28日 4,200,000

平成16年度に２ヶ年継続業務としてプロポーザル方式によ
り技術提案を審査した結果、他社より優位であると判断し
たため。（会計法29条の3第4項） 「その他」

「プロポーザル方式
による継続」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

9954 アイドールエンジニヤリング（株） 灰塚ダム貯水池内斜面観測外業務

秋山良壮中国地方整備局
江の川総合開発工事事務
所広島県庄原市三日市町
６６７－１

平成17年6月29日 31,017,000

平成16年度に２ヶ年継続業務としてプロポーザル方式によ
り技術提案を審査した結果、他社より優位であると判断し
たため。（会計法29条の3第4項） 「その他」

「プロポーザル方式
による継続」

9955 （株）海洋河川技術研究所 灰塚ダム管理支援システム導入外業務

秋山良壮中国地方整備局
江の川総合開発工事事務
所広島県庄原市三日市町
６６７－１

平成17年7月25日 22,050,000

平成16年度に２ヶ年継続業務としてプロポーザル方式によ
り技術提案を審査した結果、他社より優位であると判断し
たため。（会計法29条の3第4項） 「その他」

「プロポーザル方式
による継続」

9956 技術研究組合走行支援道路ｼｽﾃﾑ開発機構 広島地域事故対策検討業務
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年12月13日 53,802,000

本業務は、交通挙動の観測や解析をＩＴＶ画像を用いて行
うものであるが、当該業者は、道路インフラのＩＴ（情報
技術）化で自動車の走行を支援することにより、道路交通
の安全性と効率性などを飛躍的に向上させる走行支援道路
システム（ＡＨＳ）の開発を目的に設立された技術研究組
合であり、平成１６年度より画像解析（交通挙動に関する
データ収集・解析）から情報発信（ＶＩＣＳを活用した情
報提供）までを社会実験として初めて実施しており、画像
解析による交通挙動の観測・解析に関して専門的かつ高度
な技術を有している唯一の機関であるため。(会計法第29
条の3第4項)

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

9957 （株）建設環境研究所 島地川ダム水源地域ビジョン策定業務

中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙１－１０－２
０

平成17年5月25日 12,075,000

平成16年度に２ヶ年継続業務としてプロポーザル方式によ
り技術提案を審査した結果、他社より優位であると判断し
たため。（会計法29条の3第4項）

「その他」
「プロポーザル方式
による継続」

9958 (株)中国地域づくりセンター 管内国道沿線地域調査業務

中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙１－１０－２
０

平成17年7月14日 9,250,500

中国地方の地域づくりに係わる行政、民間企業、学識者、
市民グループ等、幅広い分野の人々の横断的、広域的な情
報交換の場を形成することを目的として設立された「中
国・地域づくり交流会」を維持・運営することを目的とし
ており、中国地方の地域づくりに関する調査・研究、シン
ポジウム・各種イベントのマネージメント、各種情報の収
集等を行っている唯一の業者であるため（会計法第２９条
の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度より企
画競争若しくは公募
を実施予定」

9959 (株)荒谷建設コンサルタント
台風14号岩国地区国道2号災害応急点検
業務

中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙１－１０－２
０

平成17年11月1日 5,985,000

当該業者は、災害時における応急対策点検の実施に関し
て、該当区間内で協定を結んでいる業者のため（会計法第
２９条の３第４項） 「その他」

「随意契約によらざ
るを得ないもの」

9960 (株)ワード研究所 直轄国道の不満要因調査

中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙１－１０－２
０

平成18年2月28日 999,600

独自に調査したデータ（全国１１２国道の満足度及び満足
向上要因データ）を保有する唯一の業者であり、他業者で
当作業を新規に実施するためには、膨大な費用と時間を要
するため（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成18年度以降に
おいて当該事務事業
等の委託等を行わな
い」

9961 (株)岩根研究所 道路現況映像化改良業務

中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙１－１０－２
０

平成18年3月13日 23,887,500

本システムの開発を行い、特許「道路・河川等の現況ビデ
オ検索装置」（特許第3099103号）を取得し、著作者人格
権を保有しており、円滑かつ適正なシステムの改良・検証
及び責任の明確化を確保できる唯一の業者のため（会計法
第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

9962 復建調査設計（株）
中国地方中長期道路整備計画検討（そ
の２）業務（一式）

村尾好昭中国地方整備局
中国幹線道路調査事務所
山口県岩国市今津町１丁
目１３－２２

平成18年1月27日 26,145,000

　「中国地方中長期道路整備計画検討業務」においては、
今後の中国地方における道路整備の目標、整備方針及び事
業展開を示す「中国地方中長期道路整備計画」策定にあた
り、道路整備に対するニーズの把握・分析、道路行政マネ
ジメントの推進支援を行うとともに、地方における道路整
備の必要性を示す資料等の作成を行ってきたところである
が、本業務では、引き続きその業務政課を利用して短期間
に、中国地方における取り組み状況の説明資料作成や、マ
ネジメント推進のために道路管理者への浸透支援策とし
て、年度内に道路行政マネジメントガイダンスの追加作成
を行うものである。
　上記業者は、中国地方中長期道路整備計画検討業務を実
施しており、業務の履行にあたり必要となる道路整備に関
するプログラムの内容や、マネジメント説明資料作成に必
要な関連する情報・知識を有しており、短期間で的確な整
理・検討が実施可能な唯一の業者であるため。　（会計法
第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成18年度以降は
企画競争を実施」

9963 （株）福山コンサルタント 中国地方物流効率化検討業務（一式）

山田周一中国地方整備局
中国幹線道路調査事務所
山口県岩国市今津町１丁
目１３－２２

平成17年4月21日 9,660,000

平成16年度に２ヶ年継続業務としてプロポーザル方式によ
り技術提案を審査した結果、他社より優位であると判断し
たため。（会計法29条の3第4項） 「その他」

「プロポーザル方式
による継続」

9964 復建調査設計（株） 管内道路評価方策検討業務（一式）

山田周一中国地方整備局
中国幹線道路調査事務所
山口県岩国市今津町１丁
目１３－２２

平成17年5月19日 23,625,000

平成16年度に２ヶ年継続業務としてプロポーザル方式によ
り技術提案を審査した結果、他社より優位であると判断し
たため。（会計法29条の3第4項） 「その他」

「プロポーザル方式
による継続」

9965 中央開発（株） 土師ダム水源地域ビジョン策定業務

永田智久中国地方整備局
土師ダム管理所広島県安
芸高田市八千代町土師３
６９－２４

平成17年4月27日 11,571,000

平成16年度にプロポーザル方式により審査した結果、他者
より優位であった当該業者と契約を締結した。昨年度から
の継続することが必要であるため。
（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成18年度以降に
おいて当該事務事業
等の委託等を行わな
い」

9966 （株）コルバック 弥栄ダム流水管理検討業務（一式）

土江秀治中国地方整備局
弥栄ダム管理所広島県大
竹市小方町小方８１３－
１

平成17年7月15日 2,782,500

本業務で改造を行うシステムは、当該業者が作成したもの
であり、著作者人格権が同社に属するため。（会計法第29
条の3第4項） 「その他」

「随意契約によらざ
るを得ないもの」

9967 エヌエス環境（株） 八田原ダム水質浄化施設改良検討業務

石田正和中国地方整備局
八田原ダム管理所広島県
世羅郡世羅町小谷字苦谷
山１１００－１

平成17年8月30日 13,503,000

過年度業務において対象施設で使用する水質浄化資材（濾
材）の比較選定を行ったところ、当該業者が開発し、同社
が特許権を有する資材が選定されたため同社と随意契約を
行うものである。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

9968 緑と生態研究会
温井ダム周辺植栽整理外検討業務（一
式）

岡公雄中国地方整備局温
井ダム管理所広島県山県
郡安芸太田町大字加計１
９５６－２

平成17年6月22日 22,785,000

温井ダム建設当時より試験植栽地における植栽方法の提案
及び現地における追跡調査を手がけ、修景緑化技術と生態
系回復を目指した調査検討の経験・知識を持つ技術者を多
数有していることから、本業務の効率的かつ経済的な遂行
と確実な成果が得られる唯一の機関であるため。（会計法
29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降は
企画競争を実施」

9969 （株）建設技術研究所
温井ダム水源地域ビジョン検討業務
（一式）

岡公雄中国地方整備局温
井ダム管理所広島県山県
郡安芸太田町大字加計１
９５６－２

平成17年6月29日 15,487,500

平成16年度に２ヶ年継続業務としてプロポーザル方式によ
り技術提案を審査した結果、他社より優位であると判断し
たため。（会計法29条の3第4項）

「その他」
「プロポーザル方式
による継続」

9970 （株）海洋河川技術研究所 温井ダム操作規則検討業務（一式）

岡公雄中国地方整備局温
井ダム管理所広島県山県
郡安芸太田町大字加計１
９５６－２

平成17年9月15日 13,923,000

当該業者は、本業務で改造する洪水予測システムを作成
し、同システムの著作者人格権を有する業者であり、本業
務を執行を期待できる唯一の業者であるため。（会計法第
29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

9971 国際航業（株） 雑草を抑制する手法検討業務
谷本尚威中国地方整備局
中国技術事務所広島市安
芸区船越南２－８－１

平成17年4月27日 11,550,000

過年度においてプロポーザル方式により、技術提案書を求
め提案内容が 適であるとして業者を決定したもので、
高度な専門技術力を有し、内容を熟知しており、引き続き
本業務を遂行できる唯一の業者であるため。
（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降は
企画競争を実施」

9972 （財）広島県環境保健協会 底質分析その他業務
谷本尚威中国地方整備局
中国技術事務所広島市安
芸区船越南２－８－１

平成17年5月30日 47,145,000

本業務の実施にあたっては、専門的な知識及び高度な分析
技術者を有するとともに、微量濃度を検出する高度で繊細
な技術が必要であるが、当該法人は、これらに必要な能
力、機器、設備を備えており、本業務を円滑に遂行できる
唯一の機関であるため。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「競争入札に移行」

9973 （株）建設技術研究所 多自然型川づくり評価検討業務
谷本尚威中国地方整備局
中国技術事務所広島市安
芸区船越南２－８－１

平成17年6月17日 14,700,000

本業務は、プロポーザル方式の業務により検討開発してき
た「多自然型河川護岸選定システム」の更なる改良を行う
ものであるが、当該業者は、当システムの開発に携わり、
必要な技術力及びプログラム・データベースを有している
ことから、本業務の履行に必要な条件、要素をすべて満足
し、本業務を円滑に遂行できる総合的かつ高度な専門的技
術力と豊富な経験を有する唯一の機関であるため。（会計
法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて当該事務事業
等の委託等を行わな
い」

9974 （株）日水コン 河川浄化施設調査検討業務
谷本尚威中国地方整備局
中国技術事務所広島市安
芸区船越南２－８－１

平成17年7月6日 8,820,000

当該業者は、平成15年度に標準プロポーザル方式により提
出された技術提案書について審査した結果、提案内容が他
社より優位であったため契約した。当該業者はこれまでの
業務成果についても、現在の河川浄化施設における管理上
の問題点を抽出し、浄化効率の向上に資する施設改良の検
討を行っており、これまでの業務内容を理解し、同一視点
で本業務を遂行できる唯一の会社であるため。（会計法第
29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降は
企画競争を実施」

9975 ㈱長大 道路管理の高度化検討業務
谷本尚威中国技術事務所
広島市安芸区船越南２－
８－１

平成17年9月20日 14,385,000

当該業者は、初年度である平成１６年度に、標準プロポー
ザル方式により提案内容が も優れていたことから調査・
検討業務を行っているとともに、ITS分野におけるICタグ
技術について専門的かつ高度な技術力を有している。当該
業者は、平成１６年度より調査・検討業務を委託した業者
であるため、細部の調査及び業務内容を熟知かつ把握して
おり、本業務を円滑に遂行できる唯一の機関であるため。
（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降は
企画競争を実施」

9976 （株）梓設計 広島県警察学校設計業務
望月常好中国地方整備局
広島県広島市中区上八丁
堀6-30

平成17年7月7日 122,325,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

9977 （株）大建設計 広島県警察機動隊設計業務
望月常好中国地方整備局
広島県広島市中区上八丁
堀6-30

平成17年7月7日 47,775,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

9978 国際航業（株）
中国地方整備局管内河川航空レーザ測
量業務

甲村謙友中国地方整備局
広島県広島市中区上八丁
堀6-30

平成17年12月6日 273,787,500
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

9979 東芝ソリューション㈱ 技術管理高度化検討業務
甲村謙友中国地方整備局
広島県広島市中区上八丁
堀6-30

平成17年12月28日 43,575,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

9980 （株）オリエンタルコンサルタンツ
中国地方ユニバーサルデザイン推進業
務

望月常好中国地方整備局
広島県広島市中区上八丁
堀6-30

平成17年7月19日 8,158,500
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

9981 （株）オリエンタルコンサルタンツ
良好な夜間景観形成に関する調査検討
業務

甲村謙友中国地方整備局
広島県広島市中区上八丁
堀6-30

平成18年2月3日 4,987,500
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

9982 （株）安井建築設計事務所 廿日市合同設計業務
甲村謙友中国地方整備局
広島県広島市中区上八丁
堀6-30

平成18年1月26日 39,900,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

9983 （株）建設技術研究所 品質確保促進に関する検討業務
甲村謙友中国地方整備局
広島県広島市中区上八丁
堀6-30

平成18年1月19日 6,615,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

9984 （株）建設技術研究所 ダム放流方式検討業務
甲村謙友中国地方整備局
広島県広島市中区上八丁
堀6-30

平成18年2月3日 17,850,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

9985 （株）松重建築設計事務所 水産大体育館設計業務
甲村謙友中国地方整備局
広島県広島市中区上八丁
堀6-30

平成17年9月22日 18,795,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

9986 (株)長大 中国地方整備局事業概要他作成業務
甲村謙友中国地方整備局
広島県広島市中区上八丁
堀6-30

平成17年12月26日 4,200,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

9987 （株）福山コンサルタント
地方都市における都市交通戦略検討業
務

甲村謙友中国地方整備局
広島県広島市中区上八丁
堀6-30

平成17年12月27日 6,394,500
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

9988 （株）福山コンサルタント
中国地方の都市再生支援施策調査検討
業務

甲村謙友中国地方整備局
広島県広島市中区上八丁
堀6-30

平成18年2月2日 4,935,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

9989 復建調査設計（株） 地域計画検討基礎資料作成業務
甲村謙友中国地方整備局
広島県広島市中区上八丁
堀6-30

平成17年12月22日 6,825,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

9990 奥出雲町
「新・鉄の道」国際友好都市提携によ
る都市再生

甲村謙友中国地方整備局
広島県広島市中区上八丁
堀6-30

平成17年9月29日 5,586,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

9991 東備讃瀬戸観光懇談会
東備讃瀬戸地域フラワーツーリズム推
進に関する調査・検討

甲村謙友中国地方整備局
広島県広島市中区上八丁
堀6-30

平成18年1月30日 799,050
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

9992
萩・益田・津和野圏域広域連携観光交流推
進協議会

萩・益田・津和野圏域美術館回廊に関
する調査・検討

甲村謙友中国地方整備局
広島県広島市中区上八丁
堀6-30

平成18年1月30日 399,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

9993
隠岐島後地域広域連携観光交流推進協議会
（風待ち海道協議会）

風待ち海道エコツーリズムに関する調
査・検討

甲村謙友中国地方整備局
広島県広島市中区上八丁
堀6-30

平成17年12月12日 798,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

9994
鳥取観光コンベンション協会

上方往来活性化促進に関する調査・検
討

甲村謙友中国地方整備局
広島県広島市中区上八丁
堀6-30

平成18年1月30日 1,680,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

9995 (株)長大 鳥取地域ＩＴＳ調査業務

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年4月28日 29,820,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

9996 復建調査設計（株） 鳥取道路整備検討業務

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年4月28日 21,945,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

9997 (株)福山コンサルタント 鳥取都市圏交通検討業務

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年4月28日 26,460,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

9998 中電技術コンサルタント（株） 狐川排水機場操作検討業務

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年5月11日 17,535,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

9999 (株)アイ・エヌ・エー 千代川緊急時行動計画検討業務

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年5月12日 21,630,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10000 (株)ウェブプラン 管内事業広報業務

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年5月13日 11,025,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10001 (株)千代田コンサルタント 道路事業マネジメント検討業務

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年5月24日 21,000,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10002 中電技術コンサルタント（株） 千代川正常流量検討業務

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年5月25日 10,290,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10003 アジア航測(株) 千代川航空レーザ測量業務

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年5月26日 39,165,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10004 （株）建設技術研究所 千代川河道整備検討業務

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年6月13日 26,040,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10005 (株)ニュージェック 千代川氾濫解析検討業務

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年6月14日 36,120,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10006 （株）東京建設コンサルタント 千代川基本高水検討業務

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年6月14日 20,055,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10007 復建調査設計（株） 鳥取管内橋梁耐震補強設計業務

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年8月26日 48,825,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
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10008 復建調査設計（株）
津ノ井バイパス吉成高架橋詳細設計業
務

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年10月3日 96,390,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10009 （株）長大 道の駅情報提供システム検討業務

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年10月3日 19,740,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10010 日本建設コンサルタント（株） 道路環境マネジメント検討業務

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年10月3日 27,930,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10011 大日本コンサルタント(株) 駟馳山バイパス新川橋詳細設計業務

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年10月11日 35,280,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10012 応用地質（株）
駟馳山バイパス細川地区他軟弱地盤検
討業務

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年10月12日 8,767,500
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10013 (財)日本気象協会 鳥取管内冬期気象予測業務

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年11月30日 6,699,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10014 (株)ニュージェック 鳥取西道路嶋地区外排水検討業務

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年12月27日 18,900,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10015 大日本コンサルタント(株)
鳥取自動車道円通寺第２高架橋詳細設
計業務

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成18年2月23日 53,025,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10016 （株）荒谷建設コンサルタント 天神川環境整備事業評価検討業務

嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所鳥取
県倉吉市福庭町一丁目１
８番地

平成17年6月28日 9,975,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10017 日本工営（株） 天神川砂防事業再評価検討業務

嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所鳥取
県倉吉市福庭町一丁目１
８番地

平成17年9月30日 19,005,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10018 （株）綜合技術コンサルタント 倉吉管内橋梁耐震補強設計業務

嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所鳥取
県倉吉市福庭町一丁目１
８番地

平成17年11月10日 28,245,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10019 （株）建設技術研究所 天神川水系河川整備基本方針検討業務

嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所鳥取
県倉吉市福庭町一丁目１
８番地

平成17年7月5日 34,020,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10020 日本建設コンサルタント（株） 天神川水系土砂管理計画検討業務

嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所鳥取
県倉吉市福庭町一丁目１
８番地

平成17年7月6日 17,797,500
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10021 パシフィックコンサルタンツ（株） 天神川土砂動態モニタリング調査業務

嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所鳥取
県倉吉市福庭町一丁目１
８番地

平成17年8月8日 17,850,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10022 基礎地盤コンサルタンツ（株） 天神川堤防詳細点検業務

嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所鳥取
県倉吉市福庭町一丁目１
８番地

平成17年10月17日 30,135,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10023 住鉱コンサルタント（株） 小鴨川砂防整備計画検討業務

嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所鳥取
県倉吉市福庭町一丁目１
８番地

平成17年11月24日 9,082,500
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10024 中電技術コンサルタント（株） 倉吉管内地域ＩＴＳ高度化検討業務

嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所鳥取
県倉吉市福庭町一丁目１
８番地

平成17年12月16日 13,125,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10025 （株）オリエンタルコンサルタンツ 冬期の交通動態調査検討業務

嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所鳥取
県倉吉市福庭町一丁目１
８番地

平成17年12月27日 9,765,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10026 （株）福山コンサルタント 倉吉管内交通量推計他業務

嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所鳥取
県倉吉市福庭町一丁目１
８番地

平成17年12月28日 16,905,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10027 日本建設コンサルタント（株） 赤碕第４高架橋他詳細設計業務

嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所鳥取
県倉吉市福庭町一丁目１
８番地

平成18年1月16日 48,667,500
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10028 新日本技研（株） 勝田川橋詳細設計業務

嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所鳥取
県倉吉市福庭町一丁目１
８番地

平成18年1月17日 21,000,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10029 (株)ウェブプラン 倉吉河川国道事務所管内広報作業

嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所鳥取
県倉吉市福庭町一丁目１
８番地

平成17年9月6日 12,630,450
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10030 倉吉市

「若者いきいきｶﾌｪ実験調査事業～大学
と地域の連携による中心市街地の再
生」調査

嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所鳥取
県倉吉市福庭町一丁目１
８番地

平成17年9月12日 5,586,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10031 （株）建設技術研究所
日野川水系河川整備基本方針等検討業
務

茅原伸喜中国地方整備局
日野川河川事務所鳥取県
米子市古豊千６７８

平成17年7月6日 27,825,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10032 （株）建設技術研究所 大山砂防日野川砂防基本計画検討業務
茅原伸喜中国地方整備局
日野川河川事務所鳥取県
米子市古豊千６７８

平成17年10月17日 13,020,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10033 (株)ニュージェック 菅沢ダム小規模放流設備外設計業務
茅原伸喜中国地方整備局
日野川河川事務所鳥取県
米子市古豊千６７８

平成17年10月20日 27,930,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10034 日本建設コンサルタント（株） 日野川流域総合土砂管理検討業務
茅原伸喜中国地方整備局
日野川河川事務所鳥取県
米子市古豊千６７８

平成17年11月1日 18,060,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10035 応用地質（株）
大山砂防日野川流域土砂流出機構調査
業務

茅原伸喜中国地方整備局
日野川河川事務所鳥取県
米子市古豊千６７８

平成17年11月29日 15,540,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10036 中電技術コンサルタント（株） 殿ダム試験湛水計画概略検討業務
金山義延中国地方整備局
殿ダム工事事務所鳥取市
国府町宮下１２２１番地

平成17年8月10日 9,870,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10037 （株）建設技術研究所 殿ダム地域資料収集・分析業務
金山義延中国地方整備局
殿ダム工事事務所鳥取市
国府町宮下１２２１番地

平成17年9月22日 7,035,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10038 中電技術コンサルタント（株） 殿ダム土捨場設計業務
金山義延中国地方整備局
殿ダム工事事務所鳥取市
国府町宮下１２２１番地

平成18年2月6日 4,305,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10039 （株）建設技術研究所 高津川河川整備計画検討業務
宮原慎中国地方整備局浜
田河川国道事務所島根県
浜田市相生町３９７３

平成17年5月11日 38,430,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10040 (株)ウェブプラン 浜田管内事業広報
宮原慎中国地方整備局浜
田河川国道事務所島根県
浜田市相生町３９７３

平成17年7月29日 26,344,500
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10041 中電技術コンサルタント（株）
江の川・高津川洪水予測システム改修
業務

宮原慎中国地方整備局浜
田河川国道事務所島根県
浜田市相生町３９７３

平成17年8月15日 18,900,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10042 (株)ウェブプラン しまね建設技術展２００５企画・運営
宮原慎中国地方整備局浜
田河川国道事務所島根県
浜田市相生町３９７３

平成17年8月23日 15,865,500
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10043 （株）ウエスコ
国道１９１号中吉田電線共同溝詳細設
計業務

宮原慎中国地方整備局浜
田河川国道事務所島根県
浜田市相生町３９７３

平成17年9月13日 10,447,500
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10044 中電技術コンサルタント（株） 石見地域道路情報システム検討業務
宮原慎中国地方整備局浜
田河川国道事務所島根県
浜田市相生町３９７３

平成17年9月27日 18,795,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10045 新日本技研（株）
浜田・三隅道路白砂高架橋外詳細設計
業務

宮原慎中国地方整備局浜
田河川国道事務所島根県
浜田市相生町３９７３

平成17年12月16日 42,525,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10046 （株）綜合技術コンサルタント 三隅益田間環境調査業務
宮原慎中国地方整備局浜
田河川国道事務所島根県
浜田市相生町３９７３

平成17年12月15日 8,988,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10047 パシフィックコンサルタンツ（株） 浜田管内橋梁補修設計業務
宮原慎中国地方整備局浜
田河川国道事務所島根県
浜田市相生町３９７３

平成17年12月26日 21,525,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10048 （株）ウエスコ 放水路半分地区弱層対策設計業務
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年6月23日 17,220,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10049 応用地質（株） 放水路大津地区軟弱地盤対策設計業務
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年7月6日 26,250,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10050 （有）日本シジミ研究所 中海宍道湖魚介類調査業務
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年7月12日 35,700,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10051 （株）建設技術研究所 斐伊川河道計画検討業務
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年7月15日 23,047,500
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10052 日本建設コンサルタント（株） 放水路分流地点観測検討業務
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年9月1日 9,502,500
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10053 日本建設コンサルタント（株） 中海・宍道湖湖岸堤防構造検討業務
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年9月20日 25,882,500
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10054 （株）東京建設コンサルタント 放水路分流堰詳細設計業務
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年9月21日 69,006,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10055 （株）ウエスコ 斐伊川水系下流域湿性地調査業務
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年11月11日 8,610,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10056 （株）建設技術研究所 大橋川河道計画外検討業務
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年11月21日 20,475,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10057 （株）建設技術研究所 中海本庄水域流動観測業務
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年11月28日 35,280,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10058 パシフィックコンサルタンツ（株） 宍道湖・中海水環境広報企画検討業務
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成18年1月4日 4,935,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10059 パシフィックコンサルタンツ（株） 斐伊川水系浸水被害等検討業務
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成18年1月24日 22,890,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10060 (株)アイ・エヌ・エー 斐伊川下流堤防浸透調査検討業務
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成18年2月3日 33,600,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10061 中電技術コンサルタント（株） 志津見ダム電気設備基本設計業務

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成17年11月1日 14,175,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10062 日本工営（株） 尾原ダム非常用放流設備設計業務

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成18年3月16日 20,475,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10063 （株）エイトコンサルタント 尾原ダム残土処理場計画検討業務

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成17年10月26日 11,077,500
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10064 中電技術コンサルタント（株） 尾原ダム管理用発電実施設計業務

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成18年3月15日 22,575,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10065 復建調査設計（株） 福波第２高架橋詳細設計業務
島村喜一中国地方整備局
松江国道事務所松江市西
津田2-6-28

平成17年5月18日 69,930,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10066 （株）綜合技術コンサルタント 出雲仁摩道路評価書作成業務
島村喜一中国地方整備局
松江国道事務所松江市西
津田2-6-28

平成17年6月16日 13,912,500
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10067 復建調査設計（株） 松江管内道路マネジメント検討業務
島村喜一中国地方整備局
松江国道事務所松江市西
津田2-6-28

平成17年7月1日 34,545,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10068 （株）オリエンタルコンサルタンツ 新神立橋景観検討業務
島村喜一中国地方整備局
松江国道事務所松江市西
津田2-6-28

平成17年7月4日 10,185,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10069 （株）エブリプラン 松江道路管内地域づくり等支援業務
島村喜一中国地方整備局
松江国道事務所松江市西
津田2-6-28

平成17年7月15日 18,375,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10070 (株)ウェブプラン 松江国道管内事業広報作業
島村喜一中国地方整備局
松江国道事務所松江市西
津田2-6-28

平成17年7月19日 16,569,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10071 復建調査設計（株） 松江国道管内標識設計業務
島村喜一中国地方整備局
松江国道事務所松江市西
津田2-6-28

平成17年10月17日 22,785,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10072 新日本技研（株） 湯迫高架橋詳細設計業務
島村喜一中国地方整備局
松江国道事務所松江市西
津田2-6-28

平成17年10月28日 21,819,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10073 新日本技研（株） 管内橋梁耐震設計業務
島村喜一中国地方整備局
松江国道事務所松江市西
津田2-6-28

平成17年11月28日 34,545,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10074 （株）オリエンタルコンサルタンツ
国道９号他（宍道湖周辺地域）景観整
備計画検討業務

島村喜一中国地方整備局
松江国道事務所松江市西
津田2-6-28

平成18年1月16日 5,313,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10075 （株）福山コンサルタント
松江都市圏交通需要マネジメント検討
業務

島村喜一中国地方整備局
松江国道事務所松江市西
津田2-6-28

平成18年1月16日 18,480,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10076 国際航業（株） 玉湯地区景観検討業務
島村喜一中国地方整備局
松江国道事務所松江市西
津田2-6-28

平成18年1月24日 3,129,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10077 （株）建設技術研究所
坂根堰放流設備制御装置実施設計業務
（詳細設計外一式）

浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町2－4－36

平成17年7月11日 12,390,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10078 日本工営（株）
百間川河口水門制御設備更新検討業務
（検討作業外一式）

浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町2－4－36

平成17年7月11日 7,875,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10079 （株）エイトコンサルタント
旭川流域事業調整資料作成業務（資料
作成外一式）

浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町2－4－36

平成17年7月20日 28,560,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10080 中電技術コンサルタント（株）
旭川水系河川整備基本方針他検討業務
（検討作業外一式）

浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町2－4－36

平成17年9月6日 41,055,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10081 (株)ニュージェック
旭川堤防詳細点検業務（地質調査外一
式）

浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町2－4－36

平成17年9月14日 35,700,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10082 （株）ウエスコ
旭川植生モニタリング調査業務（モニ
タリング調査外一式）

浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町2－4－36

平成17年9月30日 9,397,500
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10083 日本建設コンサルタント（株）
吉井川堤防詳細点検業務（地質調査外
一式）

浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町2－4－36

平成17年10月28日 31,290,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10084 （株）建設技術研究所
高梁川堤防詳細点検業務（地質調査外
一式）

浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町2－4－36

平成17年11月18日 35,490,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10085 日本工営（株）
坂根堰外ゲート修繕設計業務（修繕設
計一式）

浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町2－4－36

平成17年12月22日 8,715,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10086 （株）東京建設コンサルタント
百間川河口水門操作規則検討業務（検
討作業外一式）

浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町2－4－36

平成18年2月22日 4,935,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10087
ＮＰＯ法人旭川を日本一美しい川に育てる
会

旭川アダプト・プログラム運営業務委
託

浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町2－4－36

平成17年5月18日 4,960,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10088 （株）建設環境研究所 苫田ダム自然環境調査業務

本多卓志中国地方整備局
苫田ダム管理所岡山県苫
田郡鏡野町久田下原１５
９２－４

平成17年7月21日 81,427,500
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10089 川崎地質（株） 苫田ダム深浅測量業務

本多卓志中国地方整備局
苫田ダム管理所岡山県苫
田郡鏡野町久田下原１５
９２－４

平成17年12月16日 10,815,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
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にその所属する部局の名
称及び所在地

10090 日本技術開発（株） 吉田地区環境検討業務

加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山県
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年6月14日 33,757,500
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10091 （株）福山コンサルタント 岡山都市圏交通円滑化推進業務

加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山県
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年6月28日 20,580,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10092 （株）福山コンサルタント
岡山環状道路北西部地区整備効果検討
業務

加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山県
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年7月20日 23,625,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10093 （株）ウエスコ 岡山市西部交通影響予測業務

加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山県
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年7月21日 10,815,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10094 復建調査設計（株） 岡山県内道路整備効果調査検討業務

加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山県
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年7月15日 35,595,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10095 （株）長大 岡山市中心部渋滞対策広報検討業務

加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山県
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年7月20日 21,000,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10096 復建調査設計（株） 道路供用効果調査分析業務

加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山県
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年8月11日 20,265,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10097 （株）長大 岡山国道広報支援業務

加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山県
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年8月19日 19,110,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10098 （株）建設環境研究所 一般国道５３号景観整備検討業務

加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山県
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年8月23日 17,640,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10099 （株）長大 路面情報提供システム構築業務

加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山県
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年9月5日 11,497,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10100 中電技術コンサルタント（株） 岡山西部橋梁耐震設計業務

加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山県
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年10月14日 16,800,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10101 復建調査設計（株） 岡山東部橋梁耐震設計業務

加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山県
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年10月13日 35,805,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10102 （株）福山コンサルタント
国道２号岡山市内立体事業等交通解析
検討業務

加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山県
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年11月25日 21,105,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10103 復建調査設計（株）
吉備ＳＡスマートＩＣ社会実験評価分
析業務

加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山県
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年12月1日 36,330,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10104 （株）ヒロコン 玉島周辺地区幹線道路網状況調査業務

加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山県
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年12月19日 7,875,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10105 （株）福山コンサルタント 主要渋滞ポイント対策検討業務

加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山県
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年12月19日 27,300,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10106 中電技術コンサルタント（株） 渋滞発生要因分析業務

加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山県
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年12月19日 14,700,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10107 日本技術開発（株） 岡山地区共同溝検討業務

加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山県
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年12月20日 9,975,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10108 三井共同建設コンサルタント（株） 岡山西２－３工区共同溝検討業務

加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山県
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年12月19日 30,450,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10109 パシフィックコンサルタンツ（株） 岡山管内交通事故対策検討業務

加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山県
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年12月21日 14,175,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10110 パシフィックコンサルタンツ（株） 岡山地区共同溝監視検討業務

加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山県
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年12月27日 19,425,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10111 （株）綜合技術コンサルタント
大原西粟倉地区環境影響調査その２業
務

加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山県
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成18年1月6日 5,460,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10112 新日本技研（株） 米倉高架橋ノージョイント検討業務

加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山県
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成18年1月10日 13,125,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10113 国際航業（株） 岡山国道通信管路調査業務

加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山県
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成18年1月11日 28,140,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10114 パシフィックコンサルタンツ（株） 岡山国道管内橋梁他補修設計業務

加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山県
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成18年1月11日 14,910,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10115 (株)福山コンサルタント 福山都市圏交通転換支援検討業務

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年6月24日 24,517,500
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10116 日本建設コンサルタント（株）
福山管内道路事業マネジメント検討業
務

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年11月28日 9,975,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10117 復建調査設計（株） 三原地区路線計画基礎調査業務

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年12月7日 7,035,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10118 復建調査設計（株） 南本庄他歩道設置検討業務

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年12月9日 30,912,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10119 日本建設コンサルタント（株） 福山道路構造検討業務

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年12月26日 6,457,500
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10120 日本工営（株） 今津ＰＡ情報提供設備検討業務

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年12月27日 11,235,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10121 電設コンサルタント(株)
福山管内電気通信施設高度化等検討業
務

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成18年1月20日 13,650,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」
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10122 復建調査設計（株） 福山地区歩道設計他業務

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成18年3月30日 39,950,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10123 （株）ウエスコ 三原地区歩道設計他業務

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成18年3月30日 39,375,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10124 応用地質（株） 芦田川堤防詳細調査業務

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年12月12日 45,255,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10125 日本建設コンサルタント（株） 芦田川目崎地区河道基本設計業務

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成18年1月30日 20,160,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10126 川崎地質（株） 芦田川堤防詳細調査その２業務

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成18年3月30日 41,685,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10127 復建調査設計（株） 江の川植物調査業務

島田淳次中国地方整備局
三次河川国道事務所広島
県三次市十日市西６－２
－１

平成17年4月25日 46,200,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10128 エヌエス環境（株） 鍵掛峠道路環境影響評価業務

島田淳次中国地方整備局
三次河川国道事務所広島
県三次市十日市西６－２
－１

平成17年6月23日 27,090,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10129 （株）建設技術研究所 江の川流域連携支援業務

島田淳次中国地方整備局
三次河川国道事務所広島
県三次市十日市西６－２
－１

平成17年6月30日 9,450,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10130 （株）綜合技術コンサルタント 尾道松江線環境調査業務

島田淳次中国地方整備局
三次河川国道事務所広島
県三次市十日市西６－２
－１

平成17年8月2日 31,395,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10131 中電技術コンサルタント（株） 江の川河川整備基本方針検討業務

島田淳次中国地方整備局
三次河川国道事務所広島
県三次市十日市西６－２
－１

平成17年8月26日 42,315,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10132 中電技術コンサルタント（株） 江の川上流環境整備事業評価検討業務

島田淳次中国地方整備局
三次河川国道事務所広島
県三次市十日市西６－２
－１

平成17年9月1日 9,765,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10133 （株）長大
中山間地域における道路整備計画他調
査業務

島田淳次中国地方整備局
三次河川国道事務所広島
県三次市十日市西６－２
－１

平成17年9月7日 13,125,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10134 （株）建設技術研究所 江の川上流河川整備検討業務

島田淳次中国地方整備局
三次河川国道事務所広島
県三次市十日市西６－２
－１

平成17年11月9日 10,710,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10135 日本技術開発（株）
国道54号三次管内トンネル補修設計業
務

島田淳次中国地方整備局
三次河川国道事務所広島
県三次市十日市西６－２
－１

平成17年11月16日 18,322,500
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10136 （株）第一エージェンシー 太田川河川事務所広報補助
水野雅光中国地方整備局
太田川河川事務所広島市
中区八丁堀３－２０

平成17年4月15日 8,935,500
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10137 日本ミクニヤ（株） 太田川魚介類生息環境検討業務
水野雅光中国地方整備局
太田川河川事務所広島市
中区八丁堀３－２０

平成17年7月21日 13,702,500
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10138 復建調査設計（株） 天満川高潮堤防影響検討業務
水野雅光中国地方整備局
太田川河川事務所広島市
中区八丁堀３－２０

平成17年8月2日 25,935,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10139 中電技術コンサルタント（株） 小瀬川環境整備事業評価検討業務
水野雅光中国地方整備局
太田川河川事務所広島市
中区八丁堀３－２０

平成17年8月23日 5,775,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10140 中電技術コンサルタント（株）
広島西部山系自然環境配慮型砂防事業
検討業務

水野雅光中国地方整備局
太田川河川事務所広島市
中区八丁堀３－２０

平成17年10月3日 19,740,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10141 基礎地盤コンサルタンツ（株） 太田川・小瀬川堤防詳細点検業務
水野雅光中国地方整備局
太田川河川事務所広島市
中区八丁堀３－２０

平成17年11月21日 39,984,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10142 （株）東京建設コンサルタント 太田川浸水予想システム作成業務
水野雅光中国地方整備局
太田川河川事務所広島市
中区八丁堀３－２０

平成18年1月31日 25,200,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10143 中電技術コンサルタント（株） 小瀬川河川整備基本方針検討業務
水野雅光中国地方整備局
太田川河川事務所広島市
中区八丁堀３－２０

平成18年3月6日 4,620,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10144 （株）荒谷建設コンサルタント 灰塚ダム知和地区整備検討業務

秋山良壮中国地方整備局
江の川総合開発工事事務
所広島県庄原市三日市町
６６７－１

平成17年9月7日 5,670,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10145 朝日製版印刷㈱ 広報誌「安芸の道」制作
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年6月14日 13,650,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10146 朝日製版印刷㈱ 管内事業広報検討制作
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年7月4日 14,870,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10147 東芝ソリューション㈱ 道路情報等提供システム開発業務
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年12月27日 11,760,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10148 復建調査設計（株） 平野橋外耐震補強設計業務
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年6月3日 21,420,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10149 新日本技研（株） 広大橋外耐震補強設計業務
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年6月3日 37,170,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10150 （株）福山コンサルタント 一般国道185号道路整備検討業務
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年6月16日 25,095,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10151 復建調査設計（株） 業績計画書他資料作成業務
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年6月16日 30,660,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10152 日本技術開発（株） 仁方トンネル補修設計業務
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年6月20日 12,736,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10153 （株）オリエンタルコンサルタンツ 事故危険個所の評価、対策検討業務
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年6月23日 18,228,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10154 （株）長大 広国管内橋梁補修設計業務
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年7月6日 29,295,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10155 パシフィックコンサルタンツ（株） 将来交通量推計他資料作成業務
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年8月9日 28,665,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10156 （株）千代田コンサルタント 東広島・呉道路工事計画検討業務
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年8月10日 35,805,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10157 （株）荒谷建設コンサルタント 東広島・呉道路緑化計画等検討業務
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年8月22日 34,230,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10158 （株）東京建設コンサルタント 東広島・呉道路小滝川橋詳細設計業務
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年9月12日 37,590,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10159 （株）福山コンサルタント
広島・呉都市圏交通需要マネジメント
検討業務

上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年9月16日 19,740,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10160 （株）エミック 郷原トンネル外機械設備詳細設計業務
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年10月4日 19,425,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10161 復建調査設計（株）
東広島・呉道路津江高架橋詳細設計業
務

上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年10月14日 46,725,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10162 （株）建設技術研究所
東広島・呉道路二級峡第三橋詳細設計
業務

上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年10月14日 32,760,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所
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にその所属する部局の名
称及び所在地

10163 新日本技研（株）
広島南道路元安川橋詳細設計（その
１）業務

上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年11月29日 63,525,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10164 （株）オリエンタルコンサルタンツ
広島南道路元安川橋詳細設計（その
２）業務

上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年12月1日 25,200,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10165 パシフィックコンサルタンツ（株）
広島南道路元安川橋詳細設計（その
３）業務

上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年12月2日 42,735,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10166 中電技術コンサルタント（株）
広島南道路元安川橋詳細設計（その
４）業務

上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年11月29日 38,640,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10167 （株）荒谷建設コンサルタント
一般国道185号呉市仁方地区道路予備設
計等業務

上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成18年1月19日 12,390,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10168 （株）ウエスコ 呉市仁方地区道路環境検討業務
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成18年1月26日 7,276,500
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10169 復建調査設計（株） 下関都市圏道路網整備検討業務
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年7月28日 12,600,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10170 （株）長大 岩国大竹道路他環境検討業務
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年8月25日 17,010,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10171 (株)ニュージェック 佐波川河床変動予測検討業務
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年9月2日 24,465,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10172 (株)福山コンサルタント 萩東地域道路整備検討業務
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年9月8日 12,495,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10173 中電技術コンサルタント（株） 山口バイパス外道路整備効果検討業務
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年9月9日 6,405,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10174 （株）荒谷建設コンサルタント 死傷事故率低減対策検討業務
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年9月28日 19,635,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10175 （株）長大 山口管内沿道環境整備計画検討業務
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年11月2日 31,290,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10176 日本建設コンサルタント（株） 佐波川河川整備基本方針検討業務
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年11月15日 51,660,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10177 基礎地盤コンサルタンツ(株) 佐波川河川堤防安全性検討業務
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年11月18日 35,385,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10178 日本技術開発（株） 管内北部橋梁補修設計業務
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年11月17日 52,080,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10179 (株)ウェザーニュース 山口管内冬期気象予測業務
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年12月12日 5,260,500
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10180 (株)福山コンサルタント 山口県交通量推計業務
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年12月15日 9,660,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10181 復建調査設計（株）
平成17年度宇部・楠地区道路計画検討
業務

中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成18年2月22日 6,877,500
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10182 (株)オリエンタルコンサルタンツ 下関市都市圏交通円滑化検討業務
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成18年2月21日 4,830,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10183 新日本技研（株） 管内西部橋梁補修設計業務
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成18年3月10日 52,552,500
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10184 パシフィックコンサルタンツ（株）
中国地方スマートＩＣ社会実験分析業
務（一式）

山田周一中国地方整備局
中国幹線道路調査事務所
山口県岩国市今津町１丁
目１３－２２

平成17年4月27日 25,830,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10185 中電技術コンサルタント（株） 地域情報提供検討業務（一式）

山田周一中国地方整備局
中国幹線道路調査事務所
山口県岩国市今津町１丁
目１３－２２

平成17年6月1日 30,660,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10186 復建調査設計（株）
中国地方中長期道路整備計画検討業務
（一式）

山田周一中国地方整備局
中国幹線道路調査事務所
山口県岩国市今津町１丁
目１３－２２

平成17年6月20日 25,882,500
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10187 （株）福山コンサルタント 道路交通センサス集計業務（一式）

山田周一中国地方整備局
中国幹線道路調査事務所
山口県岩国市今津町１丁
目１３－２２

平成17年7月15日 29,925,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10188 復建調査設計（株）
岩国地域道路網整備計画検討業務（一
式）

山田周一中国地方整備局
中国幹線道路調査事務所
山口県岩国市今津町１丁
目１３－２２

平成17年7月15日 35,595,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10189 （株）福山コンサルタント
広域道路計画基礎資料作成業務（一
式）

山田周一中国地方整備局
中国幹線道路調査事務所
山口県岩国市今津町１丁
目１３－２２

平成17年7月21日 14,910,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10190 復建調査設計（株） 山陰道整備方針検討業務（一式）

村尾好昭中国地方整備局
中国幹線道路調査事務所
山口県岩国市今津町１丁
目１３－２２

平成17年10月18日 20,737,500
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10191 （株）長大 道路基礎データ等活用検討業務

村尾好昭中国地方整備局
中国幹線道路調査事務所
山口県岩国市今津町１丁
目１３－２２

平成17年12月2日 15,015,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10192 復建調査設計（株） 管内道路走行評価分析業務（一式）

村尾好昭中国地方整備局
中国幹線道路調査事務所
山口県岩国市今津町１丁
目１３－２２

平成18年1月10日 49,980,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10193 （株）ヒロコン 関門海峡道路構造検討業務（一式）

村尾好昭中国地方整備局
中国幹線道路調査事務所
山口県岩国市今津町１丁
目１３－２２

平成18年2月14日 9,765,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10194 （株）建設技術研究所 土師ダム下流河川環境対策検討業務

永田智久中国地方整備局
土師ダム管理所広島県安
芸高田市八千代町土師３
６９－２４

平成17年5月27日 18,585,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10195 （株）建設技術研究所 弥栄周辺環境整備検討業務

土江秀治中国地方整備局
弥栄ダム管理所広島県大
竹市小方町小方８１３－
１

平成17年6月24日 3,045,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10196 （株）建設技術研究所 八田原ダム水源地域ビジョン策定業務

石田正和中国地方整備局
八田原ダム管理所広島県
世羅郡世羅町小谷字苦谷
山１１００－１

平成17年11月1日 9,555,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10197 （株）環境調査技術研究所 八田原ダム水質保全対策検討業務

石田正和中国地方整備局
八田原ダム管理所広島県
世羅郡世羅町小谷字苦谷
山１１００－１

平成17年12月27日 8,925,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10198 （株）荒谷建設コンサルタント
温井ダム猛禽類繁殖状況調査業務（一
式）

岡公雄中国地方整備局温
井ダム管理所広島県山県
郡安芸太田町大字加計１
９５６－２

平成17年10月14日 11,340,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10199 エヌエス環境（株） 温井ダム鳥類調査外業務（一式）

岡公雄中国地方整備局温
井ダム管理所広島県山県
郡安芸太田町大字加計１
９５６－２

平成18年2月13日 4,462,500
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10200 （株）ウエスコ 温井ダム下流状況調査業務（一式）

岡公雄中国地方整備局温
井ダム管理所広島県山県
郡安芸太田町大字加計１
９５６－２

平成18年3月7日 9,555,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10201 ニチレキ㈱ 路面性状予測に関する検討業務
谷本尚威中国技術事務所
広島市安芸区船越南２－
８－１

平成17年11月18日 16,485,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10202 日本工営（株）
刈草ＲＤＦ炭化物に関する調査検討業
務

谷本尚威中国技術事務所
広島市安芸区船越南２－
８－１

平成17年12月27日 7,035,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10203 菱明技研㈱
コンクリート構造物配筋施工管理調査
検討業務

谷本尚威中国技術事務所
広島市安芸区船越南２－
８－１

平成17年12月28日 13,125,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10204 パシフィックコンサルタンツ（株） 骨材資源活用検討業務
谷本尚威中国技術事務所
広島市安芸区船越南２－
８－１

平成18年1月16日 10,815,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
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にその所属する部局の名
称及び所在地

10205 日本工営（株）
フレッシュコンクリート測定方法検討
業務

谷本尚威中国技術事務所
広島市安芸区船越南２－
８－１

平成18年1月27日 7,980,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10206 （株）長大 地域計画研修他資料作成業務
谷本尚威中国技術事務所
広島市安芸区船越南２－
８－１

平成18年1月31日 4,935,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10207 （株）ＬＡＴ みのりの里等植栽実施設計業務

若槻幹穗中国地方整備局
国営備北丘陵公園事務所
広島県庄原市三日市町２
０－１３

平成18年1月20日 15,750,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10208 中電技術コンサルタント（株） 備北公園ホームページ作成

若槻幹穗中国地方整備局
国営備北丘陵公園事務所
広島県庄原市三日市町２
０－１３

平成17年12月21日 10,605,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10209 （株）広宣
国営備北丘陵公園開園１０周年記念誌
編集作業

若槻幹穗中国地方整備局
国営備北丘陵公園事務所
広島県庄原市三日市町２
０－１３

平成18年1月26日 4,725,000
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10210 （株）テイ・エス・エス・ソフトウエア ホームページ作成
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年5月13日 5,567,520
技術的に 適な者を特定するためにプロポーザル方式を採
用したため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10211 島根県土地開発公社 用地取得事務委託契約
望月常好中国地方整備局
広島県広島市中区上八丁
堀6-30

平成17年5月16日 23,541,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10212 岡山県土地開発公社 用地取得事務委託契約
甲村謙友中国地方整備局
広島県広島市中区上八丁
堀6-30

平成18年1月16日 3,378,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10213 (財)広島市文化財団
広島法務総合庁舎新営工事に伴う埋蔵
文化財発掘調査業務

望月常好中国地方整備局
広島県広島市中区上八丁
堀6-30

平成17年4月22日 107,113,950 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10214 (財)広島市文化財団
広島法務総合庁舎新営工事に伴う埋蔵
文化財発掘調査その２業務

甲村謙友中国地方整備局
広島県広島市中区上八丁
堀6-30

平成18年3月31日 92,137,500 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10215 中国高速バスロケーション推進協議会
高速バスの走行履歴情報収集及び位置
情報収集システム導入に関する業務

甲村謙友中国地方整備局
広島県広島市中区上八丁
堀6-30

平成18年2月8日 208,120,500 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10216 国立大学法人鳥取大学
千代川流域圏における自然的・人文的
特性に関する総合研究

安田 泰二
中国地方整備局鳥取河川
国道事務所
鳥取県鳥取市田園町４－
４００

平成17年7月13日 4,095,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10217 国立大学法人鳥取大学
千代川上流域における土砂還元方式の
影響と効果に関する総合研究

安田 泰二
中国地方整備局鳥取河川
国道事務所
鳥取県鳥取市田園町４－
４００

平成17年6月2日 5,993,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10218 国立大学法人鳥取大学
千代川河口部における土砂移動メカニ
ズム調査と解析に関する総合研究

安田 泰二
中国地方整備局鳥取河川
国道事務所
鳥取県鳥取市田園町４－
４００

平成17年6月2日 6,240,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10219 国立大学法人鳥取大学 堤防の質的管理に関する研究

安田 泰二
中国地方整備局鳥取河川
国道事務所
鳥取県鳥取市田園町４－
４００

平成17年7月4日 4,966,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10220 国立大学法人鳥取大学
河岸浸食、河床変動、樹木群倒伏調査
と分析に関する研究

安田 泰二
中国地方整備局鳥取河川
国道事務所
鳥取県鳥取市田園町４－
４００

平成17年7月13日 4,914,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
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契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10221 鳥取市 湯所川排水機場外操作

安田 泰二
中国地方整備局鳥取河川
国道事務所
鳥取県鳥取市田園町４－
４００

平成17年4月1日 9,093,183 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10222 鳥取県 千代川指定区間調査

安田 泰二
中国地方整備局鳥取河川
国道事務所
鳥取県鳥取市田園町４－
４００

平成17年7月26日 1,000,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10223 西日本旅客鉄道(株)米子支社
一般国道９号青谷インター線（仮称）
道路改築事業に伴う山陰本線浜村・青
谷間八束水跨線橋新設

望月常好中国地方整備局
広島県広島市中区上八丁
堀6-30

平成17年7月29日 14,571,477 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10224
エヌ・ティ・ティインフラネット(株)中国
支店

秋里電線共同溝の引込管及び連系管の
整備

安田 泰二
中国地方整備局鳥取河川
国道事務所
鳥取県鳥取市田園町４ー
４００

平成18年2月17日 1,984,290 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10225 鳥取市 青谷町内外歩道除雪作業

安田 泰二
中国地方整備局鳥取河川
国道事務所
鳥取県鳥取市田園町４ー
４００

平成17年11月30日 329,361 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10226 岩美町 岩美町内歩道除雪作業

安田 泰二
中国地方整備局鳥取河川
国道事務所
鳥取県鳥取市田園町４ー
４００

平成17年11月30日 71,522 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10227 八頭町 八頭町内歩道除雪作業

安田 泰二
中国地方整備局鳥取河川
国道事務所
鳥取県鳥取市田園町４ー
４００

平成17年11月30日 219,932 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10228 若桜町 若桜町内歩道除雪作業

安田 泰二
中国地方整備局鳥取河川
国道事務所
鳥取県鳥取市田園町４ー
４００

平成17年11月30日 105,969 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10229 智頭町 智頭町内歩道除雪作業

安田 泰二
中国地方整備局鳥取河川
国道事務所
鳥取県鳥取市田園町４ー
４００

平成17年11月30日 72,582 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10230 鳥取県

一般国道９号（東伯中山道路）の改築
に伴う埋蔵文化財発掘調査

嘉本昭夫
中国地方整備局倉吉河川
国道事務所
倉吉市福庭町1-18

平成17年4月1日 194,139,816 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10231 鳥取県

一般国道９号（名和淀江道路）の改築
に伴う埋蔵文化財発掘調査

嘉本昭夫
中国地方整備局倉吉河川
国道事務所
倉吉市福庭町1-18

平成17年4月1日 188,301,196 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10232 大山町
阿弥陀川橋架替工事に係る平成１７年
度委託費

望月常好中国地方整備局
広島県広島市中区上八丁
堀6-30

平成17年6月3日 37,908,045 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10233 ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ（株）
一般国道９号米子地区電線共同溝（久
米町工区）引込管路工事

嘉本昭夫
中国地方整備局倉吉河川
国道事務所
倉吉市福庭町1-18

平成17年6月24日 471,240 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10234 ＫＤＤＩ（株）
一般国道９号（米子道路）における電
気通信設備保守

嘉本昭夫
中国地方整備局倉吉河川
国道事務所
倉吉市福庭町1-18

平成17年4月1日 46,246 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10235 ＫＤＤＩ（株）
米子道路と岡山米子線との連結に伴う
通信用ケーブル移設工事

甲村謙友
中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成18年2月2日 1,334,744 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
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10236 国立大学法人鳥取大学
殿ダム貯水池内及びダム下流河川の水
質予測評価

金山 義延
中国地方整備局殿ダム工
事事務所
鳥取市国府町宮下１２２
１番地

平成17年6月22日 21,245,900 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10237 川本町 樋門等操作委託料

宮原 慎
中国地方整備局浜田河川
国道事務所
島根県浜田市相生町３９
７３

平成17年4月1日 1,239,525 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10238 美郷町 樋門等操作委託料

宮原 慎
中国地方整備局浜田河川
国道事務所
島根県浜田市相生町３９
７３

平成17年4月1日 1,248,765 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10239 江津市 樋門等操作委託料

宮原 慎
中国地方整備局浜田河川
国道事務所
島根県浜田市相生町３９
７３

平成17年4月1日 2,497,845 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10240 益田市 樋門等操作委託料

宮原 慎
中国地方整備局浜田河川
国道事務所
島根県浜田市相生町３９
７３

平成17年4月1日 4,583,355 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10241 島根県教育委員会 埋蔵文化財発掘調査

宮原 慎
中国地方整備局
浜田河川国道事務所
島根県浜田市相生町３９
７３

平成17年4月1日 166,000,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10242 美郷町 邑智堤防外除草

宮原 慎
中国地方整備局浜田河川
国道事務所
島根県浜田市相生町３９
７３

平成17年6月1日 2,230,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10243 川本町 川本堤防除草

宮原 慎
中国地方整備局浜田河川
国道事務所
島根県浜田市相生町３９
７３

平成17年6月1日 2,170,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10244 江津市 大貫堤防外除草

宮原 慎
中国地方整備局浜田河川
国道事務所
島根県浜田市相生町３９
７３

平成17年6月1日 790,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10245 西日本旅客鉄道（株）米子支社
波子側道橋新設及び波子跨線橋外２耐
震補強工事委託

望月 常好
中国地方整備局
広島県広島市中区上八丁
堀６番３０号

平成17年7月1日 111,930,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10246
エヌ・ティ・ティ・インフラネット（株）
中国支店

殿町電線共同溝の引込管路の整備に関
する委託（その１）

宮原 慎
中国地方整備局
浜田河川国道事務所
島根県浜田市相生町３９
７３

平成18年1月18日 4,253,165 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10247
エヌ・ティ・ティ・インフラネット（株）
中国支店

殿町電線共同溝の引込管路の整備に関
する委託（その２）

宮原 慎
中国地方整備局
浜田河川国道事務所
島根県浜田市相生町３９
７３

平成18年1月18日 1,691,543 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10248
エヌ・ティ・ティ・インフラネット（株）
中国支店

殿町電線共同溝引込管及び連系管路の
整備に関する委託その１

宮原 慎
中国地方整備局
浜田河川国道事務所
島根県浜田市相生町３９
７３

平成18年2月16日 1,149,837 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」
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10249
エヌ・ティ・ティ・インフラネット（株）
中国支店

殿町電線共同溝引込管及び連系管路の
整備に関する委託その２

宮原 慎
中国地方整備局
浜田河川国道事務所
島根県浜田市相生町３９
７３

平成18年2月16日 2,731,627 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10250 津和野町
「スーパーモデル地区（くらしとみち
ゾーン）」の取り組み

宮原 慎
中国地方整備局
浜田河川国道事務所
島根県浜田市相生町３９
７３

平成18年11月4日 9,250,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10251 松江市 樋門操作委託

内藤 正彦
中国地方整備局出雲河川
事務所
島根県出雲市塩冶有原町
５－１

平成17年4月1日 3,344,791 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10252 安来市 樋門操作委託

内藤 正彦
中国地方整備局出雲河川
事務所
島根県出雲市塩冶有原町
５－１

平成17年4月1日 2,413,496 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10253 島根県 指定区間調査

内藤 正彦
中国地方整備局出雲河川
事務所
島根県出雲市塩冶有原町
５－１

平成17年11月15日 1,000,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10254 飯南町 志津見ダム貯水池景観保全作業

則松 秀晴
中国地方整備局斐伊川・
神戸川総合開発工事事務
所
島根県出雲市大津朝倉三
丁目５番地３

平成17年4月25日 25,095,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10255 飯南町
志津見ダム建設事業に伴う埋蔵文化財
発掘調査

則松 秀晴
中国地方整備局斐伊川・
神戸川総合開発工事事務
所
島根県出雲市大津朝倉三
丁目５番地３

平成18年2月27日 1,785,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10256 奥出雲町
尾原ダム建設事業に伴う埋蔵文化財発
掘調査（その3）

則松 秀晴
中国地方整備局斐伊川・
神戸川総合開発工事事務
所
島根県出雲市大津朝倉三
丁目５番地３

平成17年4月1日 80,850,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10257 雲南市
尾原ダム建設事業に伴う埋蔵文化財発
掘調査（その2）

則松 秀晴
中国地方整備局斐伊川・
神戸川総合開発工事事務
所
島根県出雲市大津朝倉三
丁目５番地３

平成17年4月1日 36,676,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10258 雲南市 雲南市貯水池管理業務

則松 秀晴
中国地方整備局斐伊川・
神戸川総合開発工事事務
所
島根県出雲市大津朝倉三
丁目５番地３

平成17年5月19日 14,836,500 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10259 奥出雲町 奥出雲町貯水池管理業務

則松 秀晴
中国地方整備局斐伊川・
神戸川総合開発工事事務
所
島根県出雲市大津朝倉三
丁目５番地３

平成17年5月20日 15,582,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額
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契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10260 （独）水資源機構 尾原ダム本体積算検討業務

則松 秀晴
中国地方整備局斐伊川・
神戸川総合開発工事事務
所
島根県出雲市大津朝倉三
丁目５番地３

平成17年7月14日 49,528,500 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項）
「見直しの
余地があ
り」

「平成１８年度以降
において当該事務・
事業等の委託等を行
わないもの」

10261 島根県教育委員会
一般国道９号（出雲バイパス）改築工
事に伴う埋蔵文化財発掘調査

島村 喜一
中国地方整備局松江国道
事務所
島根県松江市西津田２－
６－２８

平成17年4月1日 110,200,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10262
エヌ・ティ・ティ・インフラネット（株）
中国支店

一般国道９号（出雲バイパス）中野町
地区～大津町地区（その２）

島村 喜一
中国地方整備局松江国道
事務所
島根県松江市西津田２－
６－２８

平成17年4月18日 2,974,125 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10263
エヌ・ティ・ティ・インフラネット（株）
中国支店

一般国道９号大津町地区～今市町地区
電線共同溝の引込管路工事

島村 喜一
中国地方整備局松江国道
事務所
島根県松江市西津田２－
６－２８

平成17年4月18日 8,920,242 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10264 島根県教育委員会
一般国道９号（仁摩温泉津道路）改築
に伴う埋蔵文化財発掘調査

島村 喜一
中国地方整備局松江国道
事務所
島根県松江市西津田２－
６－２８

平成17年9月1日 49,000,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10265 松江市 玉造温泉街賑わい歩行空間社会実験

島村 喜一
中国地方整備局松江国道
事務所
島根県松江市西津田２－
６－２８

平成17年9月22日 7,990,500 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10266 飯南町 一般国道５４号飯南町内歩道除雪作業

島村 喜一
中国地方整備局松江国道
事務所
島根県松江市西津田２－
６－２８

平成17年11月28日 2,058,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10267 真備町 二万谷川排水機場操作委託金（一式）

浦上 将人
中国地方整備局岡山河川
事務所
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年4月1日 4,531,313 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10268 真備町
野宮排水樋門他19施設操作委託金（一
式）

浦上 将人
中国地方整備局岡山河川
事務所
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年4月1日 1,666,078 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10269 岡山市 平井排水機場操作委託金（一式）

浦上 将人
中国地方整備局岡山河川
事務所
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年4月1日 489,141 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10270 瀬戸町 大内樋門他1施設操作委託金（一式）

浦上 将人
中国地方整備局岡山河川
事務所
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年4月1日 11,112 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10271 総社市 斛尺樋門他3施設操作委託金（一式）

浦上 将人
中国地方整備局岡山河川
事務所
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年4月1日 489,514 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
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10272 総社市 軽部排水機場操作委託金（一式）

浦上 将人
中国地方整備局岡山河川
事務所
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年4月1日 28,074 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10273 瀬戸内市 干田川排水機場操作委託金（一式）

浦上 将人
中国地方整備局岡山河川
事務所
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年4月1日 1,284,422 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10274 和気町
益原第一樋門他11施設操作委託金（一
式）

浦上 将人
中国地方整備局岡山河川
事務所
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年4月1日 97,152 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10275 赤磐市
勢力第一排水樋門他5施設操作委託金
（一式）

浦上 将人
中国地方整備局岡山河川
事務所
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年4月1日 96,840 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10276 岡山市 乙子排水機場操作委託金（一式）

浦上 将人
中国地方整備局岡山河川
事務所
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年4月1日 31,887 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10277 岡山市 川口排水機場操作委託金（一式）

浦上 将人
中国地方整備局岡山河川
事務所
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年4月1日 45,500 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10278 岡山市 庄内川排水機場操作委託金（一式）

浦上 将人
中国地方整備局岡山河川
事務所
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年4月1日 1,088,860 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10279 岡山市 平井排水機場維持管理負担金（一式）

浦上 将人
中国地方整備局岡山河川
事務所
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年4月1日 420,070 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10280 岡山市 市場樋管他33施設操作委託金（一式）

浦上 将人
中国地方整備局岡山河川
事務所
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年4月1日 4,200 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10281 岡山市 大原排水機場操作委託金（一式）

浦上 将人
中国地方整備局岡山河川
事務所
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年4月1日 4,500 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10282 岡山市 倉安川排水機場操作委託金（一式）

浦上 将人
中国地方整備局岡山河川
事務所
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年4月1日 2,100 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10283 岡山県
旭川放水路埋蔵文化財発掘調査（一
式）

浦上 将人
中国地方整備局岡山河川
事務所
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年4月1日 22,964,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10284 岡山県 旭川指定区間調査（一式）

浦上 将人
中国地方整備局岡山河川
事務所
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年8月26日 1,000,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」
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10285 鏡野町 苫田ダム管理作業

本多 卓志
中国地方整備局苫田ダム
管理所
岡山県苫田郡鏡野町久田
下原１５９２－４

平成17年4月1日 4,168,500 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10286 鏡野町 広報展示館室維持管理

本多 卓志
中国地方整備局苫田ダム
管理所
岡山県苫田郡鏡野町久田
下原１５９２－４

平成17年4月1日 9,482,550 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10287 久田川漁業協同組合 苫田ダム集魚施設管理作業

本多 卓志
中国地方整備局苫田ダム
管理所
岡山県苫田郡鏡野町久田
下原１５９２－４

平成17年11月1日 1,564,500 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10288 岡山県
一般国道１８０号総社バイパス建設に
伴う埋蔵文化財発掘調査

長谷川　朋弘
岡山国道事務所
岡山市富町2-19-2

平成17年4月1日 134,617,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10289 岡山電気軌道（株）
一般国道２号岡南電線共同溝新設に伴
う軌道施設移設工事（東側）

長谷川　朋弘
岡山国道事務所
岡山市富町2-19-2

平成17年10月6日 10,867,500 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10290 岡山電気軌道（株）
一般国道２号岡南電線共同溝新設工事
に伴う軌道施設の移設設計

長谷川　朋弘
岡山国道事務所
岡山市富町2-19-2

平成17年12月26日 24,612,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10291 岡山電気軌道（株）
一般国道２号岡南電線共同溝新設工事
に伴う軌道施設撤去工事

長谷川　朋弘
岡山国道事務所
岡山市富町2-19-2

平成18年2月10日 2,068,500 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10292 西日本旅客鉄道（株）岡山支社
山陽本線岡山駅構内万跨線橋耐震補強
他工事委託

甲村　謙友
中国地方整備局長
広島市中区上八丁堀6-30

平成18年1月23日 342,300,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10293 西日本旅客鉄道（株）岡山支社
山陽本線北長瀬・庭瀬間１４７ｋ２５
０ｍ付近岡山西共同溝新設に伴う軌道
防護他工事

甲村　謙友
中国地方整備局長
広島市中区上八丁堀6-30

平成18年2月23日 151,176,110 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10294 笠岡市 墓地移転に関する公共契約
長谷川　朋弘
岡山国道事務所
岡山市富町2-19-2

平成17年10月25日 33,972,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10295 岡山県土地開発公社
一般国道２号改築（玉島笠岡道路）工
事に伴う用地取得事務

長谷川　朋弘
岡山国道事務所
岡山市富町2-19-2

平成18年1月16日 3,378,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10296 西日本旅客鉄道（株）　岡山支社
山陽本線尾道・糸崎間２２８ｋ３００
ｍ付近下木原こ線橋新設工事

甲村　謙友
中国地方整備局長
広島市中区上八丁堀6-30

平成18年1月26日 8,203,494 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10297 福山市水道企業口　水道事業 芦田川水質試験分析費

齋藤 実
中国地方整備局福山河川
国道事務所
広島県福山市三吉町４－
４－１３

平成17年5月18日 19,063,424 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」
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10298 府中市 樋門等管理委託費

齋藤 実
中国地方整備局福山河川
国道事務所
広島県福山市三吉町４－
４－１３

平成18年4月7日 1,490,296 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10299 福山市 樋門等管理委託費

齋藤 実
中国地方整備局福山河川
国道事務所
広島県福山市三吉町４－
４－１３

平成18年4月7日 3,804,832 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10300 西日本旅客鉄道（株）
一般国道54号の荒瀬跨線橋耐震補強工
事に伴う三江線粟谷・尾関山間荒瀬跨
線橋耐震補強工事

望月常好中国地方整備局
広島県広島市中区上八丁
堀6-30

平成17年7月15日 50,957,534 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10301 （財）広島市文化財団 埋蔵文化財（トンガ坊城跡）発掘調査

島田　淳次
中国地方整備局三次河川
国道事務所
広島県三次市十日市西６
－２－１

平成17年4月25日 82,233,169 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10302 北広島町 貞草排水樋門外操作委託費

島田　淳次
中国地方整備局三次河川
国道事務所
広島県三次市十日市西６
－２－１

平成17年4月1日 205,062 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10303 安芸高田市 梶矢第1排水樋門外60件操作委託費

島田　淳次
中国地方整備局三次河川
国道事務所
広島県三次市十日市西６
－２－１

平成17年4月1日 7,031,873 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10304 三次市 十日市排水機場外3件操作委託費

島田　淳次
中国地方整備局三次河川
国道事務所
広島県三次市十日市西６
－２－１

平成17年4月1日 4,970,657 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10305 三次市 日下第4排水樋門外79件操作委託費

島田　淳次
中国地方整備局三次河川
国道事務所
広島県三次市十日市西６
－２－１

平成17年4月1日 7,288,479 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10306 （財）広島市文化財団
広島城遺跡太田川河川事務所地点発掘
調査

水野　雅光
中国地方整備局太田川河
川事務所
広島市中区八丁堀３－２
０

平成17年6月24日 12,838,927 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10307 広島県
広島県防災情報メール通知システム改
修業務

水野　雅光
中国地方整備局太田川河
川事務所
広島市中区八丁堀３－２
０

平成18年2月10日 20,839,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10308 広島県 太田川指定区間調査

水野　雅光
中国地方整備局太田川河
川事務所
広島市中区八丁堀３－２
０

平成17年7月22日 1,000,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
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10309 広島市 樋門等操作委託料

水野　雅光
中国地方整備局太田川河
川事務所
広島市中区八丁堀３－２
０

平成17年4月1日 6,697,198 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10310 広島市 樋門等操作委託料

水野　雅光
中国地方整備局太田川河
川事務所
広島市中区八丁堀３－２
０

平成17年4月1日 855,171 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10311 和木町 樋門等操作委託料

水野 雅光
中国地方整備局太田川河
川事務所
広島市中区八丁堀３－２
０

平成17年4月1日 130,006 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10312 大竹市 樋門等操作委託料

水野 雅光
中国地方整備局太田川河
川事務所
広島市中区八丁堀３－２
０

平成17年4月1日 812,857 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10313 安芸太田町 樋門等操作委託料

水野 雅光
中国地方整備局太田川河
川事務所
広島市中区八丁堀３－２
０

平成17年4月1日 1,552,857 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10314 岩国市 樋門等操作委託料

水野 雅光
中国地方整備局太田川河
川事務所
広島市中区八丁堀３－２
０

平成17年4月1日 456,849 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10315 三次市 三良坂吉舎用地管理作業

秋山 良壮
中国地方整備局江の川総
合開発工事事務所
広島県庄原市三日市町６
６７－１

平成17年6月21日 9,226,350 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10316 庄原市 総領用地管理作業

秋山 良壮
中国地方整備局江の川総
合開発工事事務所
広島県庄原市三日市町６
６７－１

平成17年6月21日 4,908,750 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10317 三次市 吉舎用地境界確認作業

秋山 良壮
中国地方整備局江の川総
合開発工事事務所
広島県庄原市三日市町６
６７－１

平成17年6月21日 7,696,500 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10318 三次市 三良坂用地境界確認作業

秋山 良壮
中国地方整備局江の川総
合開発工事事務所
広島県庄原市三日市町６
６７－１

平成17年6月21日 11,613,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10319 西日本電信電話（株） 電気通信線路等移転作業

秋山 良壮
中国地方整備局江の川総
合開発工事事務所
広島県庄原市三日市町６
６７－１

平成17年6月8日 545,009 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10320 西日本電信電話（株）広島支店 電気通信線路等撤去作業

秋山 良壮
中国地方整備局江の川総
合開発工事事務所
広島県庄原市三日市町６
６７－１

平成17年9月2日 243,402 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」
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10321 西日本電信電話（株）広島支店 電線施設改造

秋山 良壮
中国地方整備局江の川総
合開発工事事務所
広島県庄原市三日市町６
６７－１

平成17年9月1日 493,867 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10322 庄原市 木屋地区整備検討業務

秋山 良壮
中国地方整備局江の川総
合開発工事事務所
広島県庄原市三日市町６
６７－１

平成18年2月1日 2,509,500 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10323 広島電鉄（株）
一般国道2号宇品舗装工事に伴う軌道電
気施設施設工事

上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年12月6日 20,328,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10324 大野町
平成１７年度２号改良（大野町新開交
差点）工事の管理者負担金

上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年4月22日 50,000,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10325 広島電鉄（株）
一般国道２号宇品舗装工事に伴う軌道
電気施設移設工事

上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年12月6日 20,328,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10326 広島電鉄（株） 本川町一丁目交差点軌道敷修繕工事
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成18年3月13日 20,731,290 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10327 広島電鉄（株） 白神社（南）交差点軌道敷修繕工事
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成18年3月13日 18,029,824 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10328 広島電鉄（株） 横川新橋北詰交差点軌道敷修繕工事
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成18年3月13日 20,503,167 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10329 広島電鉄（株）
交通島（原爆ドーム前電車停留場）の
整備工事

上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成18年3月29日 116,823,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10330 （財）広島県教育事業団
安芸バイパス建設工事に伴う埋蔵文化
財（塔之原遺跡）整理作業

上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年4月1日 2,678,107 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10331 （財）広島県教育事業団
東広島呉自動車道建設事業に係る原田
岡山第２号古墳発掘調査業務

上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年5月9日 9,925,438 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10332 （財）広島市文化財団
安芸バイパス建設工事に伴う埋蔵文化
財発掘調査（段之原山遺跡）

上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年7月27日 1,358,197 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10333 （財）広島市文化財団
東広島バイパス建設工事に伴う埋蔵文
化財発掘調査（三谷遺跡）

上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年7月27日 3,081,594 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」
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10334
エヌ・ティ・ティ・インフラネット（株）
中国支店

呉広電線共同溝（２工区）引込管及び
連系管路（その１）工事

上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年11月29日 6,749,563 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10335 萩市 水道供給負担金契約

中村 稔
中国地方整備局
山口河川国道事務所
山口県防府市国衙1-10-
20

平成17年4月1日 328,086

長期継続契約のため（会計法第２９条の１２）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10336 萩市 浄化槽等の修繕・維持管理負担金契約

中村 稔
中国地方整備局
山口河川国道事務所
山口県防府市国衙1-10-
20

平成17年4月1日 645,323 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10337 萩市
道路情報提供装置等に係る電気供給負
担金契約

中村 稔
中国地方整備局
山口河川国道事務所
山口県防府市国衙1-10-
20

平成17年4月1日 164,858 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10338 エヌ・ティ・ティ・インフラネット（株）
一般国道１９１号上新地町地区電線共
同溝引込管路整備委託契約

中村 稔
中国地方整備局
山口河川国道事務所
山口県防府市国衙1-10-
20

平成17年4月1日 18,743,564 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10339 エヌ・ティ・ティ・インフラネット（株）
一般国道１８８号虹ヶ浜地区電線共同
溝引込管路整備委託契約

中村 稔
中国地方整備局
山口河川国道事務所
山口県防府市国衙1-10-
20

平成17年4月1日 4,991,910 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10340 国立大学法人　山口大学
国道１９０号沿道の街なみ景観づくり
基本方針の検討委託契約

中村 稔
中国地方整備局
山口河川国道事務所
山口県防府市国衙1-10-
20

平成17年12月1日 3,213,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10341 防府市 樋門等管理委託契約

中村 稔
中国地方整備局山口河川
国道事務所
山口県防府市国衙１－１
０－２０

平成17年4月1日 1,165,150 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10342 山口市 樋門等管理委託契約

中村 稔
中国地方整備局山口河川
国道事務所
山口県防府市国衙１－１
０－２０

平成17年4月1日 832,472 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10343 本州四国連絡橋公団
平成17年度関門海峡道路橋梁技術検討
委託

山田周一中国地方整備局
中国幹線道路調査事務所
山口県岩国市今津町１丁
目１３－２２

平成17年8月4日 17,000,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10344 広島大学
土師ダム湖水の水質向上と水量確保の
ための景観生態学的研究

永田 智久
中国地方整備局土師ダム
管理所
広島県安芸高田市八千代
町土師３６９－２４

平成17年4月8日 20,002,500 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10345 美和町 貯水池内植樹管理

土江  秀治
中国地方整備局弥栄ダム
管理所
広島県大竹市小方町小方
８１３－１

平成17年4月1日 13,240,500 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10346 美和町 貯水池周辺環境保全モニター

土江  秀治
中国地方整備局弥栄ダム
管理所
広島県大竹市小方町小方
８１３－１

平成17年4月1日 609,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項）
「見直しの
余地があ
り」

「平成１９年度から
個人委嘱に移行」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10347 安芸太田町
平成１７年度「川・森・文化・交流セ
ンター」維持管理（一式）

岡 公雄
中国地方整備局温井ダム
管理所
広島県山県郡安芸太田町
大字加計１９５６－２

平成17年4月1日 7,066,500 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10348 広島大学
腐食した鉄筋コンクリートとはりのせ
ん断耐力評価の評価

谷本 尚威
中国技術事務所
広島市安芸区船越南２－
８－１

平成17年9月30日 3,990,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項）
「見直しの
余地があ
り」

「平成17年度完了」

10349 （財）広島県教育事業団
国営備北丘陵公園整備事業に係る埋蔵
文化財発掘調査

村尾好昭中国地方整備局
国営備北丘陵公園事務所
広島県庄原市三日市町２
０－１３

平成17年4月28日 14,450,855 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10350 中央大学
水害防備林の貯留効果に関する調査研
究

望月 常好
中国地方整備局
広島県広島市中区上八丁
堀６－３０

平成17年6月21日 1,995,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10351 広島大学
中国地方における土砂災害特性に関す
る研究

望月 常好
中国地方整備局
広島県広島市中区上八丁
堀６－３０

平成17年6月21日 14,994,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10352 鳥取県
鳥取沿岸の総合的な土砂管理を有効活
用したＮＰＯとの連携による海岸利用
及びまち活性化活動計画の検討

甲村 謙友
中国地方整備局
広島県広島市中区上八丁
堀６－３０

平成17年10月12日 6,208,650 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10353 島根県教育委員会
尾原ダム建設事業に伴う埋蔵文化財発
掘調査（その１）

望月 常好
中国地方整備局
広島県広島市中区上八丁
堀６－３０

平成17年4月1日 446,000,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10354 西日本旅客鉄道（株）
山陰本線出雲市・西出雲間神戸川橋
りょう改築工事（Ｈ１７）

望月 常好
中国地方整備局
広島県広島市中区上八丁
堀６－３０

平成17年4月1日 1,037,930,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10355 広島市
根谷川改修工事に伴う高松橋改築工事
（平成１７年度）

甲村 謙友
中国地方整備局
広島県広島市中区上八丁
堀６－３０

平成18年2月28日 23,966,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10356 西日本旅客鉄道（株）
三江線川平・川戸間川戸第一陸閘門外
２修繕工事に係る委託費

甲村 謙友
中国地方整備局
広島県広島市中区上八丁
堀６－３０

平成17年12月20日 28,910,000 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10357 原田不動産鑑定事務所 鑑定評価依頼

宮原慎
中国地方整備局浜田河川
国道事務所
浜田市相生町3973

平成17年1月12日 1,062,600

本件は不動産の鑑定を行うものであるが、本件には不動産
鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関する法律
に基づく不動産鑑定士資格が必要であり、かつ本業者が地
価公示・基準値等あるいは過去の実績として近傍の標準地
を含む土地の評価をおこなっていることから、当該地域の
不動産鑑定における高い信頼性を有する（会計法第２９条
の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10358 （有）大畑不動産鑑定 鑑定評価依頼

宮原慎
中国地方整備局浜田河川
国道事務所
浜田市相生町3973

平成17年12月21日 1,062,600

本件は不動産の鑑定を行うものであるが、本件には不動産
鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関する法律
に基づく不動産鑑定士資格が必要であり、かつ本業者が地
価公示・基準値等あるいは過去の実績として近傍の標準地
を含む土地の評価をおこなっていることから、当該地域の
不動産鑑定における高い信頼性を有する（会計法第２９条
の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10359 松浦不動産鑑定事務所 鑑定評価依頼

宮原慎
中国地方整備局浜田河川
国道事務所
浜田市相生町3973

平成17年10月24日 1,062,600

本件は不動産の鑑定を行うものであるが、本件には不動産
鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関する法律
に基づく不動産鑑定士資格が必要であり、かつ本業者が地
価公示・基準値等あるいは過去の実績として近傍の標準地
を含む土地の評価をおこなっていることから、当該地域の
不動産鑑定における高い信頼性を有する（会計法第２９条
の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10360 原田不動産鑑定事務所 鑑定評価依頼

宮原慎
中国地方整備局浜田河川
国道事務所
浜田市相生町3973

平成17年12月8日 1,366,050

本件は不動産の鑑定を行うものであるが、本件には不動産
鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関する法律
に基づく不動産鑑定士資格が必要であり、かつ本業者が地
価公示・基準値等あるいは過去の実績として近傍の標準地
を含む土地の評価をおこなっていることから、当該地域の
不動産鑑定における高い信頼性を有する（会計法第２９条
の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10361 （有）大畑不動産鑑定 鑑定評価依頼

宮原慎
中国地方整備局浜田河川
国道事務所
浜田市相生町3973

平成17年12月8日 1,366,050

本件は不動産の鑑定を行うものであるが、本件には不動産
鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関する法律
に基づく不動産鑑定士資格が必要であり、かつ本業者が地
価公示・基準値等あるいは過去の実績として近傍の標準地
を含む土地の評価をおこなっていることから、当該地域の
不動産鑑定における高い信頼性を有する（会計法第２９条
の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10362 （有）内村鑑定事務所 鑑定評価依頼

浦上将人
中国地方整備局岡山河川
事務所
岡山市鹿田町2-4-36

平成17年7月14日 1,392,300

本件は不動産の鑑定を行うものであるが、本件には不動産
鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関する法律
に基づく不動産鑑定士資格が必要であり、かつ本業者が地
価公示・基準値等あるいは過去の実績として近傍の標準地
を含む土地の評価をおこなっていることから、当該地域の
不動産鑑定における高い信頼性を有する（会計法第２９条
の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10363 （株）エスティマ 鑑定評価依頼

浦上将人
中国地方整備局岡山河川
事務所
岡山市鹿田町2-4-36

平成17年7月14日 1,430,100

本件は不動産の鑑定を行うものであるが、本件には不動産
鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関する法律
に基づく不動産鑑定士資格が必要であり、かつ本業者が地
価公示・基準値等あるいは過去の実績として近傍の標準地
を含む土地の評価をおこなっていることから、当該地域の
不動産鑑定における高い信頼性を有する（会計法第２９条
の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10364 山陽鑑定コンサルタント（株） 鑑定評価依頼

長谷川朋弘
中国地方整備岡山国道事
務所
岡山市富町2-19-2

平成17年10月20日 1,214,850

本件は不動産の鑑定を行うものであるが、本件には不動産
鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関する法律
に基づく不動産鑑定士資格が必要であり、かつ本業者が地
価公示・基準値等あるいは過去の実績として近傍の標準地
を含む土地の評価をおこなっていることから、当該地域の
不動産鑑定における高い信頼性を有する（会計法第２９条
の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10365 （株）エスティマ 鑑定評価依頼

長谷川朋弘
中国地方整備岡山国道事
務所
岡山市富町2-19-2

平成17年10月21日 1,404,900

本件は不動産の鑑定を行うものであるが、本件には不動産
鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関する法律
に基づく不動産鑑定士資格が必要であり、かつ本業者が地
価公示・基準値等あるいは過去の実績として近傍の標準地
を含む土地の評価をおこなっていることから、当該地域の
不動産鑑定における高い信頼性を有する（会計法第２９条
の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10366 （株）倉敷不動産鑑定事務所 鑑定評価依頼

長谷川朋弘
中国地方整備岡山国道事
務所
岡山市富町2-19-2

平成17年10月21日 1,404,900

本件は不動産の鑑定を行うものであるが、本件には不動産
鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関する法律
に基づく不動産鑑定士資格が必要であり、かつ本業者が地
価公示・基準値等あるいは過去の実績として近傍の標準地
を含む土地の評価をおこなっていることから、当該地域の
不動産鑑定における高い信頼性を有する（会計法第２９条
の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10367 （株）谷澤総合鑑定所中国支所 鑑定評価依頼

水野雅光
中国地方整備局太田川河
川事務所
広島市中区八丁堀3-20

平成18年2月8日 1,587,600

本件は不動産の鑑定を行うものであるが、本件には不動産
鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関する法律
に基づく不動産鑑定士資格が必要であり、かつ本業者が地
価公示・基準値等あるいは過去の実績として近傍の標準地
を含む土地の評価をおこなっていることから、当該地域の
不動産鑑定における高い信頼性を有する（会計法第２９条
の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
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にその所属する部局の名
称及び所在地

10368 （株）田原総合鑑定所 鑑定評価依頼

上田敏
中国地方整備局広島国道
事務所
広島市南区東雲2-13-28

平成17年12月15日 1,260,000

本件は不動産の鑑定を行うものであるが、本件には不動産
鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関する法律
に基づく不動産鑑定士資格が必要であり、かつ本業者が地
価公示・基準値等あるいは過去の実績として近傍の標準地
を含む土地の評価をおこなっていることから、当該地域の
不動産鑑定における高い信頼性を有する（会計法第２９条
の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10369 （株）地域整備機構 鑑定評価依頼

中村稔
中国地方整備局山口河川
国道事務所
山口県防府市国衙1-10-
20

平成17年4月1日 1,856,400

本件は不動産の鑑定を行うものであるが、本件には不動産
鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関する法律
に基づく不動産鑑定士資格が必要であり、かつ本業者が地
価公示・基準値等あるいは過去の実績として近傍の標準地
を含む土地の評価をおこなっていることから、当該地域の
不動産鑑定における高い信頼性を有する（会計法第２９条
の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10370 （株）田原総合鑑定所 鑑定評価依頼

上田敏
中国地方整備局広島国道
事務所
広島市南区東雲2-13-28

平成17年12月15日 1,260,000

本件は不動産の鑑定を行うものであるが、本件には不動産
鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関する法律
に基づく不動産鑑定士資格が必要であり、かつ本業者が地
価公示・基準値等あるいは過去の実績として近傍の標準地
を含む土地の評価をおこなっていることから、当該地域の
不動産鑑定における高い信頼性を有する（会計法第２９条
の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10371 （社）山口県公共嘱託登記司法書士協会 権利に関する登記委託業務

中村稔
中国地方整備局山口河川
国道事務所
防府市国衙1-10-20

平成17年5月25日 1,447,151

本件は、所有権移転に必要な調査・資料作成・登記申請を
行うものであるが、本件遂行には民法・不動産登記法等の
高度な知識・経験と登記申請の資格が必要であり、かつ広
範囲で遂行できる資格者を有し、守秘義務・中立性・公平
性及び履行担保能力を有する必要がある。（会計法第２９
条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10372
（社）山口県公共嘱託登記土地家屋調査士
協会

土地の表示に関する登記委託業務

中村稔
中国地方整備局山口河川
国道事務所
防府市国衙1-10-20

平成17年5月25日 2,042,585

本件は、所有権移転に必要な調査・資料作成・登記申請を
行うものであるが、本件遂行には民法・不動産登記法等の
高度な知識・経験と登記申請の資格が必要であり、かつ広
範囲で遂行できる資格者を有し、守秘義務・中立性・公平
性及び履行担保能力を有する必要がある。（会計法第２９
条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10373 クリエイティヴアダック（株） 天神川流域米軍航空写真購入
嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所倉吉
市福庭町1-18

平成18年2月10日 1,665,300

当該会社が米国公文書館に存在する膨大な米軍航空写真の
中から水系別に整理している唯一の者であり、競争を許さ
ないため。
（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10374 日本無線(株) 土師ダム放流制御設備改造

永田智久中国地方整備局
土師ダム管理所広島県安
芸高田市八千代町土師
369-24

平成17年6月6日 6,825,000

本設備は、メーカー独自の技術を用いており、技術的に精
通していることはもちろん、本設備の性質上確実な対応が
要求される。また本件の終了後における対応、責任の所在
もはっきりさせる必要がある。
上記のような条件を満足し、確実な作業の開始が期待でき
る業者は日本無線(株)以外にない。
（会計法29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10375 (株)リオス 車両位置取得装置購入

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年7月6日 1,874,250

事務所既設のプローブサーバの外郭的端末装置であり、
サーバとの通信データに互換性を求められることから、シ
ステム全体の修理管理を考慮すると、当該システム構築時
に導入した車両位置取得装置と同一機器が必要であり、当
該業者は導入済みの装置の製造及び販売元であるため。
（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10376 コスモス・ポピー祭実行委員会 図書「彩」購入

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成17年9月15日 2,520,000

当該業者のみが発行、販売しているもので、一般書店では
販売されていないため（会計法第29条の3第4項)

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10377 コスモス・ポピー祭実行委員会 図書「彩」購入（その2）

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成18年2月14日 2,730,000

当該業者のみが発行、販売しているもので、一般書店では
販売されていないため（会計法第29条の3第4項)

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10378 新日本法規出版（株） 追録
宮原慎中国地方整備局浜
田河川国道事務所島根県
浜田市相生町３９７３

平成17年4月1日 2,352,836
追録を販売している業者は、上記業者しかいない。（会計
法第２９条の３第４項） 「その他」

「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10379 鳥取県石油協同組合 揮発油外購入

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年4月1日 4,424,277

事務所の管理区域は５つの出張所を含め広範囲に渡ってお
り、給油においてもより広域で行えかつ災害等の緊急時に
も迅速に対応できることが望ましく、鳥取県石油共同組合
には、県内の給油所の大半が加入しており、当組合と契約
すれば、給油所が限定されることなく、県内各所で給油を
行うことができる。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて競争入札に移
行」

単価契約

10380 クリエイティブアダック(株) 千代川米軍航空写真購入

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
１

平成18年1月11日 1,793,400

昭和２０年前後の千代川流域の航空写真を購入するもの
で、当時の航空写真は米国軍が撮影したものしかなく現在
は米国公文書館が保有している。当社は、米国公文書館と
契約を結び、その版権を含めたネガと写真を販売している
国内唯一の社である。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10381 新日本法規出版（株） 追録代
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 3,442,300

追録を販売している業者は、上記業者しかいない。（会計
法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10382 （株）ぎょうせい 追録代
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-21

平成17年4月1日 5,281,845

追録を販売している業者は、上記業者しかいない。（会計
法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10383 （有）オキサービス 管内航空写真購入
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年5月23日 1,801,800

当事務所が必要とする主要箇所における十分な品質の航空
写真のカラーポジフィルムを所有している唯一の業者であ
るため（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成18年度以降に
おいて競争入札に移
行」

10384 昭和印刷（株）
おかやまの川印刷外（広報印刷外一
式）

浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町2－4－36

平成17年5月16日 3,150,000

入札により落札者がおらず、不落随契に移行したため。
（会計法第29条の3第3項予決令第99条の2） 「見直しの

余地があ
り」

「競争入札に移行」

10385 ㈱中国地域づくりセンター
パンフレット「ハーティマップ（呉市
阿賀・広地区）」購入

上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年12月14日 2,625,000

「ハーティマップ（呉市阿賀・広地区）」は（株）中国地
域づくりセ
ンターが唯一製作・販売しているものである。
（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10386 クリエイティヴアダック㈱ 昭和２０年広島地域航空写真購入
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成18年3月29日 1,857,450

昭和２０年頃の米軍撮影の航空写真は、日本国内ではクリ
エイティヴアダック㈱が唯
一製作・販売しているものである。
（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10387 シンクアプローチ（株） 債権データＡＤＡＭＳ送信補正作業
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月5日 1,917,300

現在運用中の債権管理システムの開発を行い、著作者人格
権を保有しており、円滑かつ正確なシステム改良・検証及
び責任の明確化が確保できる唯一の業者である。（会計法
第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10388 日本電気（株）
ＡＤＡＭＳ連携版ＣＡＭＳコード変換
他作業

望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月4日 3,328,500

ＡＤＭＳ連携版建設事業予算執行管理システムの開発を行
い、著作者人格権を保有しており、その業務形態・内容を
熟知しているため、正確なコード変換等を行い、また責任
の明確化が確保できる唯一の業者である。（会計法第２９
条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10389 （株）中国新聞社 防災・減災をテーマとした広報活動
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年5月16日 5,040,000

広島県において幅広い広報実績を有しており、広島県全体
をカバーする発行力を持つ唯一の新聞社として、地域に密
着した紙面をつくり、幅広く効果的な広報を行うことの出
来る唯一の機関である。（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10390 （学）産業能率大学 平成１７年度新任係長講義委託
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年6月17日 2,450,175

本研修の目的を達成するためには、「学校法人産業能率大
学」が開発したオリジナルプログラムを使用する必要があ
り、このプログラムにより講義が行えるのは、プログラム
を使用するライセンスが付与されている「学校法人産業能
率大学」の講師によってしか出来ないため、本業務を遂行
できる唯一の機関である。（会計法２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10391 （株）長大
実施計画資料作成システム（交通安
全）改良作業

望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年7月26日 1,995,000

本システムの開発を行っており、システムの内容を熟知し
ているとともに著作者人格権を保有している。また、改良
等を行う等、実施計画作成システムに関して豊富な経験と
知識及び高度な技術力を有している。本作業の実施にあた
り、本システムの開発業者と異なる業者が改良を行った場
合、本システムの構成等の把握が困難であるばかりでな
く、本システムに不具合が生じた場合その責任が不明瞭と
なり、管理運用体制に重大な支障を生じることとなる。
よって本作業を円滑かつ正確なシステムの改良・検証及び
責任の明確化を確保できる唯一の業者である。（会計法第
２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成18年度以降に
おいて企画競争を実
施」

10392 東芝ソリューション（株） 業務技術審査システム改良
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年8月1日 9,975,000

本システムに連携する中国地整内の各種システムの開発、
各事務所端末の保守巡回業務にも携わっており、当該シス
テムはもとより、これに連携する基幹データベース、事務
所端末の環境にも十分に精通している。また、本システム
を開発し、その著作者人格権を保有していることから、本
件を円滑に履行できる唯一の業者である。（会計法第２９
条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10393 （株）東芝 河川情報設備改造
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年8月1日 2,940,000

本件の実施にあたっては、既設設備の改造となることか
ら、中国地方整備局の河川情報設備を熟知していることが
不可欠である。㈱東芝は、本システムの内容について熟知
し、加えて本システムの著作者人格権を保有しており、本
件を円滑かつ確実に行うことができる唯一の業者である。
（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「公募を実施」

10394 東芝ソリューション（株） 事業執行システム移植改良業務
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成17年8月29日 97,650,000

本業務の実施にあたっては、移植するＷｅｂ型システムの
内容について熟知していることが不可欠である。東芝ソ
リューション㈱は、本システムを開発しシステムの内容を
熟知し、加えて本システムの著作者人格権を保有してお
り、本業務を円滑かつ確実に行うことができる唯一の業者
である。（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10395 日本ユニシス（株） 総合的文書管理システム説明会
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成17年8月22日 1,641,150

平成１５年度に本システムを移植しているため、その業務
形態・内容及び当地整の文書処理状況の実態を熟知してお
り、また、当地整や他の地方整備局等で本システムの説明
会の実績も豊富であることから、よりユーザーの立場に
立った説明会を行うことができるため、確実な本件を実施
できる唯一の業者である。（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10396 （財）ＮＨＫ放送研修センター
アカウンタビリティ向上セミナー運営
補助

甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成17年10月3日 1,596,000

本件の履行にあたっては、「昔のことば」の特性を理解
し、相手に的確に情報を伝えることの出来るコミュニケー
ションに対する豊かな経験及び知識を持った人材が不可欠
である。(財)ＮＨＫ放送研修センターは、コミュニケー
ションに関する有識者を多数有し、当局の所期の目的を
も効率的に達成することの出来る唯一の機関である。（会
計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「公募若しくは企画
競争に移行」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10397 （株）山陰中央新報社 中国地方下水道事業広報資料作成
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成17年10月4日 3,255,000

島根県内で圧倒的な発行部数を誇り、地域に密着した紙面
や事業は島根県に根付き支持されており、効果的な広報を
行うことが出来る唯一の機関である。（会計法第２９条の
３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10398 （株）エスエスイー 高速道路通行料金システム他改良作業
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成17年10月28日 1,365,000

本システムは、業者独自の開発思想と社内技術によって開
発されており、改良を行うためには業務内容を熟知してい
るとともに、ほんシステムに精通していることが必要であ
り、㈱エスエスイーは、本システムの開発を行い、著作者
人格権を保有しており、円滑かつ正確なシステムの改良・
検証及び責任の明確化を確保できる唯一の業者である。
（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10399 （株）社会システム研究所
交通量常時観測標準システム受信機能
他改良作業

甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成17年11月18日 3,885,000

本件を遂行する上で、交通量常時観測標準システムの機能
内容を熟知していることが必要不可欠であり、㈱社会シス
テム研究所は、本システムを開発しているため、内容を熟
知しているとともに著作者人格権を有しており、本件を円
滑かつ確実に行える唯一の業者である。（会計法第２９条
の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成18年度以降に
おいて当該事務事業
等の委託等を行わな
い」

10400 シンクアプローチ（株） 旅費管理システム改良業務
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成17年12月2日 2,730,000

本システムの開発を行い、著作者人格権を保有しており、
円滑かつ正確なシステムの改良・検証及び責任の明確化を
確保できる唯一の業者である。（会計法第２９条の３第４
項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10401 東芝ソリューション（株）
国有財産システムバージョンアップ作
業

甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成17年12月1日 3,633,000

本システムの開発を行い、著作者人格権を保有しており、
円滑かつ正確なシステムの改良・検証及び責任の明確化を
確保できる唯一の業者である。（会計法第２９条の３第４
項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10402
特定非営利活動法人中国・地域づくりハウ
ス

「道の駅」利用促進方策の検討
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成17年12月21日 6,174,000

本業務の実施に当たっては、「道の駅」利用者間の親睦、
地域等も含めた幅広い連携・交流を通じて、「道の駅」の
利用向上、活性化、及び質の向上に寄与するための実務能
力を有していることが必要であり、特定非営利活動法人中
国・地域づくりハウスは本件を遂行できる唯一の機関であ
る。（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「公募若しくは企画
競争に移行」

10403 （株）エスエスイー
建設事業用品調達契約等総合管理シス
テム改良

甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成17年12月21日 11,361,000

本システムを開発しているため、本システムの仕様、設計
技術、知識のほか、会計関係法規及び当地方整備局の電子
計算機やネットワークの機構、性能に精通しているととも
に、著作者人格権を有している。また、中国地方整備局に
おける本システムの導入、改良を行う等実績を有し、本シ
ステムに関して豊富な経験と知識及び高度な技術力を有し
ており、本契約を円滑かつ正確な本システムの改良・検証
及び責任の明確化を確保できる唯一の業者である。（会計
法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10404 （株）中国サンネット 人事管理システム改良業務
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成17年12月15日 4,200,000

中国地方整備局で現在運用中の人事管理システムを開発し
ており、著作者人格権を保有している。また、業務形態・
内容を熟知しているため、正確かつ効率的なシステム移植
を行うことができ、責任の明確化が確保できる唯一の業者
である。（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10405 （株）エスエスイー 電気料金集中払システム改良業務
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成17年12月15日 3,087,000

本システムの開発を行い、著作者人格権を保有しており、
円滑かつ正確かつ効率的なシステム改良・検証及び責任の
明確化を確保できる唯一の業者である。（会計法第２９条
の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10406 (株)中国地域づくりセンター 観光地域事例集作成
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成18年1月18日 3,990,000

本件の履行にあたって、中国地方における地域づくりの豊
富な経験や中国地方の様々な観光資源、ＮＰＯ等住民団体
の活動情報に幅広く精通していることが不可欠である。当
業者は、中国地方における地域振興に関する多彩な人的
ネットワークや地元関係者の取り組み状況等の豊富なデー
タを保有している唯一の業者である。（会計法第２９条の
３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「競争入札若しくは
企画競争に移行」

10407 （株）中国サンネット 非常勤管理システム改良業務
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成18年1月23日 1,260,000

本システムを開発を行い、著作者人格権を保有しており、
円滑かつ正確なシステム改良・検証及び責任の明確化を確
保できる唯一の業者である。（会計法第２９条の３第４
項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10408 シンクアプローチ（株） 債権管理システム運用支援作業
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成18年2月1日 1,023,750

本システムの開発を行っている為、本システムに精通して
いるとともに業務内容を熟知しており、円滑かつ正確な運
用支援を実施できる唯一の業者である。（会計法第２９条
の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10409 （株）四国電子計算センター 用地業務積算システム改良業務
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成18年2月6日 3,654,000

本業務の実施にあたっては、当該システムの内容に精通し
ていることが必要不可欠であり、㈱四国電子計算センター
は、当該システムの開発を行い、著作者人格権を保有して
おり、本業務を円滑かつ確実に行うことのできる唯一の業
者である。（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10410 富士通（株） 洪水予報文作成システム改造
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成18年2月6日 7,875,000

洪水予報文作成システムの開発業者であり、システムの内
容及び運用について熟知している。また、本システムの著
作者人格権を有しており、本件を遂行できる唯一の業者で
ある。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10411 富士通（株） 多重端局装置ほか改造
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成18年2月21日 47,250,000

既設装置の改造は、本装置の製造業者以外では、各種信号
処理の方式及び受渡し条件が異なりその他の業者では互換
性がとれないため、改造後の保証体制及び保守管理体制に
重大な支障を生じることとなる。㈱富士通は、本設備を製
造した業者であり、本改造を履行できる唯一の業者であ
る。（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「公募を実施」

10412 （株）テイ・エス・エス・ソフトウエア 施設情報管理Ｗｅｂシステム改良業務
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成18年2月28日 1,491,000

本システムの開発を行い、著作者人格権を保有しており、
円滑かつ正確なシステム改良・検証及び責任の明確化を確
保できる唯一の業者である。（会計法第２９条の３第４
項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10413 （株）新日本海新聞社 国土形成計画広報資料掲載（鳥取）
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成18年3月13日 2,047,500

鳥取県の地方に根ざした新聞である「日本海新聞」を発刊
しており、鳥取県内の地方紙の中でも著名で幅広い支持が
あり、発行部数についても優れた実績を残している。ま
た、中国地方新聞社会に入っているとともに、地方紙とし
て地域に密着した情報を持っているため、幅広く効果的な
広報を行うことのできる唯一の機関である。（会計法第２
９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10414 （株）山陰中央新報社 国土形成計画広報資料掲載（島根）
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成18年3月13日 2,425,500

島根県の地方に根ざした新聞である「山陰中央新報」を発
刊しており、島根県内の地方紙の中でも著名で幅広い支持
があり、発行部数についても優れた実績を残している。ま
た、中国地方新聞社会に入っているとともに、地方紙とし
て地域に密着した情報を持っているため、幅広く効果的な
広報を行うことのできる唯一の機関である。（会計法第２
９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10415 （株）山陽新聞社 国土形成計画広報資料掲載（岡山）
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成18年3月13日 3,228,750

岡山県の地方に根ざした新聞である「山陽新聞」を発刊し
ており、岡山県内の地方紙の中でも著名で幅広い支持があ
り、発行部数についても優れた実績を残している。また、
中国地方新聞社会に入っているとともに、地方紙として地
域に密着した情報を持っているため、幅広く効果的な広報
を行うことのできる唯一の機関である。（会計法第２９条
の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10416 （株）中国新聞社 国土形成計画広報資料掲載（広島）
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成18年3月13日 4,368,000

広島県内において幅広い広報実績を有しており、広島県全
体をカバーする発行力を松唯一の新聞社として、地域に密
着した紙面をつくり、幅広く効果的な広報を行うことので
きる唯一の機関である。（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10417 東芝ソシオシステムサポート（株） 瀬戸中央道情報変換システム開発業務
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成18年3月28日 16,716,000

本業務を発注するにあたって、一般競争を２度実施し、全
国一般に広く応募をかけたが、結果として応札者は１社の
みであった。東芝ソシオシステムサポート㈱は、入札に参
加した唯一の業者であり、本業務を遂行するに必要となる
専門的知識及び実績を有すると判断でき、円滑かつ正確な
システム開発可能な唯一の業者である。（会計法第２９条
の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10418 東芝ソシオシステムサポート（株） 西瀬戸道情報交換システム開発業務
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成18年3月28日 17,766,000

本業務を発注するにあたって、一般競争を２度実施し、全
国一般に広く応募をかけたが、結果として応札者は１社の
みであった。東芝ソシオシステムサポート㈱は、入札に参
加した唯一の業者であり、本業務を遂行するに必要となる
専門的知識及び実績を有すると判断でき、円滑かつ正確な
システム開発可能な唯一の業者である。（会計法第２９条
の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10419 ㈱時事通信社 官庁速報等情報提供
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 12,600,000
当該情報提供を行っている唯一の業者である。（会計法２
９条の３第４項） 「その他」

「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10420 タクシー協同チケット（株） タクシー乗車（その１）
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 2,638,640

広島地区において、比較的多数のタクシー業者に使用でき
る券を発行している。（会計法２９条の３第４項） 「その他」

「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10421 （株）衛星チャンネル 記者会見テキスト提供
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 1,615,320

本件は、国土交通本省で発表される建設技術等に関する情
報を的確かつ迅速に提供を受けるものである。これらの多
種多様にわたる情報を完備しまた、高い信頼性をもって提
供できる国内機関は㈱衛星チャンネル以外にはない。（会
計法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「当該事務事業等の
委託等を行わない」

10422 セコム㈱ 警備業務
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 1,307,880

本契約の遂行にあたっては、既に庁舎内に設置済みのセコ
ム㈱製の警備装置を利用することが前提であり、他に競合
するものはなく当該業者のみである。（会計法２９条の３
第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10423 （株）デンソー中国
災害対策用機械統合管理システム情報
送信

望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 2,788,899

当該システムの通信に要する設備及び配信サービスの管
理・運営を行っている㈱デンソー中国以外での履行は困難
である。（会計法２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10424 （株）インターネットイニシアティブ 情報提供接続サービス（その１）
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 4,765,425

既存装置及び回線環境を所有しており、継続性の確保及び
責任の明確化が確保できる唯一の業者である。（会計法２
９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「当該事務事業等の
委託等を行わない」

単価契約

10425 東芝ソリューション（株）
エンジニアリングワークステーション
保守

望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 2,082,780

ワークステーションは、東芝ソリューション㈱がソフト
ウェアを導入・調整しており、そのソフトウェアの所有権
はサーバ本体とともに当該業者が保有している。加えて、
ソフツウェアは、所有権保有者以外が保守・調整等を行
い、支障やその他の不具合が生じた場合は、開発元からの
保証が得られないものである。（会計法２９条の３第４
項）

「見直しの
余地があ
り」

「競争入札若しくは
企画競争に移行」

単価契約

10426 独立行政法人国立印刷局 官報公告等掲載
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 6,207,810

官報は、内閣府令により公告等を掲載するものと定められ
ており、これに基づき独立行政法人国立印刷局は国との委
託契約を締結できる唯一の機関である。（会計法２９条の
３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10427 朝日航洋（株） 航空機運航業務（その１）
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月28日 6,013,319

各機に係る維持管理業務は各維持管理者と朝日航洋㈱との
間で別途委託契約が締結されており、本運航業務は、運航
費をはじめとする、維持管理業務に含まれない実際の使用
にあたって必要となる経費に係る契約を行うものであるた
め、維持管理業務とは当然密接不可分な関係にある。（会
計法２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10428 日本ユニシス（株） 行政文書ファイル管理システム保守
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年6月30日 1,015,875

行政文書ファイル管理システムを開発しており、著作権を
保有し正確なサポート及び障害対応が実施できる唯一の業
者である。（会計法２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10429 日本ユニシス（株） 総合的文書管理システム保守
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成17年9月22日 1,404,900

総合的文書管理システムを開発しているため著作者人格権
を保有し、業務形態・内容を熟知しているため正確な技術
支援を実施することができる。また、当地整や他地整にお
いて説明会の実績も豊富であることからユーザーの立場を
理解しているため、迅速で適切なサポートを行うことがで
きることから、正確な本件を実施できる唯一の業者であ
る。（会計法２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10430 （株）東芝 レーダ雨量計システム外改造
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成18年2月27日 8,820,000

中国地方整備局のレーダ雨量計システム及び河川情報シス
テムの開発納入業者であり、システムの内容及び運用につ
いて熟知している。また、本システムの著作者人格権を有
しており、本件を遂行できる唯一の業者である。（会計法
２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「公募を実施」

10431 大和工商リース（株） 仮設庁舎賃貸借
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 41,680,800

前年度賃貸借契約した仮設庁舎を引き続き使用するもので
あり、他に競合するものはなく大和商工リース㈱のみであ
る。（会計法２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10432 （有）秋月事務器 模写電送装置賃貸借（その５）
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 1,118,880

本機器の借り上げに当たっては、前回賃貸借契約した機器
を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く、賃貸借できるのは㈲秋月事務器のみである。（会計法
２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10433 日本電子計算機（株）
特殊車両オンライン申請サブシステム
サーバ機器賃貸借

望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 4,736,340

本機器の借り上げに当たっては、前回賃貸借契約した機器
を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く、賃貸借できるのは日本電子計算機㈱のみである。（会
計法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10434 日本電子計算機（株） センサスサーバ他機器賃貸借
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 2,296,980

本機器の借り上げに当たっては、前回賃貸借契約した機器
を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く、賃貸借できるのは日本電子計算機㈱のみである。（会
計法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10435 日本電子計算機（株） 道路情報サーバ機器賃貸借
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 18,212,040

本機器の借り上げに当たっては、前回賃貸借契約した機器
を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く、賃貸借できるのは日本電子計算機㈱のみである。（会
計法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10436 日本電子計算機（株） 建設関連業者登録サーバ賃貸借
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 1,049,664

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く日本電子計算機㈱のみである。（会計法２９条の３第４
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成21年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10437 東芝ファイナンス（株） 道路情報共有サーバ他賃貸借
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 45,013,731

本機器の借り上げに当たっては、前回賃貸借契約した機器
を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く、賃貸借できるのは東芝ファイナンス㈱のみである。
（会計法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成20年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10438 日本電子計算機（株） 道路情報ガイダンスサーバ賃貸借
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 3,788,820

本機器の借り上げに当たっては、前回賃貸借契約した機器
を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く、賃貸借できるのは日本電子計算機㈱のみである。（会
計法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成20年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10439 日本電子計算機（株） 統合型道路管理サーバ機器賃貸借
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 4,604,040

本機器の借り上げに当たっては、前回賃貸借契約した機器
を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く、賃貸借できるのは日本電子計算機㈱のみである。（会
計法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10440 （株）ふるがいち
電子複写機賃貸借・保守及び消耗品の
供給（その１）

望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 3,075,465

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く㈱ふるがいちのみである。（会計法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10441 キヤノン販売（株）
電子複写機賃貸借・保守及び消耗品の
供給（その２）

望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 5,479,010

本機器の借り上げに当たっては、前回賃貸借契約した機器
を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く、賃貸借できるのはキャノン販売㈱のみである。（会計
法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10442 富士ゼロックス（株）
電子複写機賃貸借・保守及び消耗品の
供給（その４）

望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 13,501,700

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く、賃貸借できるのは富士ゼロックス㈱のみである。（会
計法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10443 （株）フジビジネス広島
電子複写機賃貸借・保守及び消耗品の
供給（その５）

望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 6,854,008

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く、賃貸借できるのは㈱フジビジネス広島のみである。
（会計法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成20年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10444 東芝ファイナンス（株） モバイルパソコン賃貸借（その２）
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 1,635,480

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く、賃貸借できるのは東芝ファイナンス㈱のみである。
（会計法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10445 リコーリース（株）
パーソナルコンピュータ賃貸借（その
２）

望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 6,059,821

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
くリコーリース㈱のみである。（会計法２９条の３第４
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10446 富士電機ＩＴソリューション（株）
パーソナルコンピュータ賃貸借（その
４）

望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 5,160,960

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く富士電機ＩＴソリューション㈱のみである。（会計法２
９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10447 リコー中国（株）
電子複写機賃貸借・保守及び消耗品の
供給（その３）

望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 13,238,197

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
くリコー中国㈱のみである。（会計法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10448 日本電子計算機（株） 内部接続用ファイアウォール賃貸借
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 1,858,500

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く日本電子計算機㈱のみである。（会計法２９条の３第４
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10449 東芝ファイナンス（株） ＵＰＳ装置外賃貸借
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 3,817,800

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く東芝ファイナンス㈱のみである。（会計法２９条の３第
４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10450 東芝ファイナンス（株） ネットワーク機器賃貸借
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 3,351,600

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く東芝ファイナンス㈱のみである。（会計法２９条の３第
４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10451 東芝ファイナンス（株） ディスクアレイ装置外賃貸借
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 7,279,020

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く東芝ファイナンス㈱のみである。（会計法２９条の３第
４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
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10452 東芝ファイナンス（株） 電子防火壁機器他賃貸借
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 5,177,466

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く東芝ファイナンス㈱のみである。（会計法２９条の３第
４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10453 東芝ファイナンス（株） 電子情報機器賃貸借
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 4,951,230

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く東芝ファイナンス㈱のみである。（会計法２９条の３第
４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10454 日本ユニシス（株） 総合的文書管理サーバ賃貸借
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 6,022,800

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く日本ユニシス㈱のみである。（会計法２９条の３第４
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10455 日本電子計算機（株） 運用サーバ他賃貸借
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 3,328,644

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く日本電子計算機㈱のみである。（会計法２９条の３第４
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10456 日本電子計算機（株）
道路占用許可申請データ保管サーバ賃
貸借

望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 2,142,876

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く日本電子計算機㈱のみである。（会計法２９条の３第４
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10457 日本電子計算機（株） プロキシサーバ他賃貸借
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 4,761,216

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く日本電子計算機㈱のみである。（会計法２９条の３第４
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10458 日本電子計算機（株） 事業執行システム機器賃貸借
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 2,604,420

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く日本電子計算機㈱のみである。（会計法２９条の３第４
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10459 日本電子計算機（株） オンライン申請サーバ賃貸借
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 11,873,484

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く日本電子計算機㈱のみである。（会計法２９条の３第４
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10460 日本電子計算機（株） 情報システム機器賃貸借
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 20,886,264

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く日本電子計算機㈱のみである。（会計法２９条の３第４
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10461 日本電子計算機（株） 債権管理情報処理装置賃貸借
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 1,647,996

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く日本電子計算機㈱のみである。（会計法２９条の３第４
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10462 ＮＥＣリース（株） 予算執行システム機器賃貸借
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 3,650,724

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
くＮＥＣリース㈱のみである。（会計法２９条の３第４
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10463 ＮＥＣリース（株） 用地補償管理システムサーバ賃貸借
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 4,088,700

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
くＮＥＣリース㈱のみである。（会計法２９条の３第４
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10464 リコー中国（株）
パーソナルコンピュータ賃貸借（その
５）

望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 10,964,520

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
くリコー中国㈱のみである。（会計法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10465 （株）ハイエレコン ページプリンタ賃貸借（その３）
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 1,255,248

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く㈱ハイエレコンのみである。（会計法２９条の３第４
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10466 （有）清水実光堂 模写電送装置賃貸借（その７）
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月15日 182,490

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
くリコー中国㈱のみである。（会計法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成20年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10467 （有）秋月事務器 カラープリンタ賃貸借
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月8日 56,595

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
くリコー中国㈱のみである。（会計法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成20年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10468 富士ゼロックス（株）
電子複写機賃貸借・保守及び消耗品の
供給（その７）

望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月8日 2,827,874

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
くリコー中国㈱のみである。（会計法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成20年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10469 （有）清水実光堂 模写電送装置賃貸借（その８）
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成17年8月12日 258,720

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く（有）清水実光堂のみである。（会計法２９条の３第４
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成20年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10470 広島測器（株） 模写電送装置賃貸借（その９）
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成17年8月29日 103,950

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く広島測器㈱のみである。（会計法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成20年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10471 （株）安西事務機 カラープリンタ賃貸借（その２）
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成17年9月14日 118,374

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く㈱安西事務機のみである。（会計法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10472 （株）立芝 模写電送装置賃貸借（その３）
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 37,800

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く㈱立芝のみである。（会計法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10473 （株）ふるがいち 模写電送装置賃貸借（その４）
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 634,977

本機器の借り上げに当たっては、前回賃貸借契約した機器
を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く、賃貸借できるのは㈱ふるがいちのみである。（会計法
２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10474 東芝ソリューション（株） 常観サーバ外賃貸借
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 56,700

本機器の借り上げに当たっては、前回賃貸借契約した機器
を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く、賃貸借できるのは東芝ソリューション㈱のみである。
（会計法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10475 （株）中国サンネット 一級建築士登録システム賃貸借
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 35,469

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く㈱中国サンネットのみである。（会計法２９条の３第４
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10476 日本電子計算機（株） 道路系ＬＡＮ間接続装置外賃貸借
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 183,456

本機器の借り上げに当たっては、前回賃貸借契約した機器
を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く、賃貸借できるのは日本電子計算機㈱のみである。（会
計法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成20年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10477 リコー中国（株） 模写電送装置賃貸借（その２）
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 43,844

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
くリコー中国㈱のみである。（会計法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10478 松下リース・クレジット（株） 模写電送装置賃貸借（その１）
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 121,511

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く松下リース・クレジット㈱のみである。（会計法２９条
の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10479 （株）安西事務機
電子複写機賃貸借・保守及び消耗品の
供給（その６）

望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 287,730

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く、賃貸借できるのは㈱安西事務器のみである。（会計法
２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10480 （株）ハイエレコン
モバイルパーソナルコンピュータ賃貸
借

望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 98,280

本機器の借り上げに当たっては、前回賃貸借契約した機器
を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く、賃貸借できるのは㈱ハイエレコンのみである。（会計
法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10481 （株）オフィス・ハマー モバイルパソコン賃貸借（その３）
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 144,900

本機器の借り上げに当たっては、前回賃貸借契約した機器
を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く、賃貸借できるのは㈱オフィス・ハマーのみである。
（会計法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10482 （株）立芝
パーソナルコンピュータ賃貸借（その
３）

望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 264,600

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く㈱立芝のみである。（会計法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10483 （株）立芝 モバイルパソコン賃貸借（その１）
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 322,245

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く㈱立芝のみである。（会計法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10484 （株）フジビジネス広島 ページプリンタ賃貸借（その１）
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 233,100

本機器の借り上げに当たっては、前回賃貸借契約した機器
を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く、賃貸借できるのは㈱フジビジネス広島のみである。
（会計法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10485 広島測器（株） ページプリンタ賃貸借（その２）
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 151,200

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く広島測器㈱のみである。（会計法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10486 （株）立芝 ページプリンタ賃貸借（その４）
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 113,400

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く㈱立芝のみである。（会計法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10487 （株）オフィス・ハマー ページプリンタ賃貸借（その６）
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 524,160

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く㈱オフィス・ハマーのみである。（会計法２９条の３第
４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10488 東芝ファイナンス（株）
エンジニアリングワークステーション
賃貸借

望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 131,916

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く東芝ファイナンス㈱のみである。（会計法２９条の３第
４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10489 昭和リース（株） 行政文書ファイル管理サーバ賃貸借
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 113,904

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く昭和リース㈱のみである。（会計法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10490 日本電子計算機（株） ＬＡＮ間接続装置賃貸借
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 49,320

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く日本電子計算機㈱のみである。（会計法２９条の３第４
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10491 日本電子計算機（株） 情報処理装置賃貸借
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 704,350

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く日本電子計算機㈱のみである。（会計法２９条の３第４
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10492 日本電子計算機（株） 用地業務積算システム機器賃貸借
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 504,000

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く日本電子計算機㈱のみである。（会計法２９条の３第４
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10493 日本電子計算機（株） 施工体制点検支援システム機器賃貸借
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 986,580

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く日本電子計算機㈱のみである。（会計法２９条の３第４
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10494 （株）オフィス・ハマー
パーソナルコンピュータ外賃貸借（そ
の１）

望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 551,640

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く㈱オフィス・ハマーのみである。（会計法２９条の３第
４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10495 （有）秋月事務器 ページプリンタ賃貸借（その５）
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 197,820

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く㈲秋月事務器のみである。（会計法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10496 エヌ・ティ・ティ・リース（株） ルータ賃貸借
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成17年8月18日 122,010

専用回線として利用するＮＴＴ西日本の高速データ回線に
おいてセキュリティ及び伝送能力を発揮するに必要な機能
を有する装置を賃貸借している唯一の業者である。（会計
法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10497 日本郵政公社 後納郵便料
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成１７年４月１日 6,776,656 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10498 広島市水道局 水道料
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成１７年４月１日 5,878,047
長期継続契約のため（会計法第２９条の１２）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10499 西日本電信電話(株)広島支店 電話料
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成１７年４月１日 6,857,642
長期継続契約のため（会計法第２９条の１２）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10500
(株)ＫＤＤＩネットワーク＆ソリューショ
ンズ

市街電話料
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成１７年４月１日 1,397,291
長期継続契約のため（会計法第２９条の１２）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10501 西日本高速道路(株)中国支社 通行料
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成１７年４月１日 2,375,558 競争の余地がない（会計法２９条の３第４項） 「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10502 (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国 携帯電話料
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成１７年４月１日 7,775,089
長期継続契約のため（会計法第２９条の１２）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10503 パナソニックＣＣソリューションズ（株） 模写電送装置ほか点検
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月22日 294,000

点検する装置は、メーカー独自の設計製作によるもので、
装置の機能、性能、特性について熟知している製造業者パ
ナソニックＣＣソリューションズ㈱の点検部門以外では、
点検は困難である。（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて競争入札に移
行」

10504 （株）中国地域づくりセンター 公共空間調査とりまとめ作業
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年6月22日 930,000

これまでの活動実績により、産・学・官の分野を超えた幅
広い地域づくり実践者、すべての人が利用しやすい公共空
間の導入に向けて取り組んでいる人物、中国管内における
広範囲な人的ネットワークや地元関係者の取り組み、及び
体験学習の実施方法等、全てを有している唯一の社であ
り、本件を遂行できる唯一の機関である。（会計法２９条
の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「企画競争を実施」

10505 特定非営利活動法人きっかけづくりの会 ユニバーサルデザイン体験作業
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成17年8月11日 212,100

本件の実施に必要な可搬式の模擬歩道ユニットを唯一所有
し、ユニットの構造を熟知しているため、ユニットで再現
された実際の歩道にある障害などについて説明及び指導す
ることができ、本作業において必要とされる諸条件全てを
満たしていることから、本件を履行できる唯一の機関であ
る。（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「公募若しくは企画
競争に移行」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10506 (株)中国地域づくりセンター 地域計画基礎資料作成
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成17年8月31日 930,000

本件の履行にあたって、中国地方における地域づくりの豊
富な経験や中国地方の様々な観光資源、ＮＰＯ等住民団体
の活動情報に幅広く精通していることが不可欠である。当
業者は、中国地方における地域振興に関する多彩な人的
ネットワークや地元関係者の取り組み状況等の豊富なデー
タを保有している唯一の業者である。（会計法第２９条の
３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「競争入札若しくは
企画競争に移行」

10507 (株)中国地域づくりセンター 地域づくり活動資料作成
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成17年10月6日 940,000

本件の履行にあたって、中国地方における地域づくりの豊
富な経験や中国地方の様々な観光資源、ＮＰＯ等住民団体
の活動情報に幅広く精通していることが不可欠である。当
業者は、中国地方における地域振興に関する多彩な人的
ネットワークや地元関係者の取り組み状況等の豊富なデー
タを保有している唯一の業者である。（会計法第２９条の
３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「競争入札若しくは
企画競争に移行」

10508 （株）中国サンネット 無線局再免許申請書作成
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成17年10月26日 800,000

本業務を行うには、データコード等の変換が必要であり再
免許申請書の作成に当たっては、既設システムの機能、構
造及び設定を細部にわたり熟知していることが必要条件で
あるので、システム開発者である㈱サンネット以外では不
可能である。（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて競争入札に移
行」

10509 日本無線（株） 地震情報設備改造
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成17年12月5日 591,150

中国地方整備局の地震情報設備の開発の納入を行ってお
り、既設設備で用いられている独自の技術を有していると
ともに、既設設備の内容を詳細に熟知していることから、
本件を遂行できる唯一の業者である。（会計法第２９条の
３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて競争入札に移
行」

10510 日本無線（株） 河川情報回線調査作業
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成17年12月15日 84,000

本作業の実施に当たっては、製造者独自の開発思想及び社
内仕様で製造されている多重無線装置の仕様について熟知
している必要があり、既設装置の設定情報収集及び回線の
高速化設定による共有対応等の調査については、各種信号
処理の方式および設定情報の変換方式が独自仕様であり、
本装置の製造業者以外では作業不可能である。また、製造
業者での本作業履行でなければ、作業後の保証体制及び保
守管理体制に重大な支障が発生する場合があるため、日本
無線㈱が本作業の履行できる唯一の業者である。（会計法
第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「競争入札若しくは
企画競争に移行」

10511 (株)中国地域づくりセンター 地域づくり人材資料作成
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成18年1月30日 984,000

本件の履行にあたって、中国地方における地域づくりの豊
富な経験や中国地方の様々な観光資源、ＮＰＯ等住民団体
の活動情報に幅広く精通していることが不可欠である。当
業者は、中国地方における地域振興に関する多彩な人的
ネットワークや地元関係者の取り組み状況等の豊富なデー
タを保有している唯一の業者である。（会計法第２９条の
３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「競争入札若しくは
企画競争に移行」

10512 東芝ソリューション（株） 人材育成データ更新
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成18年1月30日 703,500

本システムの開発を行い著作者人格権を保有している。ま
た、中国地方整備局における情報ネットワークの立案、設
計、構築及びシステム・ネットワークの運用管理を行って
おり、作業に必要な現行のネットワーク情報を熟知し、円
滑かつ確実なシステム改良が行えるとともに、情報セキュ
リティーの観点から責任の明確化が確保できる唯一の業者
である。（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「競争入札に移行」

10513 東芝ソリューション（株） 人材育成データ作成
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成18年2月22日 672,000

本システムの開発を行い著作者人格権を保有している。ま
た、中国地方整備局における情報ネットワークの立案、設
計、構築及びシステム・ネットワークの運用管理を行って
おり、作業に必要な現行のネットワーク情報を熟知し、円
滑かつ確実なシステム改良が行えるとともに、情報セキュ
リティーの観点から責任の明確化が確保できる唯一の業者
である。（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「競争入札に移行」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
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(円)
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10514
特定非営利活動法人中国・地域づくりハウ
ス

自主防災活動事例収集
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成18年1月31日 972,000

産・官・学・野の分野を超えた幅広い豊富な情報を有し、
また、地域振興に関する多彩な人的ネットワークを有して
おり、本件を遂行できる唯一の機関である。（会計法第２
９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「公募若しくは企画
競争に移行」

10515 （株）中国新聞社
「中国地方地域づくり懇談会」講演会
広報

甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成18年1月30日 942,375

広島県内において幅広い広報実績を有しており、広島県全
体をカバーする発行力を松唯一の新聞社として、地域に密
着した紙面をつくり、幅広く効果的な広報を行うことので
きる唯一の機関である。（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10516 (株)中央ジオマチックス広島営業所 下水道計画図修正
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成18年2月15日 123,900

本件の履行にあたって、下水道計画図の基本となる諸デー
タが必要となってくる。当該業者は、下水道計画図のデー
タを作成し、その著作者人格権を有しており、本件を遂行
できる唯一の業者である。（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10517 （株）エスエスイー 職員名簿メンテナンスツール作成作業
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成18年3月1日 976,500

総文システム用職員名簿及びアドレス帳の作成に加え総文
システムの保守・メンテナンスを担当しており、本業務を
行うにあたっての知識・経験を豊富に有している。また、
運用管理業務を通じて現地の状況にも精通しており、本業
務を確実に履行できる唯一の業者である。（会計法第２９
条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて競争入札に移
行」

10518 (株)中国地域づくりセンター 地域づくり業務に関する基礎資料作成
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成18年3月10日 780,000

本件の履行にあたって、中国地方における地域づくりの豊
富な経験や中国地方の様々な観光資源、ＮＰＯ等住民団体
の活動情報に幅広く精通していることが不可欠である。当
業者は、中国地方における地域振興に関する多彩な人的
ネットワークや地元関係者の取り組み状況等の豊富なデー
タを保有している唯一の業者である。（会計法第２９条の
３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「競争入札若しくは
企画競争に移行」

10519 パナソニックＣＣソリューションズ（株） ＦＡＸ蓄積同報装置等撤去
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成17年11月7日 139,650

本装置には、宛先名称やＦＡＸ番号等の情報が記録されて
おり、他の業者が処分を行うと内部に記録されている情報
の漏洩などの危険を伴う恐れがある。また本装置は、メー
カ独自の設計製作によるもので、装置の機能、性能、特性
について熟知した製造業者でなければ記録部の確実な処分
が出来ない。パナソニックＣＣソリューションズ㈱は、本
装置の製造業者であり、本件を履行できる唯一の業者であ
る。（会計法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「当該事務事業等の
委託等を行わない」

10520 能美防災（株） 超高感度煙検知装置賃貸借
甲村謙友中国地方整備局
広島市中区上八丁堀6-30

平成17年4月1日 541,800

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く能美防災㈱のみである。（会計法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10521 日本電子計算機（株） 施工体制点検支援システム機器賃貸借
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 986,580

本機器の借り上げに当たっては、前年度賃貸借契約した機
器を引き続き使用するものであり、他に競合するものはな
く日本電子計算機㈱のみである。（会計法２９条の３第４
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10522 （株）テイ・エス・エス・ソフトウエア ホームページ制作
望月常好中国地方整備局
広島市中区上八丁堀６－
３０

平成17年4月1日 264,075

過去に同業種である「平成１６年度ホームページ作成」を
行った実績があることから中国地方整備局のホームページ
構造に精通し、ホームページ運用に対して敏速かつ正確に
対応できる唯一の業者である。（会計法第２９条の３第４
項）

「見直しの
余地があ
り」

「競争入札若しくは
企画競争に移行」

単価契約

10523 西日本電信電話(株) 電話料

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年4月1日 9,021,526

長期継続契約のため（会計法第２９条の１２）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10524 (株)ケーオウエイ 電子複写機賃貸借及び保守（その４）

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年4月1日 5,342,149

前年度賃貸借契約した機器を引き続き使用するものであ
り、他に競合する者がないため。（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所
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契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10525 ＮＴＴドコモ中国(株) 携帯電話料

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年4月1日 5,059,607

長期継続契約のため（会計法第２９条の１２）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10526 中国東芝情報機器サービス(株) 事務所セキュリティ機器賃貸借

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年4月1日 3,509,604

前年度賃貸借契約した機器を引き続き使用するものであ
り、他に競合する者がないため。（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成20年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10527 東芝ファイナンス(株) ファイルサーバ賃貸借

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年4月1日 3,078,180

前年度賃貸借契約した機器を引き続き使用するものであ
り、他に競合する者がないため。（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10528 東芝ファイナンス(株) 事務所ＥＷＳ賃貸借

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年4月1日 3,076,920

前年度賃貸借契約した機器を引き続き使用するものであ
り、他に競合する者がないため。（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10529 日立キャピタル(株)
パーソナルコンピュータ賃貸借（その
４）

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年4月1日 2,853,900

前年度賃貸借契約した機器を引き続き使用するものであ
り、他に競合する者がないため。（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10530 日本電子計算機(株) 情報共有機器等賃貸借

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年4月1日 2,746,800

前年度賃貸借契約した機器を引き続き使用するものであ
り、他に競合する者がないため。（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10531 東芝ファイナンス(株) センサスサーバ賃貸借

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年4月1日 2,656,080

前年度賃貸借契約した機器を引き続き使用するものであ
り、他に競合する者がないため。（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10532 中国東芝情報機器サービス(株) 道路情報中継サーバ賃貸借

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年4月1日 2,482,200

前年度賃貸借契約した機器を引き続き使用するものであ
り、他に競合する者がないため。（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成20年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10533 東芝ファイナンス(株) プローブ収集サーバ賃貸借

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年4月1日 2,354,940

前年度賃貸借契約した機器を引き続き使用するものであ
り、他に競合する者がないため。（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成22年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計」）

単価契約

10534 セコム(株) 出張所庁舎保全業務

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年4月1日 2,136,960

各出張所は管内の広範囲に位置し、異常時に急行できる体
制が要求され、また、国道維持出張所には高価な情報機器
を保有しており、被害の未然防止のために、より高度な防
犯システムが必要である.当業者は、全国８００箇所以上
の拠点を持ち、異常時には２４時間体制で迅速な対応が出
来るネットワークシステムを確立しており、管内の各出張
所においても同様の体制を整えることができ、さらに、
新鋭の画像認識装置により、異常発生時には電話回線を使
用して画像をコントロールセンターに自動送信し、被害が
未然に防止されるよう迅速且つ的確な対応ができる高度な
セキュリティシステムを確立している当地区唯一の業者で
あるため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10535 智頭町建築事業協同組合 建物等借上料

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年4月1日 2,040,000

競争の余地がない（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10536 三井リース事業(株)
パーソナルコンピュータ賃貸借（その
３）

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年4月1日 1,938,640

前年度賃貸借契約した機器を引き続き使用するものであ
り、他に競合する者がないため。（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成20年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10537 (株)松田組 河原仮設材賃貸借

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年4月1日 1,806,000

平成１６年度発注の鳥取自動車道河原改良工事で設置した
敷鉄板の損料契約で、当箇所別途発注工事で使用するた
め、使用が終了するまで仮設材の所有者である本業者と損
料契約する事が経費面において得策であるため。（会計法
第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
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10538 三菱重工業(株) 尾見ランプ橋足場賃貸借

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年4月1日 1,575,000

平成１５年度発注の志戸坂峠道路尾見ランプ橋上部工事で
設置した足場の損料契約で、当箇所別途発注工事で使用す
るため、使用が終了するまで仮設材の所有者である本業者
と損料契約する事が経費面において得策であるため。（会
計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10539 (株)ケーオウエイ 電子複写機賃貸借及び保守（その２）

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年4月1日 1,562,323

前年度賃貸借契約した機器を引き続き使用するものであ
り、他に競合する者がないため。（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10540 日本郵政公社 後納郵便料

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年4月1日 1,560,560

競争の余地がない（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10541 松下リース・クレジット(株) 模写電送装置賃貸借

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年4月1日 1,483,104

前年度賃貸借契約した機器を引き続き使用するものであ
り、他に競合する者がないため。（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10542 (株)藤原組 湯山仮設材賃貸借

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年4月1日 1,470,000

平成１５年度発注の駟馳山高架橋下部工事で設置した土留
め及び足場の損料契約で、当箇所別途発注工事で使用する
ため、使用が終了するまで仮設材の所有者である本業者と
損料契約する事が経費面において得策であるため。（会計
法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10543 中央建設(株) 片山仮設材賃貸借

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年4月1日 1,260,000

平成１６年度発注の鳥取自動車道新片山橋下部工事で設置
した土留め及び足場の損料契約で、当箇所別途発注工事で
使用するため、使用が終了するまで仮設材の所有者である
本業者と損料契約する事が経費面において得策であるた
め。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10544 (株)ケーオウエイ 電子複写機賃貸借及び保守（その３）

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年4月1日 1,006,306

前年度賃貸借契約した機器を引き続き使用するものであ
り、他に競合する者がないため。（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10545 鳥取県保健事業団 千代川水質分析

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年4月8日 5,511,870

千代川流域における定期及び臨時の採水資料の分析を行う
もので、特に水質事故等の緊急時に迅速な対応が可能であ
るとともに、鳥取県東部地域に存在する唯一の公的機関で
あることから信頼性もあるため。（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて競争入札に移
行」

単価契約

10546 （株）ジェイ・サイエンス西日本
千代川安長水質自動監視装置保守点検
業務

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年4月11日 5,565,000

業務の遂行にあたっては、水質自動観測データを正確かつ
継続的に計測して記録を収集していく必要があることか
ら、水質観測施設の構造およびシステムに熟知しているこ
と、施設の維持管理に関する専門的な知識を有することが
必要不可欠であり、当業者は、この水質自動監視装置を納
入しており、施設の構造、計測システムを熟知しているこ
とから、本業務に必要な技術・知識を修得した人材を多数
保有し、過去の実績から信頼性が高く、業務遂行の誠実性
においても良好な成果が期待でき、また、適切な保守点検
が行えるとともに、水質事故等の緊急時や計器の故障等の
異常時においても速やかな計測値の確認作業や部品の手
配、交換が出来る唯一の業者であるため。（会計法第29条
の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて競争入札に移
行」

10547 (株)鳥取読売 千代川広報配布作業

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年4月11日 2,377,830

千代川の情報発信を目指した広報紙を千代川流域にある鳥
取市内全戸に配布するもので、当業者は、鳥取市広報の配
布を手がけており、各町内会の協力を得て、全戸に行き届
くルートを確立している業者のため。（会計法第29条の3
第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10548 (株)新日本海新聞社 「高速交通時代の明日を探る」広報

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年4月11日 2,205,000

当新聞社は、鳥取県内の地方紙と全国紙を合わせ も発行
部数が多く、エリヤ内の媒体力は他紙を圧倒し群を抜いて
おり、地域に密着した紙面をつくり、幅広く効果的な広報
をできる唯一の機関であるため。（会計法第29条の3第4
項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10549 (株)新日本海新聞社
「防災・減災フォーラム２００５ｉｎ
鳥取」広報

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年6月6日 6,552,000

当新聞社は、鳥取県内の地方紙と全国紙を合わせ も発行
部数が多く、エリヤ内の媒体力は他紙を圧倒し群を抜いて
おり、地域に密着した紙面をつくり、幅広く効果的な広報
をできる唯一の機関であるため。（会計法第29条の3第4
項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10550 (株)山陰放送 ラジオ広報放送

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年6月6日 1,554,000

当業者は、山陰地方の広い視聴カバーエリヤを保有し、過
年度の視聴率調査結果でも特出した実績を有しており、幅
広く効果的な広報が行える唯一の機関であるため。（会計
法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10551 (株)新日本海新聞社 防災・減災をテーマとした広報活動

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年6月8日 3,528,000

当新聞社は、鳥取県内の地方紙と全国紙を合わせ も発行
部数が多く、エリヤ内の媒体力は他紙を圧倒し群を抜いて
おり、地域に密着した紙面をつくり、幅広く効果的な広報
をできる唯一の機関であるため。（会計法第29条の3第4
項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10552 (株)新日本海新聞社 「姫路鳥取線経済人アンケート」広報

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年8月4日 2,493,750

当新聞社は、鳥取県内の地方紙と全国紙を合わせ も発行
部数が多く、エリヤ内の媒体力は他紙を圧倒し群を抜いて
おり、地域に密着した紙面をつくり、幅広く効果的な広報
をできる唯一の機関であるため。（会計法第29条の3第4
項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10553 (株)新日本海新聞社 「高速時代の明日を探るⅡ」広報

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年8月9日 5,145,000

当新聞社は、鳥取県内の地方紙と全国紙を合わせ も発行
部数が多く、エリヤ内の媒体力は他紙を圧倒し群を抜いて
おり、地域に密着した紙面をつくり、幅広く効果的な広報
をできる唯一の機関であるため。（会計法第29条の3第4
項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10554 (株)新日本海新聞社
「地球温暖化防止のための道路政策」
広報

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年8月9日 1,248,450

当新聞社は、鳥取県内の地方紙と全国紙を合わせ も発行
部数が多く、エリヤ内の媒体力は他紙を圧倒し群を抜いて
おり、地域に密着した紙面をつくり、幅広く効果的な広報
をできる唯一の機関であるため。（会計法第29条の3第4
項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10555 (財)とっとり政策総合研究センター 姫路鳥取線活用方策とりまとめ

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年8月25日 12,705,000

履行にあたっては、鳥取県の経済、産業、観光、交通のあ
り方や、それらを活用した総合的な地域づくりにおいて豊
富な経験と専門知識が必要不可欠である。当機関は、鳥取
県についての各種情報の収集、分析、提供及び、経済、産
業、観光、交通における総合的な政策、施策、地域開発、
地域活性化に関する調査、研究等を継続的に実施してお
り、地域連携分野の地域づくりにおいて専門的かつ高度な
知識や本件履行に必要な研究データを有している唯一の機
関であるため。（会計法第29条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて企画競争を実
施」

10556 (株)新日本海新聞社
「青谷羽合道路アクセス部開通記念」
広報

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年10月25日 4,454,625

当新聞社は、鳥取県内の地方紙と全国紙を合わせ も発行
部数が多く、エリヤ内の媒体力は他紙を圧倒し群を抜いて
おり、地域に密着した紙面をつくり、幅広く効果的な広報
をできる唯一の機関であるため。（会計法第29条の3第4
項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10557 日本無線(株)中国支社 集配信サーバ外改修

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年11月8日 2,887,500

当該装置は製造者独自の開発思想及び社内仕様によってお
り、また既存システムの改修が生じるため、開発者である
当業者以外では改修は著しく困難で、改修後の保証体制及
び保守管理体制に重大な支障を生ずることとなるため。
（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10558 (株)新日本海新聞社
「経済界トップインタビュー企画」広
報

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年11月14日 1,623,977

当新聞社は、社会資本整備に関する見識を有しており、さ
らに鳥取県内の地方紙と全国紙を合わせ も発行部数が多
く、エリヤ内の媒体力は他紙を圧倒し群を抜いており、地
域に密着した紙面をつくり、幅広く効果的な広報をできる
唯一の機関であるため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10559 (株)新日本海新聞社
「鳥取県東部地域の道づくりに関する
アンケート」広報

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成17年12月15日 2,866,500

当新聞社は、鳥取県内の地方紙と全国紙を合わせ も発行
部数が多く、エリヤ内の媒体力は他紙を圧倒し群を抜いて
おり、地域に密着した紙面をつくり、幅広く効果的な広報
をできる唯一の機関であるため。（会計法第29条の3第4
項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10560 富士通(株) 霊石山多重端局装置外修理

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成18年1月13日 2,305,800

当該装置は製造者独自の開発思想及び社内仕様によってい
るため、製造者である当業者以外では修理は困難で、また
修理後の保証体制及び保守管理体制に重大な支障を生ずる
こととなるため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10561 (株)新日本海新聞社
「姫路鳥取線を生かした地域づくりシ
ンポジウム」広報

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成18年1月19日 4,137,000

当新聞社は、鳥取県内の地方紙と全国紙を合わせ も発行
部数が多く、エリヤ内の媒体力は他紙を圧倒し群を抜いて
おり、地域に密着した紙面をつくり、幅広く効果的な広報
をできる唯一の機関であるため。（会計法第29条の3第4
項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10562 (株)東芝 霊石山多重無線装置外修理

安田泰二中国地方整備局
鳥取河川国道事務所鳥取
県鳥取市田園町４ー４０
０

平成18年1月30日 2,982,000

当該装置は製造者独自の開発思想及び社内仕様によってい
るため、製造者である当業者以外では修理は困難で、また
修理後の保証体制及び保守管理体制に重大な支障を生ずる
こととなるため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10563 日本電子計算機（株） パーソナルコンピュータ賃貸借(その4)
嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所倉吉
市福庭町1-18

平成17年4月1日 5,274,360
当初、一般競争入札により落札された当該機器等を前年度
に引き続き使用するものであり競争を許さないため。（会
計法第29条３第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成21年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10564 （株）ケーオウエイ 電子複写機賃貸借及び保守
嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所倉吉
市福庭町1-18

平成17年4月1日 5,003,706
当初、一般競争入札により落札された当該機器等を前年度
に引き続き使用するものであり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10565 東芝ファイナンス（株） プロ－ブデータ収集サーバ賃貸借
嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所倉吉
市福庭町1-18

平成17年4月1日 2,643,480
当初、一般競争入札により落札された当該機器等を前年度
に引き続き使用するものであり競争を許さないため。（会
計法第29条３第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10566 東芝ファイナンス（株） センサスサーバ賃貸借
嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所倉吉
市福庭町1-18

平成17年4月1日 2,425,500
当初、一般競争入札により落札された当該機器等を前年度
に引き続き使用するものであり競争を許さないため。（会
計法第29条３第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10567 日本電子計算機（株） 道路中継サーバ賃貸借
嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所倉吉
市福庭町1-18

平成17年4月1日 2,361,240
当初、一般競争入札により落札された当該機器等を前年度
に引き続き使用するものであり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10568 （株）衣笠商会 パーソナルコンピュータ賃貸借(その1)
嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所倉吉
市福庭町1-18

平成17年4月1日 2,099,664
当初、一般競争入札により落札された当該機器等を前年度
に引き続き使用するものであり競争を許さないため。（会
計法第29条３第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10569 （有）ﾂｲﾝｽﾞ 職員宿舎用建物賃貸料
嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所倉吉
市福庭町1-18

平成17年4月1日 2,016,000
競争の余地がない（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10570 東芝ファイナンス（株）
倉吉河川国道事務所ホ－ムペ－ジサ－
バ賃貸借

嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所倉吉
市福庭町1-18

平成17年4月1日 2,003,400
当初、一般競争入札により落札された当該機器等を前年度
に引き続き使用するものであり競争を許さないため。（会
計法第29条３第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成20年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10571 日本電子計算機（株）
パーソナルコンピュータ賃貸借(その
２)

嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所倉吉
市福庭町1-18

平成17年4月1日 1,891,290
当初、一般競争入札により落札された当該機器等を前年度
に引き続き使用するものであり競争を許さないため。（会
計法第29条３第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成21年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10572 （株）衣笠商会
電子複写機保守及び消耗品の供給（そ
の１）

嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所倉吉
市福庭町1-18

平成17年4月1日 1,371,570

電子複写機賃貸借（その１）で契約した機器の保守契約で
あり、当該機器に精通している法人が他に存しないことか
ら、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成21年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10573 （有）赤碕清掃 し尿浄化槽清掃 （赤碕道の駅）
嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所倉吉
市福庭町1-18

平成17年4月1日 1,360,800
当該法人は、当該地域を担当できる唯一の者であり、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて競争入札に移
行」

単価契約



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10574 富士通リ－ス（株） テレビ会議装置賃貸借
嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所倉吉
市福庭町1-18

平成17年4月1日 1,263,528
当初、一般競争入札により落札された当該機器等を前年度
に引き続き使用するものであり競争を許さないため。（会
計法第29条３第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10575 東芝ファイナンス（株） ITSサーバ賃貸借
嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所倉吉
市福庭町1-18

平成17年4月1日 1,260,000
当初、一般競争入札により落札された当該機器等を前年度
に引き続き使用するものであり競争を許さないため。（会
計法第29条３第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10576 住信・松下フィナンシャルサービス（株） 模写電送装置賃貸借
嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所倉吉
市福庭町1-18

平成17年4月1日 1,213,380
当初、一般競争入札により落札された当該機器等を前年度
に引き続き使用するものであり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成22年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10577 鳥取県広域事業（株） し尿浄化槽維持管理 （赤碕道の駅）
嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所倉吉
市福庭町1-18

平成17年4月1日 1,212,645
当該法人は、当該地域を担当できる唯一の者であり、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて競争入札に移
行」

単価契約

10578 ALSOK山陰（株） 庁舎保全業務
嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所倉吉
市福庭町1-18

平成17年4月1日 1,134,000
当初、一般競争入札により落札された警備機器等を前年度
に引き続き使用し、警備を行うものであり、競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10579 東芝ファイナンス（株） ファイルサ－バ賃貸借
嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所倉吉
市福庭町1-18

平成17年4月1日 1,099,980
当初、一般競争入札により落札された当該機器等を前年度
に引き続き使用するものであり競争を許さないため。（会
計法第29条３第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10580 積和不動産中国（株） 職員宿舎用建物賃貸料
嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所倉吉
市福庭町1-18

平成17年4月1日 1,080,000
競争の余地がない（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10581 西日本電信電話（株） 電話料
嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所倉吉
市福庭町1-18

平成17年4月12日 3,706,596
長期継続契約のため（会計法第２９条の１２）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10582 西日本電信電話（株） 電話回線専用料
嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所倉吉
市福庭町1-18

平成17年4月13日 2,978,602
長期継続契約のため（会計法第２９条の１２）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10583 （株）ｴﾇ・ﾃｨ・ﾃｨ・ﾄﾞｺﾓ中国 携帯電話料
嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所倉吉
市福庭町1-18

平成17年4月13日 2,053,439
長期継続契約のため（会計法第２９条の１２）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10584 ＫＤＤＩ（株） 電話料
嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所倉吉
市福庭町1-18

平成17年4月15日 2,533,567
長期継続契約のため（会計法第２９条の１２）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10585 ｹｲﾃﾞｨｰﾃﾞｨｰｱｲ（株） 電話料
嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所倉吉
市福庭町1-18

平成17年4月19日 1,028,070
長期継続契約のため（会計法第２９条の１２）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10586 湯梨浜町
道の駅「はわい」維持管理分担金
上・下水道代

嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所倉吉
市福庭町1-18

平成17年4月20日 1,025,323
長期継続契約のため（会計法第２９条の１２）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10587 日本郵政公社 後納郵便料
嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所倉吉
市福庭町1-18

平成17年5月10日 1,463,870
競争の余地がない（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10588 西日本高速道路（株） 通行料
嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所倉吉
市福庭町1-18

平成17年5月23日 1,180,479
競争の余地がない（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10589 鳥取県広域事業（株） 赤碕道の駅浄化槽修繕作業
嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所倉吉
市福庭町1-18

平成17年7月6日 1,575,000
当該法人は、当該地域を担当できる唯一の者であり、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて競争入札に移
行」

10590 （株）新日本海新聞社
「米子ＪＣＴ利用形態告知及び整備効
果」広報

嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所倉吉
市福庭町1-18

平成17年7月26日 2,047,500

当該法人は、鳥取県内において圧倒的に新聞発行部数が多
いため、幅広く効果的な広報を行うことができる唯一の者
であり、競争を許さないため（会計法第29条の3第4項） 「その他」

「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10591 （株）新日本海新聞社
「経済界トップインタビュー企画」広
報

嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所倉吉
市福庭町1-18

平成17年11月16日 1,623,977

当該法人は、鳥取県内において圧倒的に新聞発行部数が多
く、幅広く効果的な広報を行うことができる唯一の者であ
り、競争を許さないため（会計法第29条の3第4項） 「その他」

「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10592 日本無線（株） 日野川管内放流制御設備点検業務
嘉本昭夫中国地方整備局
倉吉河川国道事務所倉吉
市福庭町1-18

平成17年5月17日 1,050,000

対象設備は、電子技術および制御に関するノウハウを駆使
し設計された設備である。また、構成機器の方式、ソフト
ウェア等は、製造業者独自の設計によるものである。当該
業者は、当該設備の製造・納入メーカーであり、安全確実
に業務を履行することのできる唯一の業者である。（会計
法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10593 （株）丸島アクアシステム 日野川堰ゲート外点検整備
茅原伸喜中国地方整備局
日野川河川事務所鳥取県
米子市古豊千６７８

平成17年5月18日 5,460,000

機器構成、制御等に関しては特殊で独自の機構を有してい
るため、点検・調整・整備等を実施するにあたり高度な専
門知識・技術を必要とする。当該業者は、本設備の製作・
据付を施工している、住友電気工業株式会社と唯一の提携
関係にあり、設備機器、制御等に関して十分な知識を有す
る技術者を派遣することができ、 も安全に点検を遂行で
きる唯一の業者である。（会計法第第２９条３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成18年度以降に
おいて競争入札に移
行」

10594 （株）スペック
パーソナルコンピュータ賃貸借（その
１）

茅原伸喜中国地方整備局
日野川河川事務所鳥取県
米子市古豊千６７８

平成17年4月1日 1,503,600
前年度からの継続であり、当該業者でなければ取り扱えな
い。（会計法第２９条３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成20年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10595 東芝ファイナンス（株）
エンジニアリングワークステーション
賃貸借

茅原伸喜中国地方整備局
日野川河川事務所鳥取県
米子市古豊千６７８

平成17年4月1日 2,662,380
前年度からの継続であり、当該業者でなければ取り扱えな
い。（会計法第２９条３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成20年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10596 （株）ケー・オウ・エイ
電子複写機賃貸借及び保守等（その
２）

茅原伸喜中国地方整備局
日野川河川事務所鳥取県
米子市古豊千６７８

平成17年4月1日 2,943,447
前年度からの継続であり、当該業者でなければ取り扱えな
い。（会計法第２９条３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10597 （有）福井事務機
図面用電子複写機賃貸借、保守及び消
耗品の供給

茅原伸喜中国地方整備局
日野川河川事務所鳥取県
米子市古豊千６７８

平成17年4月1日 1,181,880
前年度からの継続であり、当該業者でなければ取り扱えな
い。（会計法第２９条３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成21年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10598 （有）原文タイプ
模写電送装置賃貸借及び保守等（その
１）

茅原伸喜中国地方整備局
日野川河川事務所鳥取県
米子市古豊千６７８

平成17年4月1日 1,734,384
前年度からの継続であり、当該業者でなければ取り扱えな
い。（会計法第２９条３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成23年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10599 西日本電信電話（株）鳥取支店 電話料
茅原伸喜中国地方整備局
日野川河川事務所鳥取県
米子市古豊千６７８

平成17年4月1日 1,733,036
長期継続契約のため（会計法第２９条の１２）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10600 西日本電信電話（株）広島支店 電話料
茅原伸喜中国地方整備局
日野川河川事務所鳥取県
米子市古豊千６７８

平成17年4月1日 1,529,243
長期継続契約のため（会計法第２９条の１２）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10601 中国東芝情報機器サービス（株）
パーソナルコンピュータ賃貸借（その
４）

金山義延中国地方整備局
殿ダム工事事務所鳥取市
国府町宮下１２２１番地

平成17年4月1日 2,169,720
前年度賃貸借した機器を引き続き使用するものであり、競
争を許さないため。（会計法29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10602 富士ゼロックス（株） 電子複写機保守及び消耗品供給
金山義延中国地方整備局
殿ダム工事事務所鳥取市
国府町宮下１２２１番地

平成17年4月1日 1,503,877
前年度賃貸借した機器を引き続き使用するものであり、競
争を許さないため。（会計法29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成21年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10603 （株）モリックスジャパン カラー複写機保守
金山義延中国地方整備局
殿ダム工事事務所鳥取市
国府町宮下１２２１番地

平成17年4月1日 2,549,292
前年度賃貸借した機器を引き続き使用するものであり、競
争を許さないため。（会計法29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成21年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10604 西日本電信電話（株） 電話料
金山義延中国地方整備局
殿ダム工事事務所鳥取市
国府町宮下１２２１番地

平成17年4月1日 1,058,813
長期継続契約のため（会計法第２９条の１２）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10605 非公表 建物賃貸借契約　計４件
金山義延中国地方整備局
殿ダム工事事務所鳥取市
国府町宮下１２２１番地

平成17年4月1日 21,045,120
競争の余地がない（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

個人情報

10606 日本総合サービス（株） 車両管理業務
金山義延中国地方整備局
殿ダム工事事務所鳥取市
国府町宮下１２２１番地

平成17年4月1日 10,109,244
本件は、指名競争で入札を２回実施したが落札者が無かっ
たため99条の2の随意契約手続きに移行したため。（会計
法29条の3第3項,99条の2）

「見直しの
余地があ
り」

「競争入札に移行」 単価契約

10607 （株）ＮＣＰサプライ 電子複写外単価契約
金山義延中国地方整備局
殿ダム工事事務所鳥取市
国府町宮下１２２１番地

平成17年4月1日 1,206,772
本件は、指名競争で入札を２回実施したが落札者が無かっ
たため99条の2の随意契約手続きに移行したため。（会計
法29条の3第5項,99条の2）

「見直しの
余地があ
り」

「競争入札に移行」 単価契約



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10608 （有）池本喜巳写真事務所 殿ダム広報補助
金山義延中国地方整備局
殿ダム工事事務所鳥取市
国府町宮下１２２１番地

平成17年6月27日 6,954,780

（有）池本喜巳写真事務所は、殿ダム建設事業により住民
を取り巻く環境が大きく変貌する水防地域の風景、伝統文
化、水没移転者や周辺の動向等を写真や取材等により数多
く記録しており、これを通じて地域住民との間に厚い信頼
感が形成され、住民のダム建設事業に対する想い、将来の
生活感を熟知している。また、鳥取県内を基盤に個展の開
催や雑誌、地元新聞への掲載も多数にわたり、写真協会、
県展等での多数の受賞、審査員経験も有している。さら
に、取材、写真撮影に基づく住民の視点に立った広報につ
いて、豊富な経験を有していることから、本業務が円滑か
つ確実に遂行し、効果の高い成果を期待できる唯一の業者
であるので、競争を許さないため。（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて企画競争を実
施」

10609 日ノ丸印刷（株） 広報印刷単価契約
金山義延中国地方整備局
殿ダム工事事務所鳥取市
国府町宮下１２２１番地

平成17年7月20日 1,818,652
本件は、指名競争で入札を２回実施したが落札者が無かっ
たため99条の2の随意契約手続きに移行したため。（会計
法29条の3第5項,99条の2）

「見直しの
余地があ
り」

「競争入札に移行」 単価契約

10610 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 高津川流域三次元画像作成作業
宮原慎中国地方整備局浜
田河川国道事務所島根県
浜田市相生町３９７３

平成17年6月7日 6,510,000

（株）エヌ・ティ・ティ・データは、デジタル衛星画像を
取り扱っている業者のうち、衛星画像の全国整備を行う唯
一の業者であり、ＯｒｂＶｉｅｗ衛星の日本国内での独占
受信販売権をはじめとして、ＳＰＯＴ衛星やその他衛星な
どの販売権を取得しており、現在撮影及び整備された画像
地図データを製品化している状況にあり、高津川流域の
新の衛星画像を保有し、なおかつ衛星画像の加工権を持っ
ている。また、デジタル三次元衛星画像及びソフトウェア
は国土交通省のＮＥＴＩＳに登録済みであり、国土交通省
の他の事務所においての利用実績も豊富であり、信頼性が
高く、高津川流域の三次元画像の作成が可能な唯一の業者
である。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成18年度以降に
おいて当該事務事業
等の委託等を行わな
い」

10611 （株）山陰中央新報社 高津川写生大会新聞広告
宮原慎中国地方整備局浜
田河川国道事務所島根県
浜田市相生町３９７３

平成17年6月15日 1,995,000

本件の目的である河川行政が地域住民等との連携・協力の
基に展開する必要性により、従来の河川広報にもまし幅広
い河川広報を行うため、（株）山陰中央新報社というメ
ディアを利用し、広域的な広報及び参加者募集を行い、こ
の行事を実施するものである。当業者は次の用件を満たし
ており、唯一の業者である。①専門的技術・知識を有す
る。②全国紙・地方紙を合わせ、県内第一位の購読数であ
り、広域的な河川広報に寄与できる。（会計法第２９条の
３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10612 （株）山陰中央新報社 防災・減災フォーラム広報
宮原慎中国地方整備局浜
田河川国道事務所島根県
浜田市相生町３９７３

平成17年6月22日 4,735,500

（株）山陰中央新報社は、島根県地域における新聞の発行
部数は 大シェアを占めており地域住民の認知度も高く、
効果的な広報につながる記事作成のノウハウの蓄積も十分
持ち合わせている。また、新聞特集広告記事を機軸とし、
本業務において必要とされる諸条件全てを満たしており、
かつ、島根県内で圧倒的な情報誌発行部数を誇り、効果的
な広報を行うことが出来る唯一の機関である。（会計法２
９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10613 （株）山陰中央新報社
高速交通網を活用した地域づくりに関
する広報文掲載

宮原慎中国地方整備局浜
田河川国道事務所島根県
浜田市相生町３９７３

平成17年12月26日 2,342,812

（株）山陰中央新報社は、島根県地域における新聞の発行
部数は 大シェアを占めており地域住民の認知度も高く、
効果的な広報につながる記事作成のノウハウの蓄積も十分
持ち合わせている。また、新聞特集広告記事を機軸とし、
本業務において必要とされる諸条件全てを満たしており、
かつ、島根県内で圧倒的な情報誌発行部数を誇り、効果的
な広報を行うことが出来る唯一の機関である。（会計法２
９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
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10614 富士通（株） 浜田局専用通信網監視制御装置修理
宮原慎中国地方整備局浜
田河川国道事務所島根県
浜田市相生町３９７３

平成18年1月30日 3,307,500

既設装置は納入業者独自の開発思想と社内技術によって開
発されているため、既設設備の内容を詳細に熟知している
ことが求められる。このため、既設装置の修理は本装置の
製造業者以　外では、各種信号処理の方式及び受渡し条件
が異なりその他の業者では互換性がとれないため、修理後
の保証体制及び保守管理体制に重大な支障を生じることと
なる。上記業者は、本設備を製造した業者であり、本修理
を履行出来る唯一の業者である。（会計法第２９条の３第
４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10615 アクアリュウムエンゼル 事務所他水槽管理
宮原慎中国地方整備局浜
田河川国道事務所島根県
浜田市相生町３９７３

平成17年4月1日 1,890,000

アクアリュウムエンゼルは、浜田市・益田市・江津市に於
いて淡水魚の水槽管理を行う唯一の業者であり、淡水魚の
生態に精通し、熟知しており、水槽管理の技術、知識を有
し、長年に渡り浜田河川国道事務所の水槽管理を行ってお
り、過去の実績から信頼性が高く、業務遂行の誠実性にお
いても も良好な成果が期待できる唯一の業者である。
（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて競争入札に移
行」

単価契約

10616 セコム山陰（株） 出張所セキュリティ
宮原慎中国地方整備局浜
田河川国道事務所島根県
浜田市相生町３９７３

平成17年4月1日 2,288,538

本役務を行うにあたり異常発生時には画像・音声により確
実に違法行為を発見し、直ちに警察・消防署・ガス会社等
への通報等適切な処置が行え、かつ機密の保持が必要であ
る。このように遠隔操作が行え監視画像が２４時間体制で
見守れる機器を保有し専門的技術を有しているのは上記業
者以外ない。（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10617 東芝ファイナンス（株） センサスサーバ等賃貸借
宮原慎中国地方整備局浜
田河川国道事務所島根県
浜田市相生町３９７３

平成17年4月1日 4,524,660

本件は、センサスサーバ等賃貸借契約を行うものである。
本件は前年度契約しており、引き続き今年度も契約するも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成20年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10618 リコーテクノシステムズ（株）
パーソナルコンピュータ賃貸借（その
１）

宮原慎中国地方整備局浜
田河川国道事務所島根県
浜田市相生町３９７３

平成17年4月1日 1,345,575

本契約は、パーソナルコンピュータの賃貸借契約を行うも
のであるが、前年度契約しており、引き続き今年度も契約
するものである。（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成20年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10619 島根リコー（株）
パーソナルコンピュータ賃貸借（その
３）

宮原慎中国地方整備局浜
田河川国道事務所島根県
浜田市相生町３９７３

平成17年4月1日 6,545,700

本契約は、パーソナルコンピュータの賃貸借契約を行うも
のであるが、前年度契約しており、引き続き今年度も契約
するものである。（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成21年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10620 門田産業（有） 浄化槽維持管理
宮原慎中国地方整備局浜
田河川国道事務所島根県
浜田市相生町３９７３

平成17年4月1日 1,227,414

本件は、浜田市原井町地内（ゆうひパーク浜田）における
浄化槽の維持管理を行うものであり「道の駅」という公共
性の高い施設という観点からも、業務の遂行に誠実性が求
められるものである。上記により、ゆうひパーク浜田にお
いては上記業者と契約を締結している。従って、協定に基
づき当業務の履行可能な業者は唯一上記業者のみである。
（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10621 東芝ファイナンス（株） 道路管理情報システムサーバ賃貸借
宮原慎中国地方整備局浜
田河川国道事務所島根県
浜田市相生町３９７３

平成17年4月1日 2,096,640

本契約は、浜田河川国道事務所において使用する道路管理
情報のサーバー賃貸借の契約を行うものであるが、前年度
に上記業者と賃貸借の契約結んでおり、引き続き今年度も
契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10622 中国東芝情報機器サービス（株） ファイルサーバ賃貸借
宮原慎中国地方整備局浜
田河川国道事務所島根県
浜田市相生町３９７３

平成17年4月1日 1,086,120
本契約は、ファイルサーバの賃貸借契約を行うものである
が、前年度契約しており、引き続き今年度も契約するもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10623 東芝ファイナンス（株） 事務所ＥＷＳ賃貸借
宮原慎中国地方整備局浜
田河川国道事務所島根県
浜田市相生町３９７３

平成17年4月1日 1,042,524

本契約は、事務所エンジニアリングワークステーションの
賃貸借契約を行うものであるが、前年度契約しており、引
き続き今年度も契約するものである。（会計法第２９条の
３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
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10624 東芝ソリューション（株） ＬＡＮ間接続装置賃貸借
宮原慎中国地方整備局浜
田河川国道事務所島根県
浜田市相生町３９７３

平成17年4月1日 1,567,812

本契約は、浜田河川国道事務所において使用するＬＡＮ間
接続装置の賃貸借を行うものであるが、前年度に上記業者
と賃貸借契約を結んでおり、引き続き今年度を契約するも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10625 （株）浜田コンピュータシステム プロッター機器賃貸借
宮原慎中国地方整備局浜
田河川国道事務所島根県
浜田市相生町３９７３

平成17年4月1日 1,386,000
本契約は、プロッター機器の賃貸借契約を行うものである
が、前年度契約しており、引き続き今年度も契約するもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10626 （株）ミック 電子複写機賃貸借及び保守（その１）
宮原慎中国地方整備局浜
田河川国道事務所島根県
浜田市相生町３９７３

平成17年4月1日 9,751,992

本契約は、浜田河川国道事務所外３箇所において使用する
電子複写機の賃貸借及び保守を行うものであるが、前年度
に上記業者と賃貸借の契約を結んでおり、引き続き今年度
も契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10627 （株）ミック 電子複写機保守（その５）
宮原慎中国地方整備局浜
田河川国道事務所島根県
浜田市相生町３９７３

平成17年4月1日 1,507,564

本契約は、浜田河川国道事務所において使用する電子複写
機の保守の契約を行うものであるが、当該機器は上記業者
より賃貸借の契約を結んでおり、上記業者は当該機器の保
守を行うことができる唯一の業者である。（会計法第２９
条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10628 （株）山陰中央新報社 道路創作童話広報
宮原慎中国地方整備局浜
田河川国道事務所島根県
浜田市相生町３９７３

平成17年4月20日 6,118,560

（株）山陰中央新報社は、細長い島根県全体をカバーする
発行力をもつ唯一の地方紙として、高度な技術と画期的な
システムを確立した編集紙面、訴求力のある広報企画等、
地域に密着した紙面や事業は島根県に根付き支持されてい
る。上記業者は、島根県内で圧倒的な情報誌発行部数を誇
り、効果的な広報を行うことが出来る唯一の機関である。
（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10629 出雲ガス（株） ガス料
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年4月1日 3,684,295
長期継続契約のため（会計法第２９条の１２）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10630 西日本電信電話（株）広島支店 電話料
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年4月1日 2,775,286
長期継続契約のため（会計法第２９条の１２）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10631 西日本電信電話（株）広島支店 電話料
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年4月1日 1,781,124
長期継続契約のため（会計法第２９条の１２）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10632 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国 電話料
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年4月1日 2,281,447
長期継続契約のため（会計法第２９条の１２）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10633 東芝ファイナンス（株） EWS賃貸借
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年4月1日 1,869,588

本件は、出雲河川事務所においてＥＷＳ等を前年度に引き
続き賃貸借するものであるが、本機器の導入時に、比較的
長期間使用する条件で賃貸借単価を決定し、契約を締結し
ているため（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成21年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10634 （株）松文オフテック出雲営業所 カラープロッタ賃貸借
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年4月1日 1,561,140

本件は、出雲河川事務所においてカラープロッタを前年度
に引き続き賃貸借するものであるが、本機器の導入時に、
比較的長期間使用する条件で賃貸借単価を決定し、契約を
締結しているため（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成21年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10635 リコーテクノシステムズ（株）
パーソナルコンピュータ賃貸借（その
１）

内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年4月1日 1,714,440

本件は、出雲河川事務所においてパーソナルコンピュータ
等を前年度に引き続き賃貸借するものであるが、本機器の
導入時に、比較的長期間使用する条件で賃貸借単価を決定
し、契約を締結しているため（会計法第２９条の３第４
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成21年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10636 東芝ファイナンス（株）
パーソナルコンピュータ賃貸借（その
５）

内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年4月1日 2,654,820

本件は、出雲河川事務所においてパーソナルコンピュータ
等を前年度に引き続き賃貸借するものであるが、本機器の
導入時に、比較的長期間使用する条件で賃貸借単価を決定
し、契約を締結しているため（会計法第２９条の３第４
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10637 東芝ファイナンス（株） ファイルサーバ賃貸借
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年4月1日 2,114,280

本件は、出雲河川事務所においてファイルサーバを前年度
に引き続き賃貸借するものであるが、本機器の導入時に比
較的長期間使用する条件で賃貸借単価を決定し、契約を締
結しているため（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成22年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10638 （株）文泉堂
電子複写機保守及び消耗品供給（その
１）

内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年4月1日 4,961,567

当該業者は電子複写機賃貸借（その１）の賃貸借契約を結
んでいる業者であり、複写機について熟知しており、本契
約を履行するに当たり も迅速かつ確実に行える業者であ
るため（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成21年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10639 （株）ミック 電子複写機賃貸借及び保守（その２）
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年4月1日 4,395,162

本件は、出雲河川事務所において電子複写機等を前年度に
引き続き賃貸借するものであるが、本機器の導入時に、比
較的長期間使用する条件で賃貸借単価を決定し、契約を締
結しているため（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10640 （株）文泉堂 電子複写機賃貸借及び保守（その３）
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年4月1日 1,733,786

本件は、出雲河川事務所において電子複写機等を前年度に
引き続き賃貸借するものであるが、本機器の導入時に、比
較的長期間使用する条件で賃貸借単価を決定し、契約を締
結しているため（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10641 セコム山陰（株） 出張所セキュリティ
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年4月1日 2,695,128

本役務を行うにあたり各場所に設置してある警報機器につ
いては、当該業者が設置したものであり、本役務を履行す
るためには本機器に関する専門的技術を有している当該業
者以外にはないため（会計法２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10642 日本郵政公社 後納郵便料
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年4月1日 1,073,650
競争の余地がない（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10643 非公表 建物借上
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年4月1日 6,600,000
競争の余地がない（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

個人情報

10644 非公表 建物借上
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年4月1日 1,248,000
競争の余地がない（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

個人情報

10645 西日本高速道路（株）中国支社 通行料
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年4月1日 1,450,448
競争の余地がない（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10646 非公表 土地借上
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年4月1日 2,253,008
競争の余地がない（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

個人情報

10647 非公表 土地借上
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年4月1日 1,764,580
競争の余地がない（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

個人情報

10648 非公表 土地借上
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年4月1日 1,152,984
競争の余地がない（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

個人情報

10649 非公表 土地借上
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年4月1日 1,726,272
競争の余地がない（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

個人情報

10650 非公表 土地借上
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年4月1日 1,250,664
競争の余地がない（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

個人情報



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10651 ＪＦＥエンジニヤリング（株） 放水路土砂運搬設備運転管理作業
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年4月12日 19,425,000

当該業者は、本設備の製作、据付を行っておりこれらの条
件を全て満たす。また過去の作業実績により本作業に必要
な知識及び経験を有する唯一の業者であるため。（会計法
第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて競争入札に移
行」

10652 （有）高橋プロダクション 宍道湖中海水中撮影
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年6月14日 2,097,900

当該業者は、水中撮影の豊富な経験と高い技術力を有する
人材を有するとともに、当該水域での水中動画撮影の豊富
な経験を有し、過去の実績から信頼性も高く、本件を確実
に遂行し良好な成果が期待できる唯一の業者であるため。
（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて競争入札に移
行」

10653 （株）ウェブプラン 情報誌広報掲載
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年7月5日 1,522,500

当該業者は、過去に斐伊川・神戸川治水事業に関するパン
フレット、パネルの制作、広報企画立案に携わっており、
斐伊川放水路事業、大橋川改修事業に関する知識と広報の
経験を有している業者であり、この業者が発行する情報誌
に広報を掲載する場合は、当該業者と契約を結ぶ必要があ
るため。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「競争入札若しくは
企画競争に移行」

10654 （株）山陰中央新報社 第２回斐伊川水辺懇談会広告掲載
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年7月19日 2,441,250

当該業者は、斐伊川に関する歴史・文化等について、多く
の知見を有するとともに、この種の業務に精通し経験豊富
であり、過去の実績からも信頼性が高い。また、同社は島
根県の新聞発行部数において 大シェアを占めており、本
件遂行の確実性においても上記の条件を満足しつつ、良好
な成果が期待できる唯一の機関であるため（会計法２９条
の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10655 （株）山陰中央新報社 意見交換会広告掲載
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年10月24日 1,850,625

当該業者は、斐伊川に関する歴史・文化等について、多く
の知見を有するとともに、この種の業務に精通し経験豊富
であり、過去の実績からも信頼性が高い。また、同社は島
根県の新聞発行部数において 大シェアを占めており、本
件遂行の確実性においても上記の条件を満足しつつ、良好
な成果が期待できる唯一の機関である。
　（会計法２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10656 日本ミクニヤ（株）
ドップラー式流速計（河床高計）賃貸
借

内藤　正彦
中国地方整備局出雲河川
事務所
島根県出雲市塩冶有原町
５－１

平成17年11月7日 4,198,950

必要とする観測機器は、①悪天候の中、欠測がなく確実に
流速が観測できること。②砂河川である斐伊川特有の洪水
時の河床変動が観測できること。③斐伊川の出水時に想定
される浮遊砂（濁度）の影響を受けることなく観測できる
こと。④斐伊川18k400左岸付近において設置可能であるこ
と。当該業者は、これらの条件を満足している観測機器を
販売及び賃貸借している唯一の業者であるため。（会計法
第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて企画競争を実
施」

10657 富士通（株） 出雲ＣＣＴＶ設備改造
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成17年11月7日 9,870,000

本件の改造対象となるＣＣＴＶ設備は、複数からなる処理
装置等で構成された高度な電子応用システムであり、シス
テムの開発に当たっては、開発者独自の開発思想及び社内
技術によって開発されたものである。このため、改造を行
うためには、既設設備の内容を詳細に熟知している必要が
ある。当該業者は、本件の改造対象となるＣＣＴＶ設備の
開発、納入を行っており、設備の内容を詳細に熟知してい
ると共に、本設備の著作者人格権を有している。本件の実
施に当たっては、既設設備の改造を行うことから、既設設
備の内容について熟知していることが必要不可欠であり、
当該業者は、本設備の開発、納入を行っており、設備の内
容を熟知していると共に、本設備の著作者人格権を有して
おり、本件を円滑かつ確実に履行できる唯一の業者である
ため（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10658 （株）広宣 水フォーラム映像作成
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成18年1月23日 7,035,000

当該業者は、当事務所において過去から映像制作に携わっ
ており、斐伊川の自然環境映像、空撮映像、水環境に関わ
る行事等の過去の映像など多様な映像を広く所有している
ことに加え、撮影等を通じ斐伊川流域の特徴等に精通して
おり、今回作成する水循環をテーマとした広報映像を 良
の映像で撮影編集できる唯一の者であるため。（会計法第
29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成18年度以降に
おいて当該事務事業
等の委託等を行わな
い」

10659 山陰中央テレビジョン放送（株） 斐伊川水辺懇談会広報資料作成
内藤正彦中国地方整備局
出雲河川事務所島根県出
雲市塩冶有原町５－１

平成18年3月3日 2,194,500

本件は、当該業者により撮影・放映されたテレビ番組の映
像を加工することにより、出雲河川事務所の取り組みを紹
介するとともに、住民の方々に宍道湖周辺の水辺のあり方
について考えていただくきっかけを提供するための広報資
料とするものである。
この番組は平成17年11月3日（木）に上記業者により「生
命を育む水との共生～宍道湖・大橋川周辺の水辺を生かし
た地域づくり～」として放映されたものであるが、当該業
者が取材した内容は、宍道湖周辺を取り巻く状況や、出雲
河川事務所が事務局となり進めている「斐伊川流域の水辺
を考える懇談会」やその現地視察、住民を交えた意見交換
会の状況等が簡潔にまとめられており、出雲河川事務所の
取り組みや、宍道湖周辺における各種取り組み、魅力等を
住民の方々に伝え、住民の方々の意識を宍道湖周辺の水辺
に向け、宍道湖周辺の水辺のあり方について考えていただ
く上で有効な素材となっており、広報資料として広く活用
できるものである。
当該映像を制作し、著作権を持つ当該業者が広報資料を作
成することができる唯一の機関であるため（会計法第２９
条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10660 富士ゼロックス（株） 電子複写機賃貸借

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成17年4月1日 3,457,440

前年度からの継続契約のため。
（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成21年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10661 富士ゼロックス（株） 電子複写機保守及び消耗品供給

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成17年4月1日 8,125,580

他に競合する者がないため。
（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成21年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10662 西日本電信電話（株） 電話料

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成17年4月1日 1,500,940

長期継続契約のため（会計法第２９条の１２）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10663 西日本電信電話（株） 専用料

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成17年4月1日 1,711,430

長期継続契約のため（会計法第２９条の１２）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10664 非公表 職員宿舎賃貸借料

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成17年4月1日 2,904,000

競争の余地がない（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

個人情報

10665 非公表 職員宿舎賃貸借料

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成17年4月1日 5,424,000

競争の余地がない（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

個人情報

10666 非公表 職員宿舎賃貸借料

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成17年4月1日 7,560,000

競争の余地がない（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

個人情報

10667 協同組合　出雲流通センタ－ 庁舎（資料庫）借上料

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成17年4月1日 6,511,680

競争の余地がない（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10668 （有）マルフ興産 職員宿舎賃貸借料

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成17年4月1日 1,968,000

競争の余地がない（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10669 出雲総業（有） 職員宿舎賃貸借料

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成17年4月1日 9,075,000

競争の余地がない（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10670 非公表 土地賃貸借料

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成17年4月1日 1,821,564

競争の余地がない（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

個人情報

10671 非公表 土地借上料

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成17年4月1日 1,605,900

競争の余地がない（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

個人情報

10672 非公表 土地借上料

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成17年4月1日 3,413,652

競争の余地がない（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

個人情報

10673 非公表 土地借上料

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成17年4月1日 1,279,632

競争の余地がない（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

個人情報

10674 非公表 土地賃貸借料

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成17年4月1日 1,092,192

競争の余地がない（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

個人情報

10675 ケイディーディーアイ（株） 携帯電話料

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成17年4月1日 1,018,011

長期継続契約のため（会計法第２９条の１２）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10676 出雲ガス（株） ガス代

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成17年4月1日 2,561,481

長期継続契約のため（会計法第２９条の１２）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10677 （株）ウェブプラン 情報誌広報掲載

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成17年7月5日 1,522,500

当該業者は、過去に斐伊川・神戸川治水計画に関するパン
フレット、パネルの製作、広報企画立案を実施しており、
斐伊川・神戸川治水計画についての知識、経験を有し、松
江市に本社を有する業者で、斐伊川・神戸川沿川の状況等
を熟知しており、情報収集にあたっても適切な対応が可能
であるため。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成18年度以降に
おいて当該事務事業
等の委託等を行わな
い」

10678 （株）松文オフテック
パーソナルコンピュータ賃貸借（その
3）

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成17年4月1日 1,185,660

当該機器の賃貸借が前年度からの継続であるため（会計法
第29条の3第4項） 「見直しの

余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10679 東芝ファイナンス（株） ＥＷＳ賃貸借

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成17年4月1日 2,618,248

当該機器の賃貸借が前年度からの継続であるため（会計法
第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「当該事務事業等の
委託等を行わない」

単価契約

10680 中国東芝情報機器サービス（株） ファイルサーバ賃貸借（その1）

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成17年4月1日 2,482,200

当該機器の賃貸借が前年度からの継続であるため（会計法
第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成20年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10681 山陰中央テレビジョン放送（株） 尾原ダム転流式他番組制作

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成17年9月20日 3,801,000

ダム建設事業に関する行事等の記録について著作権を有し
ているため。
（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「競争入札若しくは
企画競争に移行」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10682 （株）山陰中央新報社 志津見ダム・尾原ダム事業広告作成

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成18年2月23日 3,118,500

島根県に本社があり、松江・出雲地方において も発行部
数の多い新聞であるため。
（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10683 飯南町 土地賃貸借契約

則松秀晴中国地方整備局
斐伊川・神戸川総合開発
工事事務所島根県出雲市
大津朝倉三丁目５番地３

平成17年4月1日 3,741,876

競争の余地がない（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10684
三菱電機ビルテクノサービス（株）中国支
社

西津田地下道エレベーター外保守業務
島村喜一中国地方整備局
松江国道事務所松江市西
津田２－６－２８

平成17年4月1日 8,064,000

本契約の履行にあたっては、設備の安全確保・緊急時対応
の重要性から、設備の構造、機能及び制御等について熟知
していなければならず、当該業者は製造メーカーのエレ
ベータ設備を専門にメンテナンスを行っており、技術的及
び経験的な知識を兼ね備えている唯一の機関と判断。（会
計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成18年度以降に
おいて競争入札に移
行」

10685 （株）山陰中央新報社
安全安心な地域社会をつくるための広
報

島村喜一中国地方整備局
松江国道事務所松江市西
津田２－６－２８

平成17年6月15日 3,443,979

本契約の履行にあたっては、一般市民に広く広報できる組
織体制及び情報発信能力が必要であり、当該業者は、島根
県において幅広い広報実績を有しており、島根県全体をカ
バーする発行力を持つ唯一の新聞社として地域に密着した
紙面を作り、幅広く効果的な広報を行うことの出来る唯一
の機関と判断。（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10686 （株）山陰中央新報社 災害と道に関する広報文掲載
島村喜一中国地方整備局
松江国道事務所松江市西
津田２－６－２８

平成17年6月24日 1,106,273

本契約の履行にあたっては、一般市民に広く広報できる組
織体制及び情報発信能力が必要であり、当該業者は、島根
県において幅広い広報実績を有しており、島根県全体をカ
バーする発行力を持つ唯一の新聞社として地域に密着した
紙面を作り、幅広く効果的な広報を行うことの出来る唯一
の機関と判断。（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10687 （株）山陰中央新報社 尾道松江線総集編広報文掲載
島村喜一中国地方整備局
松江国道事務所松江市西
津田２－６－２８

平成17年8月19日 2,044,875

本契約の履行にあたっては、一般市民に広く広報できる組
織体制及び情報発信能力が必要であり、当該業者は、島根
県において幅広い広報実績を有しており、島根県全体をカ
バーする発行力を持つ唯一の新聞社として地域に密着した
紙面を作り、幅広く効果的な広報を行うことの出来る唯一
の機関と判断。（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10688 （株）山陰中央新報社 安全な道路に関する広報文掲載
島村喜一中国地方整備局
松江国道事務所松江市西
津田２－６－２８

平成17年8月19日 1,106,273

本契約の履行にあたっては、一般市民に広く広報できる組
織体制及び情報発信能力が必要であり、当該業者は、島根
県において幅広い広報実績を有しており、島根県全体をカ
バーする発行力を持つ唯一の新聞社として地域に密着した
紙面を作り、幅広く効果的な広報を行うことの出来る唯一
の機関と判断。（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10689 （株）山陰中央新報社
高速交通網を活用した地域づくりに関
する広報文掲載

島村喜一中国地方整備局
松江国道事務所松江市西
津田２－６－２８

平成17年10月24日 3,681,562

本契約の履行にあたっては、一般市民に広く広報できる組
織体制及び情報発信能力が必要であり、当該業者は、島根
県において幅広い広報実績を有しており、島根県全体をカ
バーする発行力を持つ唯一の新聞社として地域に密着した
紙面を作り、幅広く効果的な広報を行うことの出来る唯一
の機関と判断。（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10690 （株）山陰中央新報社 石見銀山を活用した地域づくり広報
島村喜一中国地方整備局
松江国道事務所松江市西
津田２－６－２８

平成17年11月16日 7,400,400

本契約の履行にあたっては、一般市民に広く広報できる組
織体制及び情報発信能力が必要であり、当該業者は、島根
県において幅広い広報実績を有しており、島根県全体をカ
バーする発行力を持つ唯一の新聞社として地域に密着した
紙面を作り、幅広く効果的な広報を行うことの出来る唯一
の機関と判断。（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10691 （株）山陰中央新報社 社会資本整備に関する広報作成掲載
島村喜一中国地方整備局
松江国道事務所松江市西
津田２－６－２８

平成17年11月25日 3,106,204

本契約の履行にあたっては、一般市民に広く広報できる組
織体制及び情報発信能力が必要であり、当該業者は、島根
県において幅広い広報実績を有しており、島根県全体をカ
バーする発行力を持つ唯一の新聞社として地域に密着した
紙面を作り、幅広く効果的な広報を行うことの出来る唯一
の機関と判断。（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10692 （株）山陰中央新報社 ふるさとの明日を考える広報文掲載
島村喜一中国地方整備局
松江国道事務所松江市西
津田２－６－２８

平成18年3月9日 2,008,125

本契約の履行にあたっては、一般市民に広く広報できる組
織体制及び情報発信能力が必要であり、当該業者は、島根
県において幅広い広報実績を有しており、島根県全体をカ
バーする発行力を持つ唯一の新聞社として地域に密着した
紙面を作り、幅広く効果的な広報を行うことの出来る唯一
の機関と判断。（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10693 （有）中国環境保全センター 浄化槽維持管理（赤来）
島村喜一中国地方整備局
松江国道事務所松江市西
津田２－６－２８

平成17年4月1日 1,136,520

浄化槽法定検査を実施している（社）島根県浄化槽維持管
理センターに問い合わせをしたところ、飯南町区域の施設
を維持管理できる業者は当該業者のみであることが判明し
たため。（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて競争入札に移
行」

単価契約

10694 富士ゼロックス（株）山陰営業所 電子複写機の保守等
島村喜一中国地方整備局
松江国道事務所松江市西
津田２－６－２８

平成17年4月1日 13,886,927

当該機器はメーカー独自の設計がなされ保守体制と消耗品
供給体制についてもメーカー独自により行っており、他社
において保守等を行った場合には機器の独自の設計上、メ
ンテナンスに困難を要するため、メーカーである当該業者
が本件を遂行できる唯一の機関と判断。（会計法第２９条
の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10695 （株）太閤堂 電子複写機の保守等（その２）
島村喜一中国地方整備局
松江国道事務所松江市西
津田２－６－２８

平成17年4月1日 2,936,507
機器を賃貸借している当該業者が機器に関して精通してお
り、保守等を行うことが出来る唯一の機関と判断。（会計
法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成20年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10696 （株）文泉堂 電子複写機の保守等（その４）
島村喜一中国地方整備局
松江国道事務所松江市西
津田２－６－２８

平成17年4月1日 1,369,361
機器を賃貸借している当該業者が機器に関して精通してお
り、保守等を行うことが出来る唯一の機関と判断。（会計
法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成21年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10697 富士ゼロックス（株）山陰営業所 電子複写機の保守等（その５）
島村喜一中国地方整備局
松江国道事務所松江市西
津田２－６－２８

平成17年6月28日 1,789,995

当該機器はメーカー独自の設計がなされ保守体制と消耗品
供給体制についてもメーカー独自により行っており、他社
において保守等を行った場合には機器の独自の設計上、メ
ンテナンスに困難を要するため、メーカーである当該業者
が本件を遂行できる唯一の機関と判断。（会計法第２９条
の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成22年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10698 日立キャピタル（株） 電子複写機賃貸借（その１）
島村喜一中国地方整備局
松江国道事務所松江市西
津田２－６－２８

平成17年4月1日 1,521,444

過年度において賃貸借されており業務上においてもフル活
用されている状態であるため本年度も継続して賃貸借契約
を結ぶものである。（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10699 日立キャピタル（株） 電子複写機賃貸借（その２）
島村喜一中国地方整備局
松江国道事務所松江市西
津田２－６－２８

平成17年4月1日 1,436,400

過年度において賃貸借されており業務上においてもフル活
用されている状態であるため本年度も継続して賃貸借契約
を結ぶものである。（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10700 （株）えすみ
パーソナルコンピュータ賃貸借（その
２）

島村喜一中国地方整備局
松江国道事務所松江市西
津田２－６－２８

平成17年4月1日 1,905,120

過年度において賃貸借されており業務上においてもフル活
用されている状態であるため本年度も継続して賃貸借契約
を結ぶものである。（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10701 （株）えすみ
パーソナルコンピュータ賃貸借（その
４）

島村喜一中国地方整備局
松江国道事務所松江市西
津田２－６－２８

平成17年4月1日 2,610,972
過年度において賃貸借されており業務上においてもフル活
用されている状態であるため本年度も継続して賃貸借契約
を結ぶものである。（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10702 東芝ファイナンス（株） ＥＷＳ賃貸借
島村喜一中国地方整備局
松江国道事務所松江市西
津田２－６－２８

平成17年4月1日 2,849,232
過年度において賃貸借されており業務上においてもフル活
用されている状態であるため本年度も継続して賃貸借契約
を結ぶものである。（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「当該事務事業等の
委託等を行わない」

単価契約

10703 中国東芝情報機器サービス（株） ファイルサーバ賃貸借
島村喜一中国地方整備局
松江国道事務所松江市西
津田２－６－２８

平成17年4月1日 2,923,200

過年度において賃貸借されており業務上においてもフル活
用されている状態であるため本年度も継続して賃貸借契約
を結ぶものである。（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10704 東芝ファイナンス（株） 道路情報統一サーバ賃貸借
島村喜一中国地方整備局
松江国道事務所松江市西
津田２－６－２８

平成17年4月1日 1,636,756

過年度において賃貸借されており業務上においてもフル活
用されている状態であるため本年度も継続して賃貸借契約
を結ぶものである。（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成21年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10705 中国東芝情報機器サービス（株） 情報提供装置用サーバ賃貸借
島村喜一中国地方整備局
松江国道事務所松江市西
津田２－６－２８

平成17年4月1日 1,143,933

過年度において賃貸借されており業務上においてもフル活
用されている状態であるため本年度も継続して賃貸借契約
を結ぶものである。（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成21年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10706 中国東芝情報機器サービス（株） 情報収集サーバほか賃貸借
島村喜一中国地方整備局
松江国道事務所松江市西
津田２－６－２８

平成17年4月1日 7,364,700

過年度において賃貸借されており業務上においてもフル活
用されている状態であるため本年度も継続して賃貸借契約
を結ぶものである。（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10707 中国東芝情報機器サービス（株） 交通量常時観測サーバ賃貸借
島村喜一中国地方整備局
松江国道事務所松江市西
津田２－６－２８

平成17年4月1日 1,549,800

過年度において賃貸借されており業務上においてもフル活
用されている状態であるため本年度も継続して賃貸借契約
を結ぶものである。（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10708 （株）中央公論新社 旭川河川事業広報（広報掲載外一式）
浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町２－４－３６

平成17年12月16日 1,932,000
発行部数等を考慮し、 も広報効果が期待できると判断し
たため。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて企画競争を実
施」

10709 （株）拓和
九蟠水位観測所副水位計改造（改造一
式）

浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町２－４－３６

平成18年2月16日 1,260,000
製造メーカー独自の専門的知識が必要なため。（会計法第
29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて競争入札に移
行」

10710 （株）日立製作所
坂根放流設備制御装置点検業務（点検
作業一式）

浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町2－4－36

平成17年4月28日 2,835,000
製造メーカー独自の専門的知識が必要なため。（会計法第
29条の3第4項） 「その他」

「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10711 （株）山陽新聞社 岡山三川防災広報（広報作成外一式）
浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町2－4－36

平成17年5月26日 6,168,122
新聞における岡山県内発行部数シェアが 大であり、 良
の広報効果が期待できるため。（会計法第29条の3第4項） 「その他」

「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10712 中国東芝情報機器サービス（株）
防災情報提供システム機能追加作業
（機能追加作業一式）

浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町2－4－36

平成18年2月20日 6,468,000
製造メーカー独自の専門的知識が必要なため。（会計法第
29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて競争入札に移
行」

10713 富士通（株）
岡山ＣＣＴＶ制御装置改造（装置改造
一式）

浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町2－4－36

平成18年2月14日 2,100,000
製造メーカー独自の専門的知識が必要なため。（会計法第
29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「公募を実施」

10714 西日本電信電話（株） 電話料（一式）
浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町2－4－36

平成17年4月1日 4,531,313
長期継続契約のため（会計法第２９条の１２）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10715 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国 電話料（一式）
浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町2－4－36

平成17年4月1日 1,666,078
長期継続契約のため（会計法第２９条の１２）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10716 岡山市 水道料（一式）
浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町2－4－36

平成17年4月1日 1,284,422
長期継続契約のため（会計法第２９条の１２）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10717 日本郵政公社 後納郵便料（一式）
浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町2－4－36

平成17年4月1日 1,088,860
競争の余地がないため（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10718 セコム（株） 出張所庁舎保全業務（防犯関係一式）
浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町2－4－36

平成17年4月1日 1,890,000
必要とする安全を確保できる唯一の業者であるため。（会
計法第29条の3第4項） 「その他」

「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10719 （株）岡崎組
排水ポンプ車（旭川）稼働管理（稼働
管理一式）

浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町2－4－36

平成17年5月13日 1,016,049
車の機能を熟知し、かつ河川管理に精通し災害時に必要な
人材の確保が可能なため。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成18年度以降に
おいて維持工事に含
め、競争入札に移

単価契約

10720 （株）ユニマットオフィスコ
ティーサーバー賃貸借及び保守（賃貸
借及び保守一式）

浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町2－4－36

平成17年4月1日 1,058,400
複数年契約を前提に競争により業者を決定しているため。
（会計法第29条の3第4項） 「その他」

「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10721 日立キャピタル（株）
パーソナルコンピュータ賃貸借（その
3）（パソコン48台）

浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町2－4－36

平成17年4月1日 2,710,260
複数年契約を前提に競争により業者を決定しているため。
（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成21年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10722 山陽文具（株）
印刷装置賃貸借（その2）（プリンタ14
台）

浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町2－4－36

平成17年4月1日 1,077,300
複数年契約を前提に競争により業者を決定しているため。
（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
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称及び所在地

10723 東芝ファイナンス（株）
ファイルサーバ賃貸借（ファイルサー
バ一式）

浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町2－4－36

平成17年4月1日 3,383,100
複数年契約を前提に競争により業者を決定しているため。
（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成21年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10724 中国東芝情報機器サービス（株） ＷＷＷサーバ賃貸借（サーバ1台）
浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町2－4－36

平成17年4月1日 2,010,960
複数年契約を前提に競争により業者を決定しているため。
（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10725 住信・松下フィナンシャルサービス（株）
防災情報配信装置賃貸借（配信装置一
式）

浦上 将人
中国地方整備局岡山河川
事務所
岡山市鹿田町２－４－３
６

平成17年4月1日 1,413,720

複数年契約を前提に競争により業者を決定しているため。
（会計法第29条の3第4項） 「見直しの

余地があ
り」

「平成22年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10726 東芝ファイナンス（株） ＬＡＮ装置賃貸借（ＬＡＮ装置8台）
浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町2－4－36

平成17年4月1日 1,023,120
複数年契約を前提に競争により業者を決定しているため。
（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成23年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10727 山陽文具（株）
電子複写機保守及び消耗品供給（保守
及び消耗品供給一式）

浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町2－4－36

平成17年4月1日 3,099,909
複数年契約を前提に競争により業者を決定しているため。
（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10728 山陽文具（株）
カラー電子複写機外賃貸借・保守及び
消耗品供給（賃貸借、保守及び消耗品
供給一式）

浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町2－4－36

平成17年4月1日 2,511,781
再リースにより安価に賃貸借を行えるため。（会計法第29
条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成20年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10729 非公表 土地借上料（庁舎敷一式）
浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町2－4－36

平成17年4月1日 1,200,960
競争の余地がないため（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

個人情報

10730 非公表 土地借上料（資材置場敷一式）
浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町2－4－36

平成17年4月1日 1,200,960
競争の余地がないため（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

個人情報

10731 （株）芝岡
干田川排水機場外点検整備（点検整備
一式）

浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町2－4－36

平成17年5月17日 27,300,000
入札により落札者がおらず、不落随契に移行したため。
（会計法第29条の3第1項予決令第99条の2）

「見直しの
余地があ
り」

「競争入札に移行」

10732 （株）東芝
レーダ雨量計設備点検業務（点検一
式）

浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町2－4－36

平成17年4月28日 1,890,000
製造メーカー独自の専門的知識が必要なため。（会計法第
29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「公募を実施」

10733 日本無線（株）
百間川河口水門制御設備点検業務（点
検一式）

浦上将人中国地方整備局
岡山河川事務所岡山市鹿
田町2－4－36

平成17年4月28日 1,417,500
製造メーカー独自の専門的知識が必要なため。（会計法第
29条の3第4項） 「その他」

「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10734 セコム（株） 庁舎管理業務
加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山市
鹿田町２－４－３６

平成17年4月1日 3,160,080

当該業者は、全国８００ヶ所以上に拠点を張りめぐらし、
異常時には２４時間体制で迅速な対応ができるネットワー
クシステムを確立しており、当事務所の各出張所において
も瞬時にかけつけられる体制を整えている。さらに、 新
鋭の画像認識装置により、以上発生時には画像を電話回線
でコントロールセンターに自動送信し、被害が未然に防止
されるよう迅速かつ的確な対応ができる高度なセキュリ
ティシステムを確立している。以上本業務が要求する各出
張所等の庁舎管理及び情報機器の安全確保に対応できる業
者は、当該地域に当該業者しかいないため。（会計法第29
条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10735 岡山ネットワーク（株） 岡山地区道路事業情報放送
加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山市
鹿田町２－４－３６

平成17年4月1日 2,520,000
本件履行地区において唯一のケーブルテレビ事業者である
ため。（会計法第29条の3第4項） 「その他」

「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10736 （株）デンソー中国
災害対策用機械統合管理システム情報
送信

加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山市
鹿田町２－４－３６

平成17年4月1日 1,097,144
当該業者は当該システムの通信に要する設備及び配信サー
ビスの管理・運営を行っている唯一の業者であるため。
（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10737 （株）倉敷ケーブルテレビ 倉敷地区道路事業情報放送
加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山市
鹿田町２－４－３６

平成17年4月1日 2,520,000
本件履行地区において唯一のケーブルテレビ事業者である
ため。（会計法第29条の3第4項） 「その他」

「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10738 日本テレコムＩＤＣ㈱ インターネット常時接続サービス業務
加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山市
鹿田町２－４－３６

平成17年4月1日 1,587,600

「インターネットとのＩＰ接続」及び「岡山県道路情報ハ
イウェイ」との接続を維持するため、インターネット常時
接続サービスについて契約が必要である。現在利用してい
るグローバルＩＰの変更を行うと道路情報の提供ができな
くなるため、「岡山県道路情報ハイウエイ」と道路情報を
共有し、かつ一般への道路情報提供を継続維持するため。
(会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて競争入札に移
行」

単価契約

10739 （株）アス タウン情報誌掲載記事作成
加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山市
鹿田町２－４－３６

平成17年4月7日 5,770,800

当該業者は、タウン誌「月間タウン情報おかやま」を発行
している業者で、このタウン誌に広告を掲載する場合は、
この業者と契約を結ぶ必要があるため。（会計法第29条の
3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10740 （株）山陽新聞社 おかこく広報新聞掲載
加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山市
鹿田町２－４－３６

平成17年6月13日 19,044,375
本件相手方の発行する山陽新聞は、一般紙として県内６
１％の高いシェアを誇り、 も大きな広報効果があるた
め。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10741 （株）山陽新聞社 「災害と道」新聞広報
加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山市
鹿田町２－４－３６

平成17年6月21日 1,848,000
本件相手方の発行する山陽新聞は、一般紙として県内６
１％の高いシェアを誇り、 も大きな広報効果があるた
め。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10742 （株）山陽新聞社 道路ふれあい月間新聞広報
加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山市
鹿田町２－４－３６

平成17年7月28日 3,570,000
本件相手方の発行する山陽新聞は、一般紙として県内６
１％の高いシェアを誇り、 も大きな広報効果があるた
め。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10743 （株）山陽新聞社 岡山西バイパス新聞広報
加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山市
鹿田町２－４－３６

平成17年8月12日 1,748,250
本件相手方の発行する山陽新聞は、一般紙として県内６
１％の高いシェアを誇り、 も大きな広報効果があるた
め。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10744 （株）山陽新聞社
「地球温暖化防止のための道路政策」
新聞広報

加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山市
鹿田町２－４－３６

平成17年8月18日 1,848,000
本件相手方の発行する山陽新聞は、一般紙として県内６
１％の高いシェアを誇り、 も大きな広報効果があるた
め。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10745 山陽印刷㈱ 国道２号岡山市内立体広報誌印刷外
加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山市
鹿田町２－４－３６

平成17年10月17日 1,874,827

岡山市が発行する「市民のひろばおかやま」（以下「刊行
物」という）は岡山市内のぼ全家庭に配布されているた
め、市刊行物に別冊として本誌を折り込むことにより、多
くの岡山市民に本誌を配布することができ、大きな広報効
果を得ることが期待できる。現在、岡山市は、市刊行物の
編集・印刷・折込までの作業を当該業者に委託している。
そのため、本誌を市刊行物に折り込むには、本誌の印刷・
折込といった作業を市刊行物作成の一連の作業の中で行う
必要があるため。（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10746 （株）山陽新聞社
「ふるさとのみちと地域再生」新聞広
報

加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山市
鹿田町２－４－３６

平成17年11月21日 4,586,705

新聞掲載により効果を得るには、広く一般購読者の目に触
れる必要があるため、一般紙として多くの発行部数を有す
ることが不可欠である。本件相手方の発行する山陽新聞
は、一般紙として県内６１％の高いシェアを誇り、 も大
きな広報効果があるため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10747 山陽文具（株）
電子複写機賃貸借、保守及び消耗品の
供給

加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山市
鹿田町２－４－３６

平成17年4月1日
8,506,762

当該機器は、前年度使用したものを引き続き使用するもの
で、他に競合するものはないため。（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成21年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10748 扶桑電通（株）　岡山営業所
パーソナルコンピュータ賃貸借（その
１４）

加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山市
鹿田町２－４－３６

平成17年4月1日
2,402,400

当該機器は、前年度使用したものを引き続き使用するもの
で、他に競合するものはないため。（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成20年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10749 中国東芝情報機器サービス（株）
パーソナルコンピュータ賃貸借（その
１６）

加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山市
鹿田町２－４－３６

平成17年4月1日
3,032,820

当該機器は、前年度使用したものを引き続き使用するもの
で、他に競合するものはないため。（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10750 （株）リオス
バスプローブ用車載機賃貸借（その
２）

加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山市
鹿田町２－４－３６

平成17年4月1日
2,633,400

当該機器は、前年度使用したものを引き続き使用するもの
で、他に競合するものはないため。（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成20年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10751 （株）リオス バスプローブ用車載機賃貸借
加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山市
鹿田町２－４－３６

平成17年4月1日
3,465,000

当該機器は、前年度使用したものを引き続き使用するもの
で、他に競合するものはないため。（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10752 中国東芝情報機器サービス（株） ウィルス対策情報サーバ外賃貸借
加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山市
鹿田町２－４－３６

平成17年4月1日
37,917,180

当該機器は、前年度使用したものを引き続き使用するもの
で、他に競合するものはないため。（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
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10753 東芝ファイナンス（株）
パーソナルコンピュータ賃貸借（その
１５）

加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山市
鹿田町２－４－３６

平成17年4月1日
5,014,800

当該機器は、前年度使用したものを引き続き使用するもの
で、他に競合するものはないため。（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成21年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10754 中国東芝情報機器サービス（株）
タブレットＰＣ外賃貸借
（その１５）

加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山市
鹿田町２－４－３６

平成17年4月1日
1,020,600

当該機器は、前年度使用したものを引き続き使用するもの
で、他に競合するものはないため。（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成21年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10755 中国東芝情報機器サービス（株） 広報システム関連機器外賃貸借
加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山市
鹿田町２－４－３６

平成17年4月1日
2,848,860

当該機器は、前年度使用したものを引き続き使用するもの
で、他に競合するものはないため。（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10756 東芝ファイナンス（株） 電子保管システム管理サーバ外賃貸借
加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山市
鹿田町２－４－３６

平成17年4月1日
40,073,040

当該機器は、前年度使用したものを引き続き使用するもの
で、他に競合するものはないため。（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10757 中国東芝情報機器サービス（株） 道路データベース機器外賃貸借
加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山市
鹿田町２－４－３６

平成17年4月1日
10,618,020

当該機器は、前年度使用したものを引き続き使用するもの
で、他に競合するものはないため。（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10758 東芝ファイナンス（株） 道路共通システム管理サーバ外賃貸借
加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山市
鹿田町２－４－３６

平成17年4月1日
10,056,060

当該機器は、前年度使用したものを引き続き使用するもの
で、他に競合するものはないため。（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10759 日本電子計算機（株） 道路基礎情報サーバ外賃貸借
加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山市
鹿田町２－４－３６

平成17年4月1日
39,042,360

当該機器は、前年度使用したものを引き続き使用するもの
で、他に競合するものはないため。（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10760 日本電子計算機（株）
クライアント用ファイルサーバ外賃貸
借

加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山市
鹿田町２－４－３６

平成17年4月1日
18,069,156

当該機器は、前年度使用したものを引き続き使用するもの
で、他に競合するものはないため。（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10761 中国東芝情報機器サービス（株） 道の駅情報提供関連機器賃貸借
加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山市
鹿田町２－４－３６

平成17年4月1日
3,293,640

当該機器は、前年度使用したものを引き続き使用するもの
で、他に競合するものはないため。（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成20年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10762 富士ゼロックス（株）
電子複写機賃貸借、保守及び消耗品の
供給（その２）

加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山市
鹿田町２－４－３６

平成17年4月1日
4,743,079

当該機器は、前年度使用したものを引き続き使用するもの
で、他に競合するものはないため。（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10763 中国東芝情報機器サービス（株）
インターネットＰＣ外賃貸借（その１
５）

加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山市
鹿田町２－４－３６

平成17年4月1日
3,351,600

当該機器は、前年度使用したものを引き続き使用するもの
で、他に競合するものはないため。（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成21年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10764 日本電子計算機（株） 道路データコンバートサーバ外賃貸借
加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山市
鹿田町２－４－３６

平成17年4月1日
18,852,120

当該機器は、前年度使用したものを引き続き使用するもの
で、他に競合するものはないため。（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成20年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10765 日本電子計算機（株） 道路データ集計システムサーバ賃貸借
加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山市
鹿田町２－４－３６

平成17年4月1日
22,034,880

当該機器は、前年度使用したものを引き続き使用するもの
で、他に競合するものはないため。（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成20年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10766 日本電子計算機（株） 道路データ集計システムサーバ賃貸借
加藤恒太郎中国地方整備
局岡山国道事務所岡山市
鹿田町２－４－３６

平成17年4月1日
22,034,880

当該機器は、前年度使用したものを引き続き使用するもの
で、他に競合するものはないため。（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成20年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10767 （株）中国新聞社 道路と地域づくりに関する広報

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年5月19日 2,688,000

県内で も発行部数が多く過去の実績からも信頼性が高
く、広報及び建設行政に関して豊富な経験と知識を有して
いるため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10768 （株）拓和　広島支店 新市水位計修理

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年5月24日 1,050,000

設置業者であるとともに製造業であり故障対応等の技術的
メンテナンスサービスに精通しているため。（会計法第29
条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて競争入札に移
行」

10769 日本無線(株)中国支店 河口堰自動制御設備点検業務

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年5月24日 3,307,500

当該設備の点検及び点検における緊急の事態・事象発生時
の円滑かつ迅速で確実な判断・処置を遂行するためには、
設備全体について熟知した高度な専門的知識と技術を必要
とするもので、当該業者は当設備の製造業者でありこれに
係る知識・技術を保有しているため。（会計法第29条の3
第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所
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にその所属する部局の名
称及び所在地

10770 朝日精版印刷（株） 福山管内広報誌作成

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年6月27日 15,288,000

本業務は、複数年にわたって実施してきた広報誌について
熟知しその結果をふまえて対応することが必要不可欠で、
かつ、これまでの広報誌の企画・実施に関する豊富な経験
と専門的知識が求められ、既に実施された業務の履行に当
たり参照した情報・秘匿すべき情報などが必要であり、当
該業者は、平成１4年度より広報の検討・企画・実施を
行った実績があり、広報の実施にむけた豊富な知識と専門
的技術力を有しているため。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて企画競争を実
施」

10771 （株）中国新聞社 道路の役割に関する広報

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年8月9日 1,974,000

県内で も発行部数が多く過去の実績からも信頼性が高
く、広報及び建設行政に関して豊富な経験と知識を有して
いるため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10772 （株）中国新聞社 地域づくりに関する広報

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年10月31日 5,103,000

地域の声を通した観光振興への期待や道路の重要性と必要
性を幅広く認識してもらうことを目的として新聞掲載をお
こなうもので、県内で も発行部数が多く過去の実績から
も信頼性が高く、広報及び建設行政に関して豊富な経験と
知識を有しているため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10773 （株）呉ダイヤ あしだ３号外船舶修理

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年11月1日 3,675,000

当該業者は、本船の製造を行った者であり、本船の構造、
機能及び制御に精通しているため。（会計法第29条の3第4
項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成18年度以降に
おいて競争入札に移
行」

10774 （株）第一エージェンシー広島支社 芦田川河川事業広報

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年11月25日 7,969,500

高度な専門的技術と豊富な知識を必要とするためプロポー
ザル方式により技術提案書の提出を求めた結果、提案内容
が 適であったため。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「同種業務を平成19
年度以降に発注する
場合は、プロポーザ
ルに移行」

10775 セコム㈱ 河川広報室警備業務

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年4月1日 1,222,200

本業務は、警備機械によるものでありその機械は数年間の
耐用年数を有し、、かつ設置、撤去に多大な経費を要する
もので単年度毎に契約の相手方を変更することは警備委託
の目的達成と比較し多額の経費を支出することとなるた
め。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10776 セコム㈱ 芦田川出張所外警備業務

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年4月1日 2,349,792

本業務は、警備機械によるものでありその機械は数年間の
耐用年数を有し、、かつ設置、撤去に多大な経費を要する
もので単年度毎に契約の相手方を変更することは警備委託
の目的達成と比較し多額の経費を支出することとなるた
め。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10777 （財）福山市水道サービス公社 高屋川河川浄化施設運転維持管理業務

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年4月1日 26,245,800

水道事業に精通し、専門的な知識と豊富な経験を有する多
数の人材を保有し、業務遂行に必要不可欠な条件を満たし
ているため。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて競争入札に移
行」

単価契約

10778 （株）山本衛生 尾道西ＰＡ浄化槽維持管理外

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年4月1日 1,008,000

当該ＰＡが存する地区で浄化槽維持管理と汚泥処理を行う
ことができる唯一の業者であるため。（会計法第29条の3
第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて競争入札に移
行」

単価契約

10779 東芝ファイナンス（株） Ｗｅｂサーバ賃貸借

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年4月1日 2,173,500

一定期間の調達を前提とした過年度の賃貸借の継続的な調
達に係るものであるため。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10780 富士ゼロックス（株） コピー機賃貸借及び保守（その１）

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年4月1日 2,805,493

一定期間の調達を前提とした過年度の賃貸借の継続的な調
達に係るものであるため。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10781 シャープドキュメントシステム（株） コピー機賃貸借及び保守（その３）

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年4月1日 2,170,765

一定期間の調達を前提とした過年度の賃貸借の継続的な調
達に係るものであるため。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10782 富士ゼロックス（株） コピー機賃貸借及び保守（その４）

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年4月1日 2,023,837

一定期間の調達を前提とした過年度の賃貸借の継続的な調
達に係るものであるため。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
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10783 日本電子計算機（株） センサスサーバ賃貸借

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年4月1日 2,371,692

一定期間の調達を前提とした過年度の賃貸借の継続的な調
達に係るものであるため。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10784 理研産業（株）
パーソナルコンピュータ賃貸借（その
２）

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年4月1日 1,726,200

一定期間の調達を前提とした過年度の賃貸借の継続的な調
達に係るものであるため。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成21年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10785 理研産業（株）
パーソナルコンピュータ賃貸借（その
３）

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年4月1日 1,102,080

一定期間の調達を前提とした過年度の賃貸借の継続的な調
達に係るものであるため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10786 東芝ファイナンス（株）
パーソナルコンピュータ賃貸借（その
４）

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年4月1日 3,457,440

一定期間の調達を前提とした過年度の賃貸借の継続的な調
達に係るものであるため。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10787 東芝ファイナンス（株）
パーソナルコンピュータ賃貸借（その
５）

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年9月2日 1,314,810

一定期間の調達を前提とした過年度の賃貸借の継続的な調
達に係るものであるため。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成20年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10788 （株）ジツタ中国 パソコンプリンタ賃貸借

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年4月1日 1,921,500

一定期間の調達を前提とした過年度の賃貸借の継続的な調
達に係るものであるため。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10789 東芝ファイナンス（株） ファイルサーバ賃貸借

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年4月1日 2,687,580

一定期間の調達を前提とした過年度の賃貸借の継続的な調
達に係るものであるため。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10790 東芝ファイナンス（株） プローブデータ処理パソコン賃貸借

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年4月1日 1,461,600

一定期間の調達を前提とした過年度の賃貸借の継続的な調
達に係るものであるため。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10791 （株）新星工業社 水文水質データベースサーバ賃貸借

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年4月1日 1,083,600

一定期間の調達を前提とした過年度の賃貸借の継続的な調
達に係るものであるため。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10792 住信・松下フィナンシャルサービス（株） 模写電送装置賃貸借

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年4月1日 1,531,278

一定期間の調達を前提とした過年度の賃貸借の継続的な調
達に係るものであるため。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10793 大和電気工事（株） 水質モニター保守点検

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年4月1日 23,520,000

不落随契に移行（会計法第29条の3第3項、予決令99条の
2）

「見直しの
余地があ
り」

「競争入札に移行」

10794 （株）片岡計測器サービス 水位観測施設保守点検

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年4月1日 2,835,000

不落随契に移行（会計法第29条の3第3項、予決令99条の
2）

「見直しの
余地があ
り」

「競争入札に移行」

10795 （株）大丸 小浦電気室外空調機設置

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年4月1日 1,554,000

不落随契に移行（会計法第29条の3第3項、予決令99条の
2）

「見直しの
余地があ
り」

「競争入札に移行」

10796 個人情報のため非公表 土地借上料

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年6月6日 1,211,084

契約の性質・目的が競争を許さないため(会計法第29条の3
第4項)

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10797 瀬戸田生コンクリート（株） 土地借上料

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年4月20日 2,107,502

契約の性質・目的が競争を許さないため(会計法第29条の3
第4項)

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10798 ダイホーコンサルタント（株） 芦田川水文水質データベース整理業務

齋藤実中国地方整備局福
山河川国道事務所広島県
福山市三吉町４－４－１
３

平成17年4月1日 5,040,000

不落随契に移行（会計法第29条の3第3項、予決令99条の
2）

「見直しの
余地があ
り」

「競争入札に移行」 単価契約



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10799 広島測器（株） 樋門内外水位計保守点検

島田淳次中国地方整備局
三次河川国道事務所広島
県三次市十日市西６－２
－１

平成17年4月1日 2,205,000

本水位計は、電話回線を利用した自動通報装置の販売、賃
貸及び取付工事などを行っている当該業者の新技術による
もの（特許出願中）であり、唯一適正且つ確実な保守点検
ができる業者であるため。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて競争入札に移
行」

10800 （株）中国新聞社
中国横断自動車道尾道松江線に関する
広報（4月,6月,7月）

島田淳次中国地方整備局
三次河川国道事務所広島
県三次市十日市6西丁目2
番1号

平成17年4月21日 2,929,500

広島県全体をカバーする発行力をもつ唯一の地方紙とし
て、地域に密着した紙面や事業は広島県に根付き支持され
ており、広島県内で圧倒的な情報紙発行部数を誇り、効果
的な広報を行うことが出来る唯一の機関であるため。（会
計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10801 東芝ソリューション（株） 三次公開系システム運用管理業務

島田淳次中国地方整備局
三次河川国道事務所広島
県三次市十日市6西丁目2
番1号

平成17年5月24日 3,570,000

本業務の履行に当たっては、次の条件を満たす必要があ
る。
(１) 既設サーバ及びクライアント等のシステム構成、
データ構成等を十分に把握している。
(２) 事業系・防災系・公開系のネットワーク構成及び各
ネットワーク間のセキュリティポリシー等を把握してい
る。
当該業者は、福山・三次地区の各事務所において事業系の
運用管理を行い、また現状のシステム機器を導入している
ことから、サーバ環境、データ構造及びネットワーク構成
を熟知しており、本業務を も円滑に遂行でき、契約の目
的を達成できる唯一の業者である。（会計法第２９条３第
４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて競争入札に移
行」

10802 東和科学（株） 樋門内外水位計補保守点検その２

島田　淳次
中国地方整備局三次河川
国道事務所
広島県三次市十日市西６
－２－１

平成17年6月15日 3,087,000

本水位計は、電話回線を利用した自動通報装置の販売、賃
貸及び取付工事などを行っている当該業者の新技術による
もの（特許出願中）であり、唯一適正且つ確実な保守点検
ができる業者であるため。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて競争入札に移
行」

10803 （株）中国博報堂
歴史的背景を考慮した道路に関する広
報企画

島田淳次中国地方整備局
三次河川国道事務所広島
県三次市十日市6西丁目2
番1号

平成17年6月21日 9,471,000

プロポーザル方式により各業者からの技術提案書を審査し
た結果、当該業者が特定されたため。（会計法第29条の3
第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10804 特定非営利法人　中国・地域づくりハウス 銀山街道資料作成

島田淳次中国地方整備局
三次河川国道事務所広島
県三次市十日市6西丁目2
番1号

平成17年7月28日 4,830,000

地域住民が参加する銀山街道沿線の地域資源の再発掘に取
り組み地域情報の取りまとめを行った実績があり、また取
り組みを通じた地域連携、情報収集や人のネットワークづ
くり、共同情報発信や新たな連携事業や地域づくり活動を
数多く企画・運営を行っており、本件を円滑かつ確実に遂
行することのできる唯一の業者であるため。（会計法第29
条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「公募若しくは企画
競争に移行」

10805 （株）東芝 河川情報処理装置改造

島田淳次中国地方整備局
三次河川国道事務所広島
県三次市十日市6西丁目2
番1号

平成17年7月29日 3,255,000

河川情報処理装置は当該業者によりハード及びソフトウエ
アを開発・製作された高度かつ重要な設備であり、唯一改
造及び保守管理体制の維持が可能な業者であるため。（会
計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「公募を実施」

10806 （株）中国新聞社
中国横断自動車道尾道松江線に関する
広報（総集編）

島田淳次中国地方整備局
三次河川国道事務所広島
県三次市十日市6西丁目2
番1号

平成17年8月22日 1,974,000

広島県全体をカバーする発行力をもつ唯一の地方紙とし
て、地域に密着した紙面や事業は広島県に根付き支持され
ており、広島県内で圧倒的な情報紙発行部数を誇り、効果
的な広報を行うことが出来る唯一の機関であるため。（会
計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10807 （株）中国新聞社
中国横断自動車道尾道松江線に関する
広報（9月,10月,1月）

島田淳次中国地方整備局
三次河川国道事務所広島
県三次市十日市6西丁目2
番1号

平成17年9月9日 3,879,750

広島県全体をカバーする発行力をもつ唯一の地方紙とし
て、地域に密着した紙面や事業は広島県に根付き支持され
ており、広島県内で圧倒的な情報紙発行部数を誇り、効果
的な広報を行うことが出来る唯一の機関であるため。（会
計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10808 （株）加藤組 作木大和道路ＰＨ処理装置賃貸借

島田淳次中国地方整備局
三次河川国道事務所広島
県三次市十日市6西丁目2
番1号

平成18年1月10日 2,362,500

トンネル排水のPH処理を24時間行うためのPH中和装置の存
置契約であり、当該業者がPH中和装置を所有しているた
め。（会計法第29条の３第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
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10809 日本無線（株） 三次局テレメータ監視装置ほか改造

島田淳次中国地方整備局
三次河川国道事務所広島
県三次市十日市6西丁目2
番1号

平成18年1月31日 11,550,000

テレメータ監視装置は当該業者によりハード及びソフトウ
エアを開発・製作された高度かつ重要な設備であり、唯一
改造及び保守管理体制の維持が可能な業者であるため。
（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「一般競争に移行予
定」

10810 中央開発（株） 江の川河川環境情報図閲覧作業

島田　淳次
中国地方整備局三次河川
国道事務所
広島県三次市十日市西６
－２－１

平成18年2月2日 4,200,000

今後、河川の調査・工事・管理を行うにおいて、迅速な河
川環境の把握は必要不可欠な事項であることから、「河川
環境情報図」を作成するシステムの構築が不可欠である。
当作業は、当該業者が有している河川環境情報が閲覧でき
る唯一のシステムに連動させるため、当方が有している電
子データ（GIS等）をシステムに対応した加工作業、河川
環境情報システムのデータを取り込み、「河川環境情報
図」を作成するものである。従って、同システムの導入作
業、電子データ（GIS等）の加工作業が履行できる業者
は、当該業者のみであるため。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成18年度以降に
おいて当該事務事業
等の委託等を行わな
い」

10811 東芝ソリューション（株） ＣＣＴＶ画像提供設定作業

島田淳次中国地方整備局
三次河川国道事務所広島
県三次市十日市6西丁目2
番1号

平成18年2月21日 2,635,500

本作業遂行にあたっては、事務所内ネットワークの整備及
びセキュリティー機器の設定変更作業を行うことから以下
の条件を満たす必要がある。１．事務所内のネットワーク
構成及び各ネットワーク間(公開系、内部系）のセキュリ
ティー設定内容、機器の構成内容及び通信環境を理解して
いること。２．公開系・内部系のネットワーク構成と内部
系のセキュリティーについて十分に把握していること。ま
た、事務所内のネットワーク機器の接続構成、既存ネット
ワーク機器のスペック等を十分に把握し、公開系のサーバ
運用状況、事務所内のデータ提供方法及び方針を十分に把
握している必要がある。このように複雑であるため、既設
ネットワークを構築を構築した業者と異なる業者が追加設
定、機能修正を行った場合、維持管理を行うにあたって重
大な支障を生じる恐れがある。このことから、事務所内の
セキュリティーを保持しつつ、本作業を円滑に履行できる
唯一の業者である。（会計法第２９条３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて競争入札に移
行」

10812 日本電子計算機（株） 事務所ファイルサーバ他賃貸借

島田淳次中国地方整備局
三次河川国道事務所広島
県三次市十日市6西丁目2
番1号

平成17年4月1日 1,782,580

本機器の賃貸借契約は前年度からの継続であり、他に競合
するものではない。
　(会計法第２９条の３第４項)

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10813 中国東芝情報機器サービス（株）
河川情報提供用端末機賃貸借（その
２）

島田淳次中国地方整備局
三次河川国道事務所広島
県三次市十日市6西丁目2
番2号

平成17年4月1日 1,285,200

本機器の賃貸借契約は前年度からの継続であり、他に競合
するものではない。
　(会計法第２９条の３第４項)

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10814 日本電子計算機（株） 河川GISサーバ他賃貸借

島田淳次中国地方整備局
三次河川国道事務所広島
県三次市十日市6西丁目2
番3号

平成17年4月1日 1,804,320

本機器の賃貸借契約は前年度からの継続であり、他に競合
するものではない。
　(会計法第２９条の３第４項)

「見直しの
余地があ
り」

「平成20年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10815 東芝ファイナンス（株） 事務所セキュリティ機器賃貸借

島田淳次中国地方整備局
三次河川国道事務所広島
県三次市十日市6西丁目2
番1号

平成17年4月1日 1,524,600

本機器の賃貸借契約は前年度からの継続であり、他に競合
するものではない。(会計法第２９条の３第４項)

「見直しの
余地があ
り」

「平成20年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10816 （株）ハイエレコン
パーソナルコンピュータ賃貸借（その
1）

島田淳次中国地方整備局
三次河川国道事務所広島
県三次市十日市6西丁目2
番1号

平成17年4月1日 1,436,796

本機器の賃貸借契約は前年度からの継続であり、他に競合
するものではない。
　(会計法第２９条の３第４項)

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10817 東芝ファイナンス（株） 道路中継サーバー賃貸借

島田淳次中国地方整備局
三次河川国道事務所広島
県三次市十日市6西丁目2
番1号

平成17年4月1日 1,760,220

本機器の賃貸借契約は前年度からの継続であり、他に競合
するものではない。
　(会計法第２９条の３第４項)

「見直しの
余地があ
り」

「平成21年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10818 東芝ファイナンス（株）
エンジニアリングワークステーション
賃貸借

島田淳次中国地方整備局
三次河川国道事務所広島
県三次市十日市6西丁目2
番1号

平成17年4月1日 1,529,702

本機器の賃貸借契約は前年度からの継続であり、他に競合
するものではない。
　(会計法第２９条の３第４項)

「見直しの
余地があ
り」

「平成20年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10819 日本電子計算機（株） センサスサーバ等賃貸借

島田淳次中国地方整備局
三次河川国道事務所広島
県三次市十日市6西丁目2
番1号

平成17年4月1日 4,790,520

本機器の賃貸借契約は前年度からの継続であり、他に競合
するものではない。
　(会計法第２９条の３第４項)

「見直しの
余地があ
り」

「平成21年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10820 非公表 職員宿舎敷地賃貸料
水野雅光中国地方整備局
太田川河川事務所広島市
中区八丁堀３－２０

平成17年4月1日 2,514,876
競争の余地がないため（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

個人情報

10821 廿日市市 広島市西部砂防出張所建物賃貸料
水野雅光中国地方整備局
太田川河川事務所広島市
中区八丁堀３－２０

平成17年4月1日 3,590,149
競争の余地がないため（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10822 日本郵政公社 後納郵便料
水野雅光中国地方整備局
太田川河川事務所広島市
中区八丁堀３－２０

平成17年4月1日 1,482,465
競争の余地がないため（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10823 広島市水道事業管理者 水道料
水野雅光中国地方整備局
太田川河川事務所広島市
中区八丁堀３－２０

平成17年4月1日 1,415,061
長期継続契約のため（会計法第２９条の１２）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10824 西日本高速道路（株）中国支社 通行料
水野雅光中国地方整備局
太田川河川事務所広島市
中区八丁堀３－２０

平成17年4月1日 1,417,217
競争の余地がないため（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10825 (株)ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾄﾞｺﾓ中国 電話料
水野雅光中国地方整備局
太田川河川事務所広島市
中区八丁堀３－２０

平成17年4月1日 1,957,763
長期継続契約のため（会計法第２９条の１２）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10826 西日本電信電話(株)広島支店 電話料
水野雅光中国地方整備局
太田川河川事務所広島市
中区八丁堀３－２０

平成17年4月1日 8,783,504
長期継続契約のため（会計法第２９条の１２）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10827 （株）中央公論新社 太田川河川事業広報
水野雅光中国地方整備局
太田川河川事務所広島市
中区八丁堀３－２０

平成17年6月29日 1,932,000
歴史・文化的実績をもった優れた広報媒体であるため（会
計法第29条の３第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて企画競争を実
施」

10828 金剛（株） 移動棚移設
水野雅光中国地方整備局
太田川河川事務所広島市
中区八丁堀３－２０

平成17年10月27日 1,995,000
移設に対する特殊的な技術を必要とするため（会計法第29
条の３第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「競争入札に移行」

10829 （株）テレビ新広島 台風１４号記録ＤＶＤ作成
水野雅光中国地方整備局
太田川河川事務所広島市
中区八丁堀３－２０

平成18年2月27日 5,722,500
弊社の台風特殊番組を基調としたＤＶＤのため（会計法第
29条の３第4項） 「その他」

「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10830 富士通（株） 高瀬堰放流設備制御装置改造
水野雅光中国地方整備局
太田川河川事務所広島市
中区八丁堀３－２０

平成18年2月3日 6,510,000
制御機器の製造業者で独自の設計によるもののため（会計
法第29条の３第4項） 「その他」

「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10831 （株）立芝
電子複写機賃貸借、保守及び消耗品の
供給（その２）

水野雅光中国地方整備局
太田川河川事務所広島県
広島市中区八丁堀３－２
０

平成17年4月1日 1,091,295

リース期間中であるため（会計法第29条の３第4項）
「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10832 東芝ファイナンス（株）
エンジニアリングワークステーション
賃貸借

水野雅光中国地方整備局
太田川河川事務所広島県
広島市中区八丁堀３－２
０

平成17年4月1日 2,963,640

リース期間中であるため（会計法第29条の３第4項）
「見直しの
余地があ
り」

「平成21年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10833 リコー中国（株） ファイルサーバ賃貸借

水野雅光中国地方整備局
太田川河川事務所広島県
広島市中区八丁堀３－２
０

平成17年4月1日 1,121,400

リース期間中であるため（会計法第29条の３第4項）
「見直しの
余地があ
り」

「平成21年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10834 リコー中国（株）
パーソナルコンピュータ（その７）賃
貸借

水野雅光中国地方整備局
太田川河川事務所広島県
広島市中区八丁堀３－２
０

平成17年4月1日 2,957,220

リース期間中であるため（会計法第29条の３第4項）
「見直しの
余地があ
り」

「平成21年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10835 （株）サンヨー
電子複写機賃貸借、保守及び消耗品の
供給（その１）

水野雅光中国地方整備局
太田川河川事務所広島県
広島市中区八丁堀３－２
０

平成17年4月1日 1,840,537

リース期間中であるため（会計法第29条の３第4項）
「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10836 （株）ふるがいち
電子複写機賃貸借、保守及び消耗品の
供給（その３）

水野雅光中国地方整備局
太田川河川事務所広島県
広島市中区八丁堀３－２
０

平成17年4月1日 3,581,171

リース期間中であるため（会計法第29条の３第4項）
「見直しの
余地があ
り」

「平成21年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10837 （株）弘法
電子複写機賃貸借、保守及び消耗品の
供給（その４）

水野雅光中国地方整備局
太田川河川事務所広島県
広島市中区八丁堀３－２
０

平成17年4月1日 1,779,221

リース期間中であるため（会計法第29条の３第4項）
「見直しの
余地があ
り」

「平成21年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10838 （株）ふるがいち
電子複写機賃貸借、保守及び消耗品の
供給（その７）

水野雅光中国地方整備局
太田川河川事務所広島県
広島市中区八丁堀３－２
０

平成17年12月5日 1,167,594

リース期間中であるため（会計法第29条の３第4項）
「見直しの
余地があ
り」

「平成21年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10839 広島テレビ放送（株） 灰塚ダムウォークラリー企画・放映

秋山良壮中国地方整備局
江の川総合開発工事事務
所広島県庄原市三日市町
667-1

平成17年8月5日 7,665,000

広島テレビ放送株式会社は、今年度の開催地として、完成
間近な灰塚ダムを候補地に掲げ、当事務所に企画の検討を
申し込んだ経緯があり、当事務所としては、河川事業に関
する広報活動を行う良い機会であると捉え、「みずウオー
ク」の企画受け入れが 良と考える。当該業者は、過去７
年間における「みずウオーク」の実績を有し、映像制作の
技術力並びにテレビ放映に関する地域性も兼ね備えてお
り、当事務所が本件業務で期待する河川広報の効果を発揮
できる能力は十分に有している。
　当企画の「みずウオーク」を原点から企画立案すれば、
多大な労力・日程・経費がかかるものと思量され、当該業
者と契約することで、経済的にも優位である。また、当事
務所が求める広報活動に合致した企画を計画しているの
は、当該業者のみであり、現段階においては本件業務執行
は、当該業者以外に出来ない。（会計法第２９条の３第４
項）

「見直しの
余地があ
り」

「競争入札若しくは
企画競争に移行」

10840 西田鉄工（株） 灰塚ダム利水放流設備放流試験業務

秋山良壮中国地方整備局
江の川総合開発工事事務
所広島県庄原市三日市町
667-1

平成17年8月5日 2,089,500

本業務を実施するにあたっては当該設備の構造、機能を熟
知し、かつ施工者独自の保有技術に基づいた設計・製作・
据付の知識を有しなければならない。また緊急時における
対応が迅速、的確な処置をすることが必要不可欠であり、
それらに精通した者が的確な作業を行わなければならな
い。
さらに、放流試験は、実負荷による機器性能を確認するも
のであり、設計・製作・据付上及び放流試験履行後の責任
の所在を明確にできなければならない。
当該業者は、当該設備等の機械設備の設計、製作、据付を
行っている会社であり、これらの条件を満たし本業務を遂
行できる唯一の業者である。（会計法２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10841 （株）丸島アクアシステム 灰塚ダム選択取水設備放流試験業務

秋山良壮中国地方整備局
江の川総合開発工事事務
所広島県庄原市三日市町
667-1

平成17年8月5日 4,074,000

本業務を実施するにあたっては当該設備の構造、機能を熟
知し、かつ施工者独自の保有技術に基づいた設計・製作・
据付の知識を有しなければならない。また緊急時における
対応が迅速、的確な処置をすることが必要不可欠であり、
それらに精通した者が的確な作業を行わなければならな
い。
さらに、放流試験は、実負荷による機器性能を確認するも
のであり、設計・製作・据付上及び放流試験履行後の責任
の所在を明確にできなければならない。
当該業者は、当該設備等の機械設備の設計、製作、据付を
行っている会社であり、これらの条件を満たし本業務を遂
行できる唯一の業者である。（会計法２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10842 石川島播磨重工業（株）
灰塚ダム環境用水放流設備放流試験業
務

秋山良壮
中国地方整備局
江の川総合開発工事事務
所
広島県庄原市三日市町
667-1

平成18年2月3日 6,510,000

本業務を実施するにあたっては当該設備の構造、機能を熟
知し、かつ施工者独自の保有技術に基づいた設計・製作・
据付の知識を有しなければならない。また緊急時における
対応が迅速、的確な処置をすることが必要不可欠であり、
それらに精通した者が的確な作業を行わなければならな
い。
さらに、放流試験は、実負荷による機器性能を確認するも
のであり、設計・製作・据付上及び放流試験履行後の責任
の所在を明確にできなければならない。
当該業者は、当該設備等の機械設備の設計、製作、据付を
行っている会社であり、これらの条件を満たし本業務を遂
行できる唯一の業者である。（会計法２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10843 東芝ソリューション（株）
灰塚ダム管理用庁舎情報通信ネット
ワーク構築

秋山良壮中国地方整備局
江の川総合開発工事事務
所広島県庄原市三日市町
667-1

平成18年3月15日 2,205,000

本作業の実施にあたっては、既存の事業系ネットワークの
構成及び事業系システムの運用について熟知している必要
がある。
上記のような条件を満足できるのは、事業系ネットワーク
システムの運用管理を行い、現状のネットワーク構成及び
配線等を熟知し、中国地方整備局で多数実績のある当該業
者において外にない。（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「競争入札に移行」

10844 東芝ファイナンス（株） ファイルサーバ賃貸借

秋山良壮中国地方整備局
江の川総合開発工事事務
所広島県庄原市三日市町
667-1

平成17年4月1日 1,162,980

本ファイルサーバは、前年度からの継続賃貸であり、シス
テムソフトの再インストール等を勘案すると現賃貸を行っ
ている上記業者が有利である。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成20年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10845 中国東芝情報機器サービス（株）
パーソナルコンピュータ賃貸借（その
4）

秋山良壮中国地方整備局
江の川総合開発工事事務
所広島県庄原市三日市町
667-1

平成17年4月1日 2,167,200

本パーソナルコンピュータは、前年度からの継続賃貸であ
り、システムソフトの再インストール等を勘案すると現賃
貸を行っている上記業者が有利である。（会計法第29条の
3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10846 （有）県北商事
電子複写機賃貸借、保守及び消耗品供
給（その4）

秋山良壮中国地方整備局
江の川総合開発工事事務
所広島県庄原市三日市町
667-1

平成17年4月1日 2,098,496

当初契約時に長期間使用することを前提としており、また
これまでも円滑かつ確実な履行を確認している。（会計法
第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10847 西日本高速道路(株) 高速道路通行料
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年4月1日 1,531,484
競争の余地がないため（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10848 西日本高速道路(株) 通行券購入
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年4月25日ほ
か

1,158,090
競争の余地がないため（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10849 日本郵政公社 後納郵便料
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年5月11日ほ
か

1,765,500
競争の余地がないため（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10850 広島市水道局 水道代
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年4月1日 12,842,893
長期継続契約による。　　(会計法第29条の12)

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10851 廿日市水道事業 水道代
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年4月1日 2,152,520
長期継続契約による。　　(会計法第29条の12)

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10852 西日本電信電話(株) 電話代
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年4月1日 8,965,653
長期継続契約による。　　(会計法第29条の12)

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10853 NTTコミュニケーションズ(株) OCN料金
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年4月1日 1,274,987
長期継続契約による。　　(会計法第29条の12)

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10854 (株)エヌティ・ティ・ドコモ中国 電話代
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年4月1日 3,967,447
長期継続契約による。　　(会計法第29条の12)

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10855 西日本電信電話(株) 専用料
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年4月1日 18,612,674
長期継続契約による。　　(会計法第29条の12)

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10856 非公表計1件 工事用道路賃借料
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年4月1日 1,169,586
競争の余地がないため（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

個人情報

10857 (株)芳信建設 工事用道路賃借料
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年4月1日 1,380,264
競争の余地がないため（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10858 非公表計1件 土地借上料
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年4月1日 4,418,508
競争の余地がないため（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

個人情報

10859 中国電子機器(株) 建物借上料
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年4月1日 4,395,491
競争の余地がないため（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10860 ㈱サンヨー Ａ０版電子複写機賃貸借及び保守
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年4月1日 1,406,640

前年度賃貸借契約したＡＯ版電子複写機を引き続き使用し
ようとするものである。
（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10861 冨士ゼロックス㈱ 電子複写機賃貸借及び保守（その５）
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年4月1日 6,980,757

前年度賃貸借契約した電子複写機を引き続き使用しようと
するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10862 東芝ファイナンス㈱ 事業系ＰＣ賃貸借（その１）
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年4月1日 3,730,860
前年度賃貸借契約した機器を引き続き使用するため。
（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10863 日本電子計算機㈱ ＷＷＷサーバ等賃貸借
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年4月1日 3,157,056
前年度賃貸借契約した機器を引き続き使用するため。
（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成22年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10864 日本電子計算機㈱ センサスサーバ等賃貸借
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年4月1日 3,872,736
前年度賃貸借契約した機器を引き続き使用するため。
（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成20年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10865 日本電子計算機㈱ ＪＨ交通情報取得サーバ賃貸借
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年4月1日 3,327,660
前年度賃貸借契約した機器を引き続き使用するため。
（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成20年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10866 日本電子計算機㈱ ｉ－ＴＲＥＫサーバ賃貸借
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年4月1日 3,928,680
前年度賃貸借契約した機器を引き続き使用するため。
（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成20年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10867 日本電子計算機㈱ 道路情報共有サーバ賃貸借
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年4月1日 1,718,640
前年度賃貸借契約した機器を引き続き使用するため。
（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成20年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10868 リコー中国㈱ プリンタ賃貸借（その１）
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年4月1日 1,326,780
前年度賃貸借契約した機器を引き続き使用するため。
（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10869 リコー中国㈱
パーソナルコンピュータ賃貸借（その
４）

上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年4月1日 3,375,855
前年度賃貸借契約した機器を引き続き使用するため。
（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成20年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10870 東芝エレベータ㈱ 白島歩道橋エレベータ保守点検
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年4月1日 1,852,200

本業務の履行にあたっては、保守の確実性及び設備の安全
性の面から、設備の構造、機能及び制御等を熟知し、故障
等緊急時の的確な判断と適切な処理を迅速に対応が可能な
業者でなければならない。機器細部の設計において製造業
者独自の開発思想及び社内仕様によっているため、本業務
にあたっては、製造業者の保守点検を専門に行っている当
該業者以外での点検は不可能である。（会計法第２９条の
３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成18年度以降に
おいて競争入札に移
行」

10871 高田環境衛生興業㈱ 上根浄化槽維持管理
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年4月1日 1,350,300

浄化槽の清掃については、浄化槽法第３５条により、当該
地区を管轄する市町村等の許可を受けている業者でなけれ
ば実施できない。当該地区における許可業者で有資格業者
は、上記業者のみである。（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて競争入札に移
行」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
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(円)
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10872 三菱電機ビルテクノサービス㈱ 呉駅前横断歩道橋エレベータ保守点検
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年4月1日 1,197,000

本業務の履行にあたっては、保守の確実性及び設備の安全
性の面から、設備の構造、機能及び制御等を熟知し、故障
等緊急時の的確な判断と適切な処理を迅速に対応が可能な
業者でなければならない。機器細部の設計において製造業
者独自の開発思想及び社内仕様によっているため、本業務
にあたっては、製造業者の保守点検を専門に行っている当
該業者以外での点検は不可能である。（会計法第２９条の
３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成18年度以降に
おいて競争入札に移
行」

10873 ㈱日立ビルシステム 紙屋町地下街外昇降機設備保守点検
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年4月1日 13,755,000

本業務の履行にあたっては、保守の確実性及び設備の安全
性の面から、設備の構造、機能及び制御等を熟知し、故障
等緊急時の的確な判断と適切な処理を迅速に対応が可能な
業者でなければならない。機器細部の設計において製造業
者独自の開発思想及び社内仕様によっているため、本業務
にあたっては、製造業者の保守点検を専門に行っている当
該業者以外での点検は不可能である。（会計法第２９条の
３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成18年度以降に
おいて競争入札に移
行」

10874 大同建設㈱ 東広島バイパス大藤橋仮橋賃貸借
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年4月1日 9,870,000

H16年度に東広島バイパス大藤橋下部工事において設置し
た仮橋を別途工事おいて使用するため、仮橋を設置した業
者と随意契約を締結する。（会計法第29条の3第4項） 「その他」

「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10875 前田建設工業㈱
東広島・呉道路田万里トンネル濁水処
理設備賃貸借

上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年4月1日 3,255,000

東広島・呉道路田万里トンネル工事において設置した濁水
処理設備を上記工事完了後も引き続き使用するため、濁水
処理設備の賃貸借を行うものである。（会計法第29条の3
第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10876 (株)中国新聞社 「災害に強い道づくり」広報
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年6月20日 2,383,500

新聞発行部数が広島県内において 大シェアを占めている
ことから も有効な広報媒体であり、過去の実績からも信
頼性が高く良好な成果が期待できる唯一の機関。（会計法
第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10877 ㈱ひろしまタウン情報
「夢街道ルネサンス」タウン誌誌面掲
載

上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年6月20日 1,596,000

広島市を中心に広島県内において著名で幅広い指示を得て
おり、広島市内を中心に発行しているタウン情報誌の中で
唯一、道づくり街づくりネットワークに属している。（会
計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10878 (株)中国新聞社
第４回ひろしま・１００万人の現場見
学会広報

上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年6月27日 2,175,600

「ひろしま・100万人の現場見学会」の実行委員会に属し
ており、また、新聞発行部数が広島県内において 大シェ
アを占めていることから も有効な広報媒体であり、良好
な成果が期待できる唯一の機関。（会計法第29条の3第4
項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10879 特定非営利法人　中国・地域づくりハウス
第４回ひろしま・１００万人の現場見
学会運営

上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年7月12日 1,606,500

これまでの「ひろしま・100万人の現場見学会」や公共性
の高い座談会等の運営に携わり、その企画運営についても
優秀な人材の保有と豊富な経験・知識と実績を有している
おり、高い信頼性が確保できる。また、現場見学会の開催
趣旨や目的等を十分理解し、適切な業務執行が可能な唯一
の機関。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「公募若しくは企画
競争に移行」

10880 (株)中国新聞社
「地球温暖化防止のための道路政策」
広報

上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年8月5日 2,383,500

新聞発行部数が広島県内において 大シェアを占めている
ことから も有効な広報媒体であり、過去の実績からも信
頼性が高く良好な成果が期待できる唯一の機関。（会計法
第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10881 (株)中国新聞社 道路ふれあい月間新聞掲載広報
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年8月5日 4,399,500

多くの国民に広報するために、広島県内において新聞発行
部数 大シェアを占めており、これまでも国土交通省関
係、当事務所の道路事業に関する広報を掲載していること
から、上記目標を達成するために も有効な広報媒体であ
る。（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」
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にその所属する部局の名
称及び所在地

10882 東芝ソリューション㈱ ＣＣＴＶ画像提供設定作業
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年8月5日 9,345,000

事務所･出張所のネットワーク構成とセキュリティーの構
成及び設定内容を熟知しているとともに､別途業務にて設
置機器の設定､維持､管理等を行っており､事務所内のセ
キュリティーを確保しつつ円滑に遂行できる唯一の業者で
ある｡（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて競争入札に移
行」

10883 (株)中国新聞社 経済界トップインタビュー企画広報
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成17年11月18日 5,208,000

新聞発行部数が広島県内において 大シェアを占めている
ことから も有効な広報媒体であり、過去の実績からも信
頼性が高く良好な成果が期待できる唯一の機関。（会計法
第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10884 ㈱日立ビルシステム 紙屋町地下街エスカレータ修理
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成18年1月19日 2,520,000

本業務の履行にあたっては、修理の確実性及び設備の安全
性の面から、設備の構造、機能及び制御等を熟知しておか
なければならない。機器細部の設計において製造業者独自
の開発思想及び社内仕様によっているため、本業務にあ
たっては、製造業者の保守点検を専門に行ってい当該業者
以外での点検は不可能である。（会計法第２９条の３第４
項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10885 (株)中国新聞社
「広島の道づくりを考える」紙上座談
会広報

上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成18年3月6日 4,746,000

新聞発行部数が広島県内において 大シェアを占めている
ことから も有効な広報媒体である。また、過去に道路事
業について座談会を開催しており、信頼性が高く良好な成
果が期待できる唯一の機関。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10886 (株)中国新聞社 東広島バイパス供用開始広報
上田敏中国地方整備局広
島国道事務所広島市南区
東雲2-13-28

平成18年3月6日 1,701,000

新聞発行部数が広島県内において 大シェアを占めている
ことから も有効な広報媒体であり、過去の実績からも信
頼性が高く良好な成果が期待できる唯一の機関。（会計法
第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10887 (株)中国新聞防長本社 山陰道関連広報掲載
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年4月26日 1,554,000
特定の地方紙に掲載するため（会計法第２９条の３第４
項） 「その他」

「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10888 (株)みなと山口合同新聞社 山陰道関連広報企画掲載
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年4月26日 1,806,000
特定の地方紙に掲載するため（会計法第２９条の３第４
項） 「その他」

「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10889 (株)みなと山口合同新聞社
「防災フォーラム」開催及び新聞広告
掲載

中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年6月10日 2,567,250
特定の地方紙に掲載するため（会計法第２９条の３第４
項） 「その他」

「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10890 (株)みなと山口合同新聞社 「道路ふれあい月間」等ポスター掲載
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年8月5日 1,260,000
特定の地方紙に掲載するため（会計法第２９条の３第４
項） 「その他」

「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10891 富士通(株) 島地川ダム放流制御設備外改造
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年12月1日 2,310,000
現システムが当企業独自の開発思想になっているため（会
計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「公募を実施」

10892 (株)みなと山口合同新聞社
ふるさとのみちと地域再生について新
聞掲載

中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年12月7日 3,026,625
特定の地方紙に掲載するため（会計法第２９条の３第４
項） 「その他」

「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10893 (株)みなと山口合同新聞社 道路行政マネジメント広報掲載
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成18年2月14日 1,260,000
特定の地方紙に掲載するため（会計法第２９条の３第４
項） 「その他」

「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10894 (株)中国新聞社 道路行政マネジメント広報企画掲載
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成18年2月14日 1,606,500
特定の地方紙に掲載するため（会計法第２９条の３第４
項） 「その他」

「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10895 富士通(株) 島地川ダム放流制御システム改良
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成18年3月9日 3,727,500
現システムが当企業独自の開発思想になっているため（会
計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「公募を実施」

10896 井森工業(株) 台風14号岩国地区国道2号災害応急対策
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年9月8日 6,888,000
年度当初、災害時に関する協定を結んでいるため（会計法
第２９条の３第４項） 「その他」

「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10897 （株）新星工業社
パーソナルコンピュータ賃貸借（その
2）

中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 1,239,840
リース期間中のため（会計法第２９条の３第４項） 「見直しの

余地があ
り」

「平成21年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10898 東芝ファイナンス（株）
パーソナルコンピュータ賃貸借（その
3）

中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 1,763,664
リース期間中のため（会計法第２９条の３第４項） 「見直しの

余地があ
り」

「平成21年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10899 東芝ファイナンス（株）
パーソナルコンピュータ賃貸借（その
4）

中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 2,847,600
リース期間中のため（会計法第２９条の３第４項） 「見直しの

余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10900 富士ゼロックス山口（株） 電子複写機賃貸借及び保守等（その1）
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 3,767,141
リース期間中のため（会計法第２９条の３第４項） 「見直しの

余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10901 （株）常盤商会 電子複写機賃貸借及び保守等（その3）
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 1,718,302
リース期間中のため（会計法第２９条の３第４項） 「見直しの

余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10902 東芝ファイナンス（株） センサスサーバ等賃貸借
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 2,331,000
リース期間中のため（会計法第２９条の３第４項） 「見直しの

余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10903 東芝ファイナンス（株） ファイルサーバ賃貸借
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 1,546,020
リース期間中のため（会計法第２９条の３第４項） 「見直しの

余地があ
り」

「平成22年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10904 東芝ファイナンス（株） プローブデータ処理機器等賃貸借
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 2,538,900
リース期間中のため（会計法第２９条の３第４項） 「見直しの

余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10905 東芝ファイナンス（株） 流水予測システムサーバ機器賃貸借
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 2,207,520
リース期間中のため（会計法第２９条の３第４項） 「見直しの

余地があ
り」

「平成21年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10906 東芝ファイナンス（株） 画像取込サーバ等賃貸借
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 2,212,560
リース期間中のため（会計法第２９条の３第４項） 「見直しの

余地があ
り」

「平成22年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10907 東芝ファイナンス（株） 交通流データ供与機器賃貸借
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 2,657,340
リース期間中のため（会計法第２９条の３第４項） 「見直しの

余地があ
り」

「平成22年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10908 東芝ファイナンス（株） 事務所セキュリティ機器賃貸借
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 1,529,640
リース期間中のため（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10909 東芝ファイナンス（株） 情報共有サーバ賃貸借
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 3,150,000
リース期間中のため（会計法第２９条の３第４項） 「見直しの

余地があ
り」

「平成22年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10910 東芝ファイナンス（株） 道路情報中継機器賃貸借
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 1,860,600
リース期間中のため（会計法第２９条の３第４項） 「見直しの

余地があ
り」

「平成22年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10911 日本電子計算機（株） リモート監視機器賃貸借
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 1,546,020
リース期間中のため（会計法第２９条の３第４項） 「見直しの

余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10912 日本電子計算機（株） 外部Ｗｅｂサーバ等賃貸借
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 2,603,160
リース期間中のため（会計法第２９条の３第４項） 「見直しの

余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10913 日本電子計算機（株） 侵入検知装置賃貸借
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 2,046,660
リース期間中のため（会計法第２９条の３第４項） 「見直しの

余地があ
り」

「平成22年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10914 日本電子計算機（株） 道路ＤＢサーバ賃貸借
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 3,205,440
リース期間中のため（会計法第２９条の３第４項） 「見直しの

余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10915 セコム（株） 出張所庁舎保全業務
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 3,719,520
前年度設備した装置を引き続き使用するため（会計法第２
９条の３第４項） 「その他」

「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10916 住信・松下フィナンシャルサービス（株） 佐波川防災情報配信装置ほか賃貸借
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 4,377,450
リース期間中のため（会計法第２９条の３第４項） 「見直しの

余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10917 （有）タウン情報しものせき
平成17年度タウン情報ばかな～広報掲
載

中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年4月28日 12,490,800
地域に密着した情報を有している広報媒体であるため（会
計法第２９条の３第４項） 「その他」

「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10918 富士ゼロックス山口（株）
電子複写機賃貸借及び保守等（事務所
その2）

中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年5月30日 2,390,249
再リースのため（会計法第２９条の３第４項） 「見直しの

余地があ
り」

「平成21年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
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称及び所在地

10919 （株）ザメディアジョン タウン情報やまぐち他広報掲載
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年10月21日 9,569,700
地域に密着した情報を有している広報媒体であるため（会
計法第２９条の３第４項） 「その他」

「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10920 防府市水道事業管理者 水道供給契約
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 1,542,157
長期継続契約による。　　(会計法第29条の12)

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10921 西日本電信電話（株） 電気通信役務契約
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 28,933,128
長期継続契約による。　　(会計法第29条の12)

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10922 （株）ＫＤＤＩ 電気通信役務契約
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 1,618,814
長期継続契約による。　　(会計法第29条の12)

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10923 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電気通信役務契約
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 4,477,773
長期継続契約による。　　(会計法第29条の12)

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10924 （株）ＮＴＴドコモ中国 電気通信役務契約
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 9,680,562
長期継続契約による。　　(会計法第29条の12)

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10925 日本郵政公社 郵便契約
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 4,095,190
競争の余地がないため（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10926 西日本高速道路（株） 道路通行契約
中村稔中国地方整備局山
口河川国道事務所山口県
防府市国衙1-10-20

平成17年4月1日 6,967,691
競争の余地がないため（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10927 桧山事務器（株）
電子模写機（その２）の保守及び消耗
品供給

山田周一中国地方整備局
中国幹線道路調査事務所
長岩国市今津町１丁目１
３－２２

平成17年4月1日 1,717,776

　平成17年度に賃貸借する電子複写機の販売業者であり、
機種に精通した迅速な対応が出来る専門の技術者を有し、
機種に整合した消耗品を有する当該業者と随意契約を行う
ものである。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10928 東芝ファイナンス（株）
エンジニアリングワークステーション
賃貸借

山田周一中国地方整備局
中国幹線道路調査事務所
長岩国市今津町１丁目１
３－２２

平成17年4月1日 2,879,100

当該機器の賃貸借は前年度からの継続であり、当該業者で
なければ取り扱えない。
　また、エンジニアリングワークステーションは、各メー
カー独自の設計によりハードウエア、ソフトウエアが設計
されている為、本機器の製造メーカーであり、本機器に関
する専門的技術を有している当該業者でなければ保守を行
うことが出来ない。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成18年度以降に
おいて当該事務事業
等の委託等を行わな
い」

単価契約

10929 （株）白井ビル 建物賃貸借

山田周一中国地方整備局
中国幹線道路調査事務所
長岩国市今津町１丁目１
３－２２

平成17年4月1日 6,438,600

本庁舎の賃貸借契約は、開設当初からの継続であり、他に
競合するものではない。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10930 （株）中国放送 ラジオ広報放送

山田周一中国地方整備局
中国幹線道路調査事務所
長岩国市今津町１丁目１
３－２２

平成17年4月6日 4,021,500

広島県を中心に中国地方でもっとも広い聴取カバーエリア
を有しており、より多くの方への広報が期待できるため、
当該業者と随意契約することが得策である。（会計法第２
９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10931 （株）中国新聞社
夢街道ルネサンス広報掲載（鹿野・木
綿）

山田周一中国地方整備局
中国幹線道路調査事務所
長岩国市今津町１丁目１
３－２２

平成17年4月25日 3,255,000

中国地方において新聞発行数が特出した実績を有し、幅広
い広報効果が期待できる 適の機関である。（会計法第２
９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10932 （株）中国新聞社 道路開通効果企画

山田周一中国地方整備局
中国幹線道路調査事務所
長岩国市今津町１丁目１
３－２２

平成17年6月27日 4,473,000

中国地方において新聞発行数が特出した実績を有し、幅広
い広報効果が期待できる 適の機関である。（会計法第２
９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10933 （株）中国新聞社 みちづくり女性フォーラム広報掲載

山田周一中国地方整備局
中国幹線道路調査事務所
長岩国市今津町１丁目１
３－２２

平成17年6月27日 4,420,500

中国地方において新聞発行部数が特出した実績を有し、幅
広い広報効果が期待できる 適の機関である。（会計法第
２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10934 （株）中国新聞社
夢街道ルネサンス広報掲載（ますだ・
上下）

山田周一中国地方整備局
中国幹線道路調査事務所
長岩国市今津町１丁目１
３－２２

平成17年7月8日 3,255,000

中国地方において新聞発行部数が特出した実績を有し、幅
広い広報効果が期待できる 適の機関である。（会計法第
２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10935
特定非営利活動法人　中国・地域づくりハ
ウス

「みちづくり女性フォーラムin広島」
企画・運営

山田周一中国地方整備局
中国幹線道路調査事務所
長岩国市今津町１丁目１
３－２２

平成17年6月30日 4,966,500

中国地方の地域づくり活動の取り組みについて、産・官・
学・野の分野を越えた人が集まり、自分たちの身近な地域
だけでなく、県や市町村の行政区域の垣根を越えたより広
い交流の輪の中でまちづくりを考え、実践する団体であ
り、これまで研究交流のためのシンポジウム等（交流大
会・シンポジウム・研究会等）多く実施してきており、地
域づくり運動の実践と支援について専門的かつ高度な技術
を有している。
　本業務の実施にあたっては、活動する市民団体等との交
流があり、団体、個人等についての豊富な情報と民間と行
政の交流のための手法を有し、意見交換会の企画運営及び
出席者との調整を迅速かつ適切に行うことが必要であるこ
とから、当該業者は本件を遂行できる唯一の期間である。
（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「公募若しくは企画
競争に移行」

10936 （株）中国放送 ラジオ道路広報

山田周一中国地方整備局
中国幹線道路調査事務所
長岩国市今津町１丁目１
３－２２

平成17年9月27日 4,026,750

広島県を中心に中国地方でもっとも広い聴取カバーエリア
を有しており、より多くの方への広報が期待できるため、
上記業者と随意契約することが得策である。（会計法第２
９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10937 （株）中国地域づくりセンター 「夢街道フォーラム」企画・運営

村尾好昭中国地方整備局
中国幹線道路調査事務所
長岩国市今津町１丁目１
３－２２

平成18年2月1日 4,830,000

中国地方の地域づくり活動の取り組みについて、産・官・
学・野の分野を越えた人が集まり、自分たちの身近な地域
だけでなく、県や市町村の行政区域の垣根を越えたより広
い交流の輪の中でまちづくりを考え、実践する団体であ
り、これまで研究交流のためのシンポジウム等（交流大
会・シンポジウム・研究会等）多く実施してきており、地
域づくり運動の実践と支援について専門的かつ高度な技術
を有している。
　本業務の実施にあたっては、活動する市民団体等との交
流があり、団体、個人等についての豊富な情報と民間と行
政の交流のための手法を有し、意見交換会の企画運営及び
出席者との調整を迅速かつ適切に行うことが必要であるこ
とから、当該業者は本件を遂行できる唯一の期間である。
（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「公募若しくは企画
競争に移行」

10938 （株）中国新聞社 「夢街道フォーラム」広報掲載

村尾好昭中国地方整備局
中国幹線道路調査事務所
長岩国市今津町１丁目１
３－２２

平成18年1月26日 4,473,000

広島県内及び中国地方における有力な地方紙であり、新聞
発行数においても特出した実績を有し、幅広い広報効果が
期待できる唯一、 適の機関である。（会計法第２９条の
３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10939 （株）中国新聞社 「道ルネサンス」広報企画

村尾好昭中国地方整備局
中国幹線道路調査事務所
長岩国市今津町１丁目１
３－２２

平成18年1月26日 7,014,000

中国地方、その中でも広島県では新聞発行数が特出した実
績を有しており、幅広い広報効果が期待できる 適の機関
である。（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10940
（株）読売新聞社
西部本社

山陰道広告掲載

村尾好昭中国地方整備局
中国幹線道路調査事務所
長岩国市今津町１丁目１
３－２２

平成18年3月6日 4,200,000

特に山陰道整備が進められている鳥取県、島根県、山口県
の３県では、は新聞発行数が特出した実績を有しており、
幅広い広報効果が期待できる 適の機関である。（会計法
第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10941
特定非営利活動法人　中国・地域づくりハ
ウス

NPO団体との道づくり・地域づくり協働
のあり方調査

村尾好昭中国地方整備局
中国幹線道路調査事務所
長岩国市今津町１丁目１
３－２２

平成18年3月8日 3,560,550

中国地方の地域づくり活動の取り組みについて、産・官・
学・野の分野を越えた人が集まり、自分たちの身近な地域
だけでなく、県や市町村の行政区域の垣根を越えたより広
い交流の輪の中でまちづくりを考え、実践する団体であ
り、これまで研究交流のためのシンポジウム等（交流大
会・シンポジウム・研究会等）多く実施してきており、地
域づくり運動の実践と支援について専門的かつ高度な技術
を有している。
　また、中国・道の駅倶楽部の事務局運営を行う等、道の
駅を通じて地域の人々との連携・交流を行い、地域活性化
に寄与することを目的に活動している。
　本業務の実施にあたっては、中国地方５県の市民団体等
との交流があり、団体、個人等についての豊富な情報を有
して、民間と行政の交流のための手法を熟知し、道路に関
する懇談会の企画運営及び出席者との調整を迅速かつ適正
に行うことが必要であり、当該業者は本件を遂行できる唯
一の機関である。（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「公募若しくは企画
競争に移行」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10942 東芝ソリューション（株） 情報ネットワーク配線作業

村尾好昭中国地方整備局
中国幹線道路調査事務所
長岩国市今津町１丁目１
３－２２

平成18年3月10日 2,940,000

本業務遂行にあたっては 小工数及び 短工期で確実に実
施する為には、以下の条件を満たす事が必須となる。
（１）事業所内既存ネットワーク構成等を十分に把握して
いること。
（２）事務所内、道路系及び事業系ネットワーク間のセ
キュリティポリシー等を十分に把握していること。
（３）事務所サーバの移設を行うにあたり、現在稼働して
いるシステム停止等を行う必要がある為、その際に発生す
る影響等を十分に把握し、 短の停止期間でシステム切替
を迅速に行える経験を有していること。
　当該業者は、中国管内の各事務所において事業系の運用
管理を行っているため、事務所内のネットワーク構成及び
サーバ、クライアント等のシステム構成、ネットワーク間
のセキュリティポリシー等を十分に把握している。また既
設システムの導入及び運用管理を実施していることから、
システムに関しても十分なノウハウを有しており、システ
ム停止、稼働後の運用維持及び保守を確実に行うことが出
来る。
　また、本業務において、 小コスト、 短工期、セキュ
リティポリシーの維持を実現することが可能であり、 も
円滑に遂行することができ、本業務の契約の目的を十分に
達成できる唯一の業者である。（会計法第２９条の３第４
項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10943 （株）広宣 山陰自動車道計画資料作成

村尾好昭中国地方整備局
中国幹線道路調査事務所
長岩国市今津町１丁目１
３－２２

平成18年3月6日 5,355,000

今回修正を行う山陰道に関する資料の原稿等、関連する情
報・資料を有しており、迅速かつ的確な作成が実施可能な
唯一の機関である。（会計法第２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて企画競争を実
施」

10944 高田環境衛生興業(株) 浄化槽維持管理

永田智久中国地方整備局
土師ダム管理所広島県安
芸高田市八千代町土師
369-24

平成17年4月1日 4,050,900

厚生労働省関係浄化槽法によって保守点検が定められてい
るが、保守点検・清掃の技術上の基準及び市の設定する許
可営業区域の関係から、安芸高田市八千代町土師地内での
本業務履行可能な清掃会社は当該業者に限られる。（会計
法29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10945 日本無線(株) 土師ダム放流制御設備点検業務

永田智久中国地方整備局
土師ダム管理所広島県安
芸高田市八千代町土師
369-24

平成17年4月28日 2,625,000

対象設備は、ダムの制御を行う上で必要な水理水文デー
タ、降雨データの解析等自動計算処理によりゲートの開度
演算等を行っており、電子応用技術及び制御に関するノウ
ハウを駆使し設計された設備である。また、構成機器の方
式、ソフトウェア等は、製造業者独自の設計によるもので
あることから、点検及び緊急時の適切な処置を安全確実に
履行するためには、高度な専門的知識と技術が必要であ
り、システムを熟知していなければ、安全確実に業務を履
行することは不可能である。よって、当該設備の製造・納
入メーカーである当該業者と随意契約を行うものである。
（会計法２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10946 東芝ファイナンス（株）
エンジニアリングワークステーション
賃貸借（その１）

永田智久中国地方整備局
土師ダム管理所広島県安
芸高田市八千代町土師
369-24

平成17年4月1日 2,809,800

本機器は導入時に長期間（４年間）の継続を前提としてお
り、前年度使用したものを引き続き使用するものであるた
め、他に競合するものはない。（会計法29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成20年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10947 日本電気（株）中国支店
弥栄ダム放流設備制御装置点検業務
（一式）

土江秀治中国地方整備局
弥栄ダム管理所広島県大
竹市小方町小方８１３－
１

平成17年5月24日 2,572,500

本点検業務を実施するにあたっては専門の技術を要するも
のである。ダム放流設備制御装置は他の観測設備やゲート
設備等とひとつのネットワークとして構築されるため、ダ
ム放流設備制御装置がもつデータの特性や送受信方式など
を充分理解し、更に設備の総合特性を充分理解している者
のみが履行可能である。また、誤操作や誤動作による事故
を未然に防ぐことができ、万一事後が発生した場合でも適
切な処置を講ずることができる、設備全体帯に関する知識
を習得している者が、履行者として適切であると考えられ
る。以上を考慮したうえで、本点検業務を履行できる者は
ダム放流設備制御装置の製造メーカー以外には考えられな
い。（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10948 東芝ファイナンス（株） 事務所ＥＷＳ賃貸借

土江秀治中国地方整備局
弥栄ダム管理所広島県大
竹市小方町小方８１３－
１

平成17年4月1日 2,151,855

当該機器の賃貸借は前年度からの継続であり、当該業者で
なければ取り扱えない。また、エンジニアリングワークス
テーションは、各メーカー独自の設計によりハードウェ
ア、ソフトウェアが設計されている為、本機器の製造メー
カーであり、本機器に関する専門的技術を有している業者
でなければ保守を行うことが出来ない。（会計法２９条の
３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成18年度以降に
おいて当該事務事業
等の委託等を行わな
い」

単価契約

10949 日本無線（株） 八田原ダム情報処理設備点検業務

石田正和中国地方整備局
八田原ダム管理所広島県
世羅郡世羅町小谷字苦谷
山1100-1

平成17年6月3日 3,391,500

対象設備がダムの制御に関するデータ解析、演算処理を
行っているが、設置業者である当該法人独自の設計により
設置されている。よって当該法人は当該設備の確実な保守
管理ができる唯一の者であり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10950 日本無線（株） 八田原ダム情報処理設備改造

石田正和中国地方整備局
八田原ダム管理所広島県
世羅郡世羅町小谷字苦谷
山1100-1

平成18年2月13日 4,305,000

対象設備がダムの制御に関するデータ解析、演算処理を
行っているが、設置業者である当該法人独自の設計により
設置されている。よって当該法人は当該設備の改造ができ
る唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10951 東芝ファイナンス（株） ＥＷＳ賃貸借（その２）

石田正和中国地方整備局
八田原ダム管理所広島県
世羅郡世羅町小谷字苦谷
山1100-1

平成17年4月1日 1,134,184

初年度に係る契約のみ一般競争を行い、次年度以降は当該
機器を保有する当該業者のみが継続リース契約できる唯一
の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成18年度以降に
おいて当該事務事業
等の委託等を行わな
い」

単価契約

10952 （株）片岡計測器サービス
温井ダム貯水位計他保守点検業務（一
式）

岡公雄中国地方整備局温
井ダム管理所広島県山県
郡安芸太田町大字加計１
９５６－２

平成17年4月28日 1,732,500

不落随契に移行（会計法第29条の3第4項、予決令99条の
2） 「見直しの

余地があ
り」

「競争入札に移行」

10953 （株）日立製作所
温井ダム管理用制御処理設備点検業務
（一式）

岡公雄中国地方整備局温
井ダム管理所広島県山県
郡安芸太田町大字加計１
９５６－２

平成17年5月9日 2,835,000

設備は設計製作において製作業者独自の開発思想及び社内
仕様により製作されているため固有のシステムになってい
る。設備の点検にはその独自に設計された仕様に熟知して
いる必要があり、また今回の契約業者が製作業者と相違し
た場合、既設機器の保証体制及び保守管理体制に重大な支
障を生じることとなる。当該業務は本設備を製造した業者
であり本業務を履行できる唯一の業者である。（会計法２
９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10954 （株）日立ビルシステム
温井ダムエレベータ設備保守点検（一
式）

岡公雄中国地方整備局温
井ダム管理所広島県山県
郡安芸太田町大字加計１
９５６－２

平成17年4月1日 1,449,000

当該業者は本エレベータ設備の製作、据付を行った（株）
日立製作所より保守管理部門を分割し、受け持っている会
社であり全国的にも契約の実績が多数ある。また、日立製
作所（株）により設計、製作、据付された設備の設計図書
等の一切を引き継いでおり、当該設備においても構造、機
能を熟知し、かつダム用エレベータ設備の専門知識を有
し、なお緊急時における対応が迅速、的確な処理をするこ
とが必要不可欠であり、それらに精通した者が的確な点検
整備を行い、設備の機能維持、信頼性をはからなければな
らない。本件の履行にあたり、これら条件を満たしている
当該業者が業務目的を円滑に遂行できる唯一の業者であ
る。（会計法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて競争入札に移
行」

単価契約

10955 広島ゼロックス（株）
電子複写機の保守等（その２）（一
式）

岡公雄中国地方整備局温
井ダム管理所広島県山県
郡安芸太田町大字加計１
９５６－２

平成17年4月1日 1,115,730

平成１７年度に賃貸借する電子複写機の販売業者であり、
機種に精通した迅速な対応ができる専門の技術者及び機種
に整合した消耗品を有する唯一の業者である。（会計法２
９条の３第５項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10956 第一印刷所
龍姫だより印刷（４～３月分）（一
式）

岡公雄中国地方整備局温
井ダム管理所広島県山県
郡安芸太田町大字加計１
９５６－２

平成17年4月8日 2,263,800

少額な事による随契（会計法第２９条の３第５項）
「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて競争入札に移
行」

単価契約

10957 （株）クリンプロ
温井ダム管理庁舎外浄化槽維持管理業
務（一式）

岡公雄中国地方整備局温
井ダム管理所広島県山県
郡安芸太田町大字加計１
９５６－２

平成17年4月1日 1,905,750

広島県山県郡西部において汚泥を処分場に搬入できる唯一
の業者であり、本件を履行し得る唯一の業者である。（会
計法２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

単価契約

10958 東芝ファイナンス（株） ＥＷＳ賃貸借（一式）

岡公雄中国地方整備局温
井ダム管理所広島県山県
郡安芸太田町大字加計１
９５６－２

平成17年4月1日 2,764,479

本件対象機器は、前年度、当該業者と賃貸借契約していた
ものであり、本年度においても継続して賃貸借を行うもの
であるため、本契約を履行できるのは当該機器を所有して
いる当該業者以外にはない。（会計法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10959 三菱電機ビルテクノサービス（株） 苫田ダムエレベータ設備点検整備業務

本多卓志中国地方整備局
苫田ダム管理所岡山県苫
田郡鏡野町久田下原１５
９２－４

平成17年4月1日 1,764,000

設備の機能維持、信頼性の確保をはかるために緊急時の迅
速且つ適切な対応はもとより、常時の点検・監視による設
備の異常発生の予防が必要不可欠になる。このためには２
４時間体制での遠隔監視・遠隔点検が必要となるが、エレ
ベーター設備の構造・機能に加えて制御システムの知識を
熟知していなければならない。本件の履行にあたり、これ
ら条件を満たすのは、本エレベーターの製作、据付を行っ
た三菱電機(株)より保守管理部門を引き継いだ当該業者で
あり、当該契約の目的を円滑に遂行できる唯一の業者であ
る。（会計法２９条の３第４項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成18年度以降に
おいて競争入札に移
行」

10960 日本電気（株） 苫田ダム管理用制御処理設備点検業務

本多卓志中国地方整備局
苫田ダム管理所岡山県苫
田郡鏡野町久田下原１５
９２－４

平成17年4月1日 2,310,000

設備は、設計製作において製造業者独自の開発思想及び社
内仕様により製作されているため固有のシステムになって
いる。設備の点検には、その独自に設計された仕様に熟知
している必要があり、また、今回の者が制作業者と相違し
た場合、既設機器の保証体制及び保守管理体制に重大な支
障を生じることとなる。当該業者は本設備を製造した者で
あり本契約を履行できる唯一の者であり、競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10961 永和国土環境（株） 浄化槽点検整備

本多卓志中国地方整備局
苫田ダム管理所岡山県苫
田郡鏡野町久田下原１５
９２－４

平成17年5月23日 3,885,000

ユニット型排水再利用装置の点検整備を行うものである
が、浄化槽には汚水浄化装置（特許第3659591号）といっ
た特殊な装置を使用しているため開発した業者以外では履
行が不可能であり、当該契約が実施できる唯一の者であ
り、競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成18年度以降に
おいて当該事務事業
等の委託等を行わな
い」



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10962 日本電気（株） 苫田ダム放流制御設備改修

本多卓志中国地方整備局
苫田ダム管理所岡山県苫
田郡鏡野町久田下原１５
９２－４

平成17年12月16日 4,410,000

当該装置は、ダムの維持管理を行う上で重要な水文、ダム
諸量等データを収集演算しダムの操作、監視及びデータ配
信を行う装置であり、装置の設計・製作においては、製造
業者独自の開発思想及び社内仕様により設計されている。
そのため、製造業者以外において当該装置の改造を行うこ
とは不可能であり、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４号）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10963 中国東芝情報機器サービス（株）
パーソナルコンピュータ賃貸借（その
９）（４～３月分）

本多卓志中国地方整備局
苫田ダム管理所岡山県苫
田郡鏡野町久田下原１５
９２－４

平成17年4月1日 1,675,044

前年度契約したパーソナルコンピュータを引き続き使用す
るものであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４号）

「見直しの
余地があ
り」

「平成21年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10964 東芝ファイナンス（株） ＥＷＳ賃貸借（４～３月分）

本多卓志中国地方整備局
苫田ダム管理所岡山県苫
田郡鏡野町久田下原１５
９２－４

平成17年4月1日 2,666,966

前年度契約したＥＷＳを引き続き使用するものであり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４号） 「見直しの

余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10965 日本ダイナマット㈱ 車両重量測定装置修繕
谷本尚威中国地方整備局
中国技術事務所広島市安
芸区船越南２－８－１

平成17年11月14日 2,572,500

別途発注の走行車両重量計保守・点検において、年１回の
保守・点検を行った結果、マットセンサーの交換およびプ
リンターの交換がを必要とする結果となった。
当所が保有する「車両重量測定装置」は日本ダイナマット
㈱が特許権を保有している製品であるため
（会計法第２９条３第４項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10966 ㈱武田組 応急組立橋仮説作業
谷本尚威中国地方整備局
中国技術事務所広島市安
芸区船越南２－８－１

平成18年2月9日 8,820,000

当該業者は、災害時における応急組立橋の架設に関する協
定を結んでおり、災害時及び演習・訓練時における応急組
立橋の架設実績がある。
本件は、中国技術事務所が保有する応急組立橋の架設訓練
及び橋梁部材の品質確認を行うものであるが、本業者は、
特殊構造物である応急組立橋の取扱及び保管状況を熟知し
ており、安全且つ迅速に架設を行うことができる唯一の業
者である。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

災害協力
協定によ
る

10967 ㈱栗本鐵工所 刈草ＲＤＦ製造車油圧ポンプ改造
谷本尚威中国地方整備局
中国技術事務所広島市安
芸区船越南２－８－１

平成18年2月2日 4,578,000

当該ポンプは、刈草ＲＤＦ製造装置の油圧駆動部品に作動
油を供給する極めて重要な部品であり、刈草ＲＤＦ製造車
の一体のシステムとして設計されたものであるため、シス
テムを熟知していることによってのみ改造が可能であり、
他社が改造することは著しく困難である。
当該業者は、刈草ＲＤＦ製造車の開発・設計・製造業者で
あり、刈草ＲＤＦ製造装置の構造を熟知しており、所要の
機能を確保しつつ本件の目的を達成できる唯一の業者であ
る。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10968 富士ゼロックス㈱ 電子複写機外の保守及び消耗品供給
谷本尚威中国地方整備局
中国技術事務所広島市安
芸区船越南２－８－１

平成17年4月1日 2,842,615

当初、一般競争により落札された当該機器等を前年度に引
き続き使用するものであり、競争を許さないため
（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10969 中国東芝情報機器サービス㈱
パーソナルコンピュータ賃貸借（その
１）

谷本尚威中国地方整備局
中国技術事務所広島市安
芸区船越南２－８－１

平成17年4月1日 1,449,252

当初、一般競争により落札された当該機器等を前年度に引
き続き使用するものであり、競争を許さないため
（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10970 ㈱フジビジネス広島
パーソナルコンピュータ賃貸借（その
７）

谷本尚威中国地方整備局
中国技術事務所広島市安
芸区船越南２－８－１

平成17年4月1日 1,319,220

当初、一般競争により落札された当該機器等を前年度に引
き続き使用するものであり、競争を許さないため
（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成22年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約



備　　考講ずる措置契約を締結した日
契約金額

(円)
随意契約によることとした理由 点検の結果件数 契約の相手方の商号又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び種
別若しくは物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

10971 東芝ソリューション㈱ 端末装置賃貸借
谷本尚威中国地方整備局
中国技術事務所広島市安
芸区船越南２－８－１

平成17年4月1日 1,116,360

当初、一般競争により落札された当該機器等を前年度に引
き続き使用するものであり、競争を許さないため
（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成18年度以降に
おいて当該事務事業
等の委託等を行わな
い」

単価契約

10972 中国東芝情報機器サービス㈱ ファイルサーバー賃貸借
谷本尚威中国地方整備局
中国技術事務所広島市安
芸区船越南２－８－１

平成17年4月1日 2,984,940

当初、一般競争により落札された当該機器等を前年度に引
き続き使用するものであり、競争を許さないため
（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成22年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10973 広島市水道事業管理者 水道料
谷本尚威中国地方整備局
中国技術事務所広島市安
芸区船越南２－８－１

平成17年4月1日 6,526,653

長期継続契約のため（会計法第２９条の１２）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10974 西日本電信電話㈱ 電話料
谷本尚威中国地方整備局
中国技術事務所広島市安
芸区船越南２－８－１

平成17年4月1日 1,066,177

長期継続契約による。　　(会計法第29条の12)

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10975 庄原市水道事業管理者 国営備北丘陵公園水道料

村尾好昭中国地方整備局
国営備北丘陵公園事務所
広島県庄原市三日市町２
０－１３

平成17年4月1日 10,613,790

長期継続契約による。　　(会計法第29条の12)

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10976 （株）エネルギア・コミュニケーションズ 回線使用料

村尾好昭中国地方整備局
国営備北丘陵公園事務所
広島県庄原市三日市町２
０－１３

平成17年4月1日 1,562,400

長期継続契約による。　　(会計法第29条の12)

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10977 （有）冨士原文宝堂
電子複写機賃貸借、保守及び消耗品供
給

村尾好昭中国地方整備局
国営備北丘陵公園事務所
広島県庄原市三日市町２
０－１３

平成17年4月1日 1,747,652

本機器の借り上げにあたっては、前回賃貸借契約した機器
を引き続き使用するものであり、他に競合するものはいな
い。（会計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成19年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10978 中国東芝情報機器サービス（株） ファイルサーバほか賃貸借

村尾好昭中国地方整備局
国営備北丘陵公園事務所
広島県庄原市三日市町２
０－１３

平成17年4月1日 1,537,200

前回賃貸借契約した機器を引き続き使用するものであり、
他に競合するものはなく当該業者のみである。（会計法第
29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「平成20年度以降に
おいて国庫債務負担
行為を計上」

単価契約

10979 東芝エレベータ（株）　中国支社 エレベーター補修

若槻幹穗中国地方整備局
国営備北丘陵公園事務所
広島県庄原市三日市町２
０－１３

平成18年3月22日 4,935,000

この装置の設計においてはメーカ独自の開発思想及び社内
仕様によっており、既設装置の製造業者以外での修理は、
受け渡し条件が異なり著しく困難である。また、既設装置
の製造業者と異なる業者が作業を行った場合、保守管理に
あたって重大な支障を生じるとともに、機器の不具合が生
じた場合、責任の所在を明確にしておく必要がある。（会
計法第29条の3第4項）

「見直しの
余地があ
り」

「競争入札に移行」

10980 西日本電信電話㈱ 電話専用料（光回線）
益田恵吾中国地方整備局
山口営繕事務所山口県山
口市中河原町６－１６

平成17年4月1日 1,017,312

長期継続契約による。　　(会計法第29条の12)

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」

10981 （株）中央機材 殿ダム楠城地区仮橋賃貸借
金山義延中国地方整備局
殿ダム工事事務所鳥取市
国府町宮下１２２１番地

平成17年4月1日 7,140,000

本仮橋については、平成13年度殿ダム楠城地区迂回路工事
で設置し、本工事終了後も引き続き存置したままで供用し
ている。本仮橋は県道の代替として供用しており、仮橋の
途中撤去が行えない状況であり、継続して賃貸借を行う必
要から本仮橋を所有している上記業者と契約を行う必要が
あり、競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

「その他」
「随意契約によらざ
るを得ないもの」



件数
契約の相手方の商号又は名
称及び住所

公共工事の名称、場所、期間、
及び種別若しくは物品役務等の
名称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の
名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置 備考

10982 小竹興業（株） 土地借り上げ
横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 2,520,000 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

10983 （名）小竹組 建物借り上げ
横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 4,021,920 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

10984 非公表 宿舎賃貸借
横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 804,000

場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

10985 非公表 宿舎賃貸借
横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 816,000

場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

10986 野崎水産海運（有） 宿舎賃貸借
横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 1,752,000

場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

10987 大和工商リース（株） 平成１７年度　仮設庁舎賃貸借
横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 5,853,600

本仮設庁舎は平成１２年度に導入しており、本年度も継続して賃貸借するもの
である。 よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令１０２条の
４第３号に基づき、大和商工リース株式会社高松支店と随意契約を行うもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

10988 富士ゼロックス（株）
契約課外電子複写機賃貸借及び
保守（その２）

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 809,728
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

10989 高松共同集金（株） 乗用自動車借上
横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 1,385,640 高松市内においてタクシー共同チケットの発行と回収を行っている相手方との
契約のため（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

10990
キヤノンマーケティング
ジャパン（株）

企画部電子複写機（カラー）賃
貸借及び保守

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 7,069,177
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

10991 富士ゼロックス四国（株）
総務部電子複写機（カラー）賃
貸借及び保守

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 2,387,874
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

10992 富士ゼロックス四国（株）
企画部外電子複写機賃貸借及び
保守

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 3,099,831
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

10993 富士ゼロックス（株）
広域計画課電子複写機賃貸借及
び保守

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 475,455
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

10994 富士ゼロックス四国（株）
用地部電子複写機（カラー）賃
貸借及び保守

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 1,236,622
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

10995 富士ゼロックス四国（株）
契約課外電子複写機賃貸借及び
保守

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 1,313,343
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

10996 四国リコー（株）
建政部・道路部電子複写機賃貸
借及び保守

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 2,638,264
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

10997 四国リコー（株）
建政部電子複写機（カラー）賃
貸借及び保守

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 2,417,308
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成18年度
より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

10998 日本電気（株）
平成１７年度　人事総合システ
ム運用補助業務委託

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 9,870,000

人事総合システムは、法、規則等の改正に伴うプログラムメンテナンスが頻発
に発生する。また、ハードウェア、ソフトウェアの障害によるシステム停止が
発生する場合もある。　これらに迅速かつ的確に対応しなければ円滑な業務執
行を確保することができないが、そのためにはシステムの内容を熟知している
ことが必要不可欠である。　また、本業務委託はシステム運用の変更に伴う
データベースの変更、プログラム修正等システム改良に必要となる作業を含ん
でおり、システムに係る著作者人格権の同一性保持権を保護する必要がある。
以上のことから、人事関係システムの開発に携わった上記業者以外に当該業務
を行わせることができない。　よって、本業務は会計法第２９条の３第４項の
規定を適用し、上記業者と随意契約を締結するものである。（会計法第２９条
の３第４項）

問題があるもの

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１８年
度より他の事務系機械化システムの運
用保守契約に統合）

平成１７年度　所管公益法人等以外の者との間で締結された随意契約の点検・見直しの状況（国土交通省四国地方整備局）
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10999 日本電気（株）
平成１７年度　人事管理サブシ
ステム改良等業務

北橋建治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年12月14日 10,500,000

本業務を実施するにあたっては、システムの開発経緯及び過年度の履行経緯並
びに「総務・用地系サーバ」での他システムとの連携状況等を熟知しているこ
とが必要となる。また、システム開発の一貫性を保持し、瑕疵対応等の責任の
所在の明確化が必要となることから、システムの安定的運用を確保するために
は、当該システムに精通している必要がある。　対象システムのプログラム、
データベース及びドキュメントにおいて発生する著作権（財産権）及び著作者
人格権について、著作権（財産権）は国が所有しているが、著作者人格権は対
象システムを単独で開発・導入した上記業者が保有しているため、著作権法上
の同一性保持権を確保する必要がある。日本電気（株）は、今回の対象システ
ムを単独で開発・導入し、システム改良についても継続的に実施しており、本
業務についての高度な専門的知識や技術力を有しており、本業務を遂行できる
唯一の機関である。　よって会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号により随意契約を行うものである。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）

11000 日本電気（株）
平成１７年度　会計関係システ
ム運用補助業務委託

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 9,660,000

本業務を実施するにあたり、その請負業者の推薦においては、以下の制約があ
る。１．著作権法上の同一性保持権を確保する必要から競争が存在しない。本
システムのプログラム、データベース及びドキュメントにおいて発生する著作
権（財産権）及び著作者人格権について、著作権（財産権）は国が保有してい
るが、著作者人格権は本システムを単独で設計・開発した上記業者が保有して
おり、システムの変更及び追加等には著作権の制約を受ける。２．技術的な理
由により競争が存在しない。（１）本システムの対象業務及び開発経緯等に係
る理解及びシステム開発の一貫性が求められる。（２）本システムの瑕疵対応
等、責任の所在の明確化が必要である。（３）本システムの安定的運用を確保
するためには、システム運用に精通している必要がある。  上記業者は、開発
後のシステムメンテナンスも継続して行っており、システムの目的・処理内容
を熟知していることからも本業務を遂行できる唯一の業者である。　よって、
会計法第２９条の３第４項、予決令１０２条の４第３号を適用し、上記の業者
と随意契約を締結しようとするものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より一般競争入札に移行したもの）

11001 日本電気（株）
平成１７年度　ＣＡＭＳ関連シ
ステム改良業務

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年6月28日 9,345,000

本業務を実施するにあたっては、各システムの開発経緯及び関連性並びに過年
度の履行の経緯等を熟知していることが必要となる。　また、システム開発の
一貫性を保持し、瑕疵対応等の責任の所在の明確化が必要となることから、各
システムの安定的運用を確保するためには各システムに精通している必要があ
る。　日本電気（株）四国支社は、ＣＡＭＳ関連システムを開発及び導入し、
システム改良についても継続的に実施してきており本業務についての専門的な
知識や高度な技術力を有しており、本業務を遂行できる唯一の機関である。
よって会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号により、随意契約を行うものである。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より一般競争入札に移行したもの）

11002 日本電気（株）
平成１７年度　ＣＡＭＳ外シス
テム改良等業務

北橋建治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年12月5日 10,552,500

本業務を実施するにあたっては、各システムの開発経緯及び関連性、過年度の
履行経緯並びに「総務・用地系サーバ」での各システムの構成状況等を熟知し
ていることが必要となる。また、システム開発の一貫性を保持し、瑕疵対応等
の責任の所在の明確化が必要となることから、各システムの安定的運用を確保
するためには各システムに精通している必要がある。　対象システムのプログ
ラム、データベース及びドキュメントにおいて発生する著作権（財産権）及び
著作者人格権について、著作権（財産権）は国が所有しているが、著作者人格
権は対象システムをを単独で開発・導入した上記業者が保有しているため、著
作権法上の同一性保持権を確保する必要がある。日本電気（株）は、今回の対
象システム（「総務・用地系サーバ」システムを含む）を単独で開発・導入
し、システム改良についても継続的に実施しており、本業務についての高度な
専門的知識や技術力を有しており、本業務を遂行　よって会計法２９条の３第
４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約を行う
ものである。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より一般競争入札に移行したもの）
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11003 シンクアプローチ（株）
平成１７年度　債権管理システ
ム運用補助業務委託

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 2,173,500

本業務を実施するにあたり、その請負業者の推薦においては、以下の制約があ
る。１．著作権法上の同一性保持権を確保する必要から競争が存在しない。本
システムのプログラム、データベース及びドキュメントにおいて発生する著作
権（財産権）及び著作者人格権について、著作権（財産権）は国が保有してい
るが、著作者人格権は本システムを単独で設計・開発した上記業者が保有して
おり、システムの変更及び追加等には著作権の制約を受ける。２．技術的な理
由により競争が存在しない。（１）本システムの対象業務（債権管理・歳入事
務）及び開発経緯等に係る理解及びシステム開発の一貫性が求められる。
（２）本システムの瑕疵対応等、責任の所在の明確化が必要である。（３）本
システムの安定的運用を確保するためには、システム運用に精通している必要
がある。  債権管理システム（ＣＲＭＳ３．０）は、上記業者が各地方整備局
共通システムとして開発を行ったものであり、当整備局にも上記業者により導
入されたものである。上記業者は、開発後のシステムメンテナンスも継続して
行っており、システムの目的・処理内容を熟知していることからも本業務を遂
行できる唯一の業者である。　よって、会計法第２９条の３第４項、予決令１
０２条の４第３号を適用し、上記の業者と随意契約を締結しようとするもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より一般競争入札に移行したもの）

11004 シンクアプローチ（株）
平成１７年度　債権管理システ
ム運用補助業務委託（その２）

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年6月28日 3,622,500

本業務を履行するにあたっては、システムの開発経緯及び関連性並びに過年度
の履行の経緯を熟知していることが必要となる。また、システム開発の一貫性
を保持し、瑕疵対応等の責任の所在の明確化が必要となることから、各システ
ムの安定的運用を確保するためには関係各システムに精通している必要があ
る。　シンクアプローチ（株）は、債権管理システムを全地方整備局共通シス
テムとして開発導入し、その後のシステム改良についても継続的に実施してき
ており本業務についての専門的な知識や高度な技術を有しており、本業務を遂
行できる唯一の機関である。 よって会計法２９条の３第４項及び、予算決算及
び会計令第１０２条４第３号により、随意契約を行うものである。（会計法２
９条の３第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より一般競争入札に移行したもの）

11005 日本電気（株）
平成１７年度　契約関係システ
ム運用補助業務委託

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 14,049,000

 契約関係システムは、法、規則等の改正に伴う緊急のプログラムメンテナンス
が頻発に発生する。また、ハードウェア、ソフトウェアの障害によるシステム
停止が発生する場合があり、これらに迅速かつ的確に対応しなければ円滑な業
務執行を確保することができないが、そのためにはシステムの内容を熟知して
いることが必要不可欠である。　また、本業務はシステム運用の変更に伴デー
タベースの変更、プログラム修正等システム改良が必要となる作業を含んでお
り、システムに係る著作者人格権の同一性保持権を
保護する必要がある。  以上から、契約関係システムの開発に携わった上記業
者以外に当該業務を行わせることができない。よって本業務は会計法第２９条
の３第４項及び予決令１０２条の４第３号の規定により、上記業者と随意契約
を締結しようとするものである。（会計法第２９条の３第４項）

問題があるもの
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より一般競争入札に移行したもの）

11006 日本電気（株）
平成１７年度　契約管理システ
ム改良業務（その１）

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年12月20日 13,965,000

本業務の履行にあたっては、公共事業の発注にかかる契約制度に精通している
こと、また、現在運用しているＮＥＣＳＡＳのシステム構成、各種画面や一連
の操作手続きを認知していることが必要である。　上記法人は、ＮＥＣＳＡＳ
の開発や改良に長年携わり、その目的や内容を十分熟知しているのみならず、
法令や規則、各種基準など公共事業の発注にかかる契約制度に精通しているほ
か、緊急の改良や障害が発生した場合に迅速に対応することができる高度な技
術力を保持し、要員を多数保有している。　また、ＮＥＣＳＡＳのプログラム
及びデータベース、ドキュメント（以下、「プログラム等」という。）に係る
著作者人格権（同一性保持権）を有し、開発者としてそれらの内容に精通して
いる。以上より、上記法人は、本業務の目的を達成することができる唯一の相
手方である。  よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号の規定に基づき、上記法人と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）

11007 日本電気（株）
平成１７年度　契約管理システ
ム改良業務（その２）

北橋建治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成18年2月10日 12,810,000

本業務の履行にあたっては、公共事業の発注にかかる契約制度に精通している
こと、また、現在運用しているＮＥＣＳＡＳのシステム構成、各種画面や一連
の操作手続きを認知していることが必要である。　上記法人は、ＮＥＣＳＡＳ
の開発や改良に長年携わり、その目的や内容を十分熟知しているのみならず、
法令や規則、各種基準など公共事業の発注にかかる契約制度に精通しているほ
か、緊急の改良や障害が発生した場合に迅速に対応することができる高度な技
術力を保持し、要員を多数保有している。　また、ＮＥＣＳＡＳのプログラム
及びデータベース、ドキュメント（以下、「プログラム等」という。）に係る
著作者人格権（同一性保持権）を有し、開発者としてそれらの内容に精通して
いる。以上より、上記法人は、本業務の目的を達成することができる唯一の相
手方である。  よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号の規定に基づき、上記法人と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）
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11008 東芝ソリューション（株） 国有財産管理システム改良業務
北橋建治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年11月16日 2,625,000

本業務の履行にあたっては、当該システム及び、現在稼働中の他のシステムの
運用に支障を生じさせない専門的な知識力や高度な技術力が必要であり、当該
システム改良後において、完全な動作（互換性、継続性）が保証され、その集
計の対象となるサーバの通信方法及びネットワークの構造を熟知している必要
がある。また、改良後もシステムの一貫性を保持し、瑕疵対応等の責任の所在
の明確化を必要とすることから、システムの開発や改良の経緯等を熟知してい
る必要がある。上記業者は、当該システムの開発及び改良等に携わってきた業
者であり、プログラムの著作者人格権の同一性保持権（著作権法第２０条）を
有しているものである。また、本業務において必要となる専門的な知識や高度
な技術力を有しており、本業務を効率的且つ確実に遂行できる唯一の業者であ
る。　よって会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号により、随意契約を行うものである。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）

11009 日本ユニシス（株）
平成１７年度総合的文書管理シ
ステム等保守業務委託

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年8月29日 4,200,000

本業務を的確に遂行するに当たっては、本システムの保守業務時にシステム運
用に支障が生じないよう迅速に対応すること、システム利用者からの問い合わ
せに対し適切に対応すること等が必要であり、そのためには本システムの内容
を熟知していることが必要不可欠である。日本ユニシス株式会社は、本システ
ムの開発・改良業務を行っており、本システムの詳細、プログラムの内容等を
熟知している唯一の法人である。また、本システムは、国土交通省が上記法人
に委託して研究・開発を行ったものであり、本システムの著作　よって会計法
２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随
意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）

11010 （株）日立ビルシステム エレベーター保守
横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 1,008,000

　業務の性質上、エレベーター設備の機械機構等、エレベーター全般における
知識が必要とされる。　既設エレベーターは、（株）日立製作所が設置したも
のであり、日立製のエレベーターはこれまで（株）日立ビルシステムが保守点
検を実施しており、設計・構造を も熟知している。　以上の理由により、当
業者と保守契約するりが安全上 も適当である。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）

11011 日本カルミック（株） トイレ洗浄消臭保守
横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 617,400

本業務は、トイレ消臭機器の保守及び点検を行うものである。業務の性質上、
現在設置されている消臭機器全般に関する知識が必要とされる。既設消臭機器
は、日本カルミック株式会社が設置したものであり、日本カルミック株式会社
の消臭機器はこれまで同社が保守点検を実施しており、設計・構造を も熟知
している。以上の理由により、当業者と保守契約するのが安全上 も適当であ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）

11012 西日本高速道路（株） 通行料
横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 31,358,775 法令等に基づき契約の相手方が特定されるもの（会計法第２９条の３第４項）
その他 随意契約によらざるを得ないもの

11013 本州四国連絡高速道路（株）通行料
横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 1,118,587 法令等に基づき契約の相手方が特定されるもの（会計法第２９条の３第４項）
その他 随意契約によらざるを得ないもの

11014 阪神高速道路（株） 通行料
横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 40,205 法令等に基づき契約の相手方が特定されるもの（会計法第２９条の３第４項）
その他 随意契約によらざるを得ないもの

11015 四国電力（株） 電気料
横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 29,922,558 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11016 四国瓦斯（株） ガス代
横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 403,664 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11017 西日本電信電話（株） 電話料
横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 6,394,617 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11018
ＮＴＴコミュニケーション
ズ

電話料
横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 4,471,421 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11019
（株）エヌ・ティ・ティ・
ドコモ四国

電話料
横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 12,131,540 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11020 ＫＤＤＩ（株） 電話料
横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 2,383,451 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11021 ボーダフォン（株） 電話料
横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 41,196 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11022 日本郵政公社 郵便料
横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 4,822,005 法令等に基づき契約の相手方が特定されるもの（会計法第２９条の３第４項）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11023 日本放送協会 ＮＨＫ放送受信料
横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 5,884,900 法令等に基づき契約の相手方が特定されるもの（会計法第２９条の３第４項）
その他 随意契約によらざるを得ないもの

11024 （株）ぎょうせい 追録代
横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 3,278,950 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11025 新日本法規出版（株） 追録代
横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 2,609,122 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11026 第一法規（株） 追録代
横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 1,197,560 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11027 （株）大成出版社 追録代
横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 300,896 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11028 東京法令出版（株） 追録代
横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 186,741 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11029
（株）エヌ・ティ・ティ・
データ

センタ設備使用料外
横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 3,281,004 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの

11030 西日本電信電話（株） 通信線等添架料
横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 3,360 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11031 四国電力株 電柱共架料
横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 12,285 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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11032 独立行政法人　国立印刷局 官報公告料
横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年5月9日 3,365,565 法令に基づき一般競争入札公告の掲載先が特定されるため（会計法２９条の３
第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11033
エヌ・ジェイ出版販売
（株）

追録代
横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 16,950 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11034 （株）伸法社 追録代
横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 38,225 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11035 （財）電気通信振興会 追録代
横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 15,885 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11036 （財）日本規格協会 追録代
横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 61,068 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11037 三協法規出版（株） 追録代
横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 29,210 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11038 （社）土木学会
平成１７年度　アセットマネジ
メントシステム調査研究業務委
託

北橋建治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年12月16日 3,465,000

（社）土木学会は、土木工学の進歩と土木事業の発展ならびに土木技術者の資
質向上を図り、もって学術文化の進展と社会の発展に奇与することを目的とし
て大正３年に創立された我が国唯一の土木工学の学習学会である。また、産・
官・学の各界の土木技術者等から構成され、コンクリートの標準示方書の制定
等、土木構造物に関する総合的かつ専門的な知識が必要である。上記法人は、
平成１４年度より土木学会・建設マネジメント委員会の中にアセットマネジメ
ント研究小委員会を設置し調査研究を進めており、平成１５，１６年度に「ア
セットマネジメントシステム調査研究業務委託」において、四国の道路構造物
の特性を分析し、四国管内で適用可能なシステムの構成を検討している。ま
た、これらの業務の成果を踏まえた調査検討の継続性の観点だけでなく、当該
業務遂行に必要な専門的な情報や知識の蓄積の観点からも、本業務に関連する
充分な知識、能力を有している。以上から、上記法人は本業務の目的を確実に
履行できる唯一の法人であり、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３項に基づき随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11039 （株）瀬戸内海放送
四国をつくる社会資本に関する
広報番組制作・放送業務

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年06月03日 4,989,600

当業者は、香川県及び岡山県を中心として、本業務に不可欠な広報活動につい
ての洗練された高度な専門知識と豊富な技術経験を有している上、番組放送を
予定している「ＫＳＢ地球ステーション」は当業者が独自に企画している番組
であり、企業や団体とともに環境保護活動を実践し、地域社会への貢献を行う
ことを企画の主眼とする番組の主旨は、社会資本整備についての放送の意義と
も合致している。また、放送の中核となる「四国の土木遺産」に関する紹介番
組を、平成１６年に(社)土木学会の委託により制作・放送を行ったことによ
り、今回の社会資本整備についての広報番組を行う上で必要となる映像・音声
データを保有している。番組の音声や映像等については著作権法第九条により
保護を受ける放送にあたり、著作権法の規定により保護を受ける著作物であ
り、排他的な権利を有している。以上により当業者は、本業務を遂行できる唯
一の業者である。よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の
４第３号により、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11040 都築電気（株）
平成１７年度　総合防災システ
ムサーバ賃貸借

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年04月01日 162,704

複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度以降は委託等を行わない）

11041
ＮＥＣリース（株）四国支
店

平成１７年度　総合防災システ
ムＦＴＰサーバ賃貸借

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年04月01日 268,632

複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度以降は委託等を行わない）

11042 日立キャピタル（株）
平成１７年度　防災業務用パソ
コン賃貸借

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年04月01日 1,111,320
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より国庫負債務担行為を計上）

11043 四国航空（株）
平成１７年度　ヘリコプター等
使用

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年07月19日 5,846,683

当業者は、四国地方唯一のヘリコプター運航会社であり、基地が高松空港にあ
り緊急、非常時に即対応が可能である。また所有機械が豊富であり、調査の目
的に応じた機種に対し、常時対応が可能である。さらに四国管内の自治体所有
のヘリコプター運航業務を受託しており、四国管内の地理的条件を熟知し経験
も豊富である。以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯一の
法人であり、会計法第２９条の３第４項に基づき、随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１９年
度以降は一般競争へ移行）

単価契約
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11044 （株）時事通信社
「ｉ　―　ＪＡＭＰ」　情報提
供業務

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年04月01日 10,710,000

当業者は、専門サイトである「ｉ-ＪＡＭＰ」を用いて、中央省庁、自治体に配
置した取材記者から原稿を迅速に校正、処理できる「時事通信社ｉ-ＪＡＭＰセ
ンター」からインターネットにより四国地方整備局の各端末に接続できる体制
を確立していることから、本業務を執行することにより有益な情報を的確かつ
迅速に入手できるようになる。このような行政ニュースやデータを受けるにあ
たって、サービスの信頼性及び技術力の面においても申し分のない組織体制を
備えている業者は、当業者をおいて外にはなく、さらに本業務における「時事
通信社ｉ-ＪＡＭＰセンター」は上記業者が独自に開発し、そこで発信される情
報は全て上記業者が著作権を有する。「時事通信社ｉ-ＪＡＭＰセンター」を利
活用することが必要不可欠となるとともに、上記業者のみしか本ネットワーク
を構築し、かつ今後の運営を確実に行うことができない。よって上記業者と下
記法令を適用し、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項及
び予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11045 （株）衛星チャンネル 記者会見情報提供業務
横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年04月01日 3,150,000

当業者は、中央省庁等に配置した取材記者からの原稿を要約することなく一言
一句忠実に文字化し、Ｅメールを用いて迅速に配信している唯一の業者であ
る。また、このような情報提供を受けるにあたり、サービスの信頼性及び技術
力の面においても申し分のない組織体制を備えているのは当業者だけである。
よって会計法第２９条第４項及び予決令第１０２条の４第３号を適用し随意契
約をするものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より公募を
実施）

11046 日本電気（株）
平成１７年度情報共有システム
運用支援業務

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 9,157,050

本業務の履行にあたっては、「情報共有システム」に関する受発注者からの操
作方法等の質問に対する的確な対応及び障害時の迅速な対応が求められる。ま
た、「情報共有システム」におけるバージョンアップ媒体の提供を行う必要が
ある。日本電気株式会社は、平成１２年度発注の「工事施工中の情報共有シス
テム構築業務」にて本システムを構築した業者であり、システム固有機能を熟
知しており、システムに関する質問等や障害時における迅速な対応ができ、ま
た、本システムの基礎となる「工事監理官」の著作権を有している者である。
従って、システムに関する質問などや障害時における迅速な対応ができ、ま
た、本システムのバージョンアップ媒体の提供ができる者である。（会計法第
２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より公募を
実施）

11047 日本電気（株）
平成１７年度業者実績抽出支援
システム改良業務

北橋建治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成18年2月23日 7,980,000

本業務で改良を行う業者実績抽出支援システムは、ＮＥＣＳＡＳシステムのロ
ングリスト機能を流用することから、ＮＥＣＳＡＳのプログラムのみならず、
データベース及びドキュメントについて著作権（財産権及び著作者人格権）が
発生し、財産権は国が所有しているが、著作者人格権は現在稼働中のシステム
の設計・開発業務を行った上記の業者が保持している。日本電気（株）四国支
社は、平成１５年度に実施した本システムの基本設計から携わっており、シス
テムの目的や処理内容を熟知しているほか、緊急の改良や障害が発生した場合
に対応できる高度な技術力を保持し、要員を多数保有している。以上により、
日本電気（株）四国支社は業者実績抽出支援システムの著作者人格権と有する
とともに、システムの目的や処理内容を熟知していることから、本業務を遂行
できる唯一の業者である。（会計法２９条の３第４項、予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より公募を
実施）

11048 日本電気（株）
平成１７年度検査管理システム
改良業務

北橋建治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成18年2月23日 8,190,000

本業務で改良を行う検査管理システムは、プログラムのみならず、データベー
ス及びドキュメントについて著作権（財産権及び著作者人格権）が発生し、財
産権は国が所有しているが、著作者人格権は現在稼働中のシステムの設計・開
発業務を行った上記の業者が保持している。日本電気（株）四国支社は、本シ
ステムの設計者であると共に、平成１５年度に実施した運用開始に伴う改良か
ら携わっており、システムの目的や処理内容を熟知しているほか、緊急の改良
や障害が発生した場合に対応できる高度な技術力を保持し、要員を多数保有し
ている。以上により、日本電気（株）四国支社は検査管理システムの著作者人
格権と有するとともに、システムの目的や処理内容を熟知していることから、
本業務を遂行できる唯一の業者である。（会計法２９条の３第４項、予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より公募を
実施）
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11049
（株）ダイテックソフト
ウェア

平成１７年度ＣＡＤＷｅ’ｌｌ
土木ソフト保守業務

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 5,068,560

本業務の履行にあたっては、ＣＡＤＷｅ’ｌｌ土木（官公庁向けパック）ソフ
トに関する利用者（職員等）から操作方法等の質問に対する的確な対応が求め
られる。また、ソフトのバージョンアップ媒体の提供を行う必要がある。株式
会社ダイテックは、現在本局及び各事務所に導入している特殊なシステムであ
るＣＡＤＷｅ’ｌｌ土木（官公庁向けパック）ソフトを構築した業者であり、
ソフト固有機能を熟知している。さらにＣＡＤＷｅ’ｌｌ土木（官公庁向け
パック）ソフトの著作権を保有している。従って、本ソフトに関する質問等、
障害時における迅速な対応ができ、またソフトのバージョンアップに係る媒体
の提供ができる者である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第３号）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より公募を
実施）

11050 （株）ヤマイチテクノ
平成１７年度発注者業務支援シ
ステム（ＣＳーＧＶ）保守業務

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年4月1日 259,140

この発注者業務支援システム（ＣＳ－ＧＶ）は、納品された電子納品成果物の
チェック及び全文検索、閲覧機能を装備しているが、電子納品成果物のチェッ
クなどについては、電子納品要領及び基準が改定されるため、ソフトのバー
ジョンアップが必要となる。また、誤使用及び誤操作によるソフトの不具合が
発生した場合には、ソフト作成会社からの対応が必要となる。株式会社ヤマイ
チテクノにおいては、本ソフトの作成会社であり、また、本ソフトの販売、保
守は直接行っているため、代理店が存在しないことから、保守を受けられる唯
一の業者である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より公募を
実施）

11051
（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

地域づくりに関する情報収集・
提供業務委託

横田耕治
四国地方整備局
高松市福岡町4丁目26番32号

平成17年5月11日 26,985,000
前年度プロポーザル方式により特定された継続業務であり本業務と一体不可分
であるため(会計法第２９条の３第４項） その他

その他（プロポーザル方式による継
続）

11052
（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

四国ブロック重点整備計画フォ
ローアップ業務委託

横田耕治
四国地方整備局
高松市福岡町4丁目26番32号

平成17年8月8日 14,700,000
前年度プロポーザル方式により特定された継続業務であり本業務と一体不可分
であるため(会計法第２９条の３第４項） その他

その他（プロポーザル方式による継
続）

11053 日本電気（株）
平成１７年度　レイヤ３スイッ
チ賃貸借（保守等含む）

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年04月01日 2,158,401
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度以降は委託等を行わない）

11054
エヌ・ティ・ティ・リース
（株）

平成１７年度　サーバ賃貸借
（その１１）（保守等含む）

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年04月01日 7,427,700
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11055 日通商事（株）
平成１７年度　システム機器賃
貸借（その２）（保守等含む）

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年04月01日 4,145,400
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11056 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　サーバ賃貸借
（その３）（保守等含む）

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年04月01日 7,091,844
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２３年
度より国庫債務負担行為を計上）

11057 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　サーバ賃貸借
（その４）（保守等含む）

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年04月01日 2,101,158
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11058 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　システム機器賃
貸借（その１）（保守等含む）

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年04月01日 314,895
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11059 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　サーバ賃貸借
（その６）（保守等含む）

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年04月01日 178,810
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11060 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　ルータ賃貸借
（保守等含む）

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年04月01日 2,615,760
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11061 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　サーバ賃貸借
（その７）（保守等含む）

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年04月01日 22,162,998
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２２年
度より国庫債務負担行為を計上）

11062 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　サーバ賃貸借
（その８）（保守等含む）

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年04月01日 41,177,808
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
より、国庫債務負担行為を計上）

11063 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　システム機器賃
貸借（その３）（保守等含む）

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年04月01日 7,654,368
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11064 日本電子計算機（株）
平成１７年度　サーバ賃貸借
（その９）（保守等含む）

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年04月01日 13,126,680
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２２年
度より国庫債務負担行為を計上）

11065 日立キャピタル（株）
平成１７年度　サーバ賃貸借
（その１２）（保守等含む）

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年04月01日 745,668
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11066 富士通リース（株）
平成１７年度　データ回線終端
装置賃貸借（その１）

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年04月01日 1,088,640
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度以降は委託等を行わない）

11067 富士通リース（株）
平成１７年度　データ回線終端
装置賃貸借（その２）

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年04月01日 1,197,504
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度以降は委託等を行わない）

11068 リコーリース（株）
平成１７年度　システム機器賃
貸借（その４）（保守等含む）

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年04月01日 5,504,940
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11069 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度　サーバ賃貸借
（その１）（保守等含む）

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年04月01日 1,338,750
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２２年
度より国庫債務負担行為を計上）
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11070 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度　サーバ賃貸借
（その２）（保守等含む）

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年04月01日 617,925
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11071 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度　サーバ賃貸借
（その５）（保守等含む）

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年04月01日 1,758,645
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２２年
度より国庫債務負担行為を計上）

11072 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度　サーバ賃貸借
（その１０）（保守等含む）

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年04月01日 88,070,472
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11073 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度　システム機器賃
貸借（その５）（保守等含む）

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年04月01日 21,000
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11074 （株）ＳＴＮｅｔ
平成１７年度　インターネット
専用線接続（その１）

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年04月01日 1,540,350 長期継続による（会計法第２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの

11075 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　システム機器賃
貸借（その７）（保守等含む）

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年08月29日 447,615
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11076 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　サーバ賃貸借
（その１５）（保守等含む）

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年09月27日 3,823,398
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２２年
度より国庫債務負担行為を計上）

11077 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　サーバ賃貸借
（その１８）（保守等含む）

北橋建治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年12月05日 301,707
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11078 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　サーバ賃貸借
（その２０）（保守等含む）

北橋建治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年12月09日 238,122
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11079 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　サーバ賃貸借
（その１９）（保守等含む）

北橋建治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年12月12日 110,880
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度以降は委託等を行わない）

11080 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　サーバ賃貸借
（その２１）（保守等含む）

北橋建治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成18年01月16日 35,762
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11081 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　サーバ賃貸借
（その２２）（保守等含む）

北橋建治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成18年02月10日 410,809
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２２年
度より国庫債務負担行為を計上）

11082 日本電子計算機（株）
平成１７年度　レイヤ３スイッ
チ賃貸借（その２）（保守等含
む）

北橋建治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年10月27日 330,435

複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度以降は委託等を行わない）

11083 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度　サーバ賃貸借
（その１３）（保守等含む）

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年08月24日 1,110,585
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２２年
度より国庫債務負担行為を計上）

11084 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度　サーバ賃貸借
（その１４）（保守等含む）

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年08月24日 730,275
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11085 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度　サーバ賃貸借
（その１７）（保守等含む）

北橋建治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年12月07日 601,965
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２２年
度より国庫債務負担行為を計上）

11086 日本電気（株）
ＮｅｔＢａｃｋｕｐバージョン
アップ作業

北橋建治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成18年03月01日 4,998,000
初期設計構築作業者に特定
（会計法第29条の3第4項）
（予決令第102条の4第3号）

問題があるもの
その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）

11087 日本電気（株）
平成１７年度　サイトアクセス
集計プログラム改良

北橋建治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成18年03月06日 1,995,000

本業務の履行にあたっては、既存のサイトアクセス集計プログラムの構造、開
発経緯及び関連性を熟知し、改良を行う専門的知識と高度な技術力が必要とな
る。　上記業者は、既存のサイトアクセス集計プログラムを開発・導入してお
り、プログラムの構造、開発経緯及び関連性を熟知しており、改良を行う専門
的知識と高度な技術力を有している。　よって会計法２９条の３第４項及び、
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものであ
る。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11088 セコム（株）
平成１７年度　自動火災消火装
置保守点検

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年04月01日 107,868

本件は、四国地方整備局電子計算機器室に設置している自動火災消火装置（SP
トマホークⅡ）の保守点検を行うものである。本業務の実施にあたっては、四
国地方整備局電子計算機器室に設置している自動火災消火装置の製造及び販売
元であり、当該機器の取扱はもとより構造の詳細及び機器性能等を熟知してい
る上記業者と契約することが妥当であるため、会計法第２９条の３第４項に基
づき、上記業者と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

問題があるもの
その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）

11089 西日本電信電話（株） 専用料金（年間分）
横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年05月17日 1,315,510 長期継続による（会計法第２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの

11090 （宗）雲辺寺 敷地賃貸料
横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年04月01日 91,944 場所が特定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11091 朝日航洋(株) 航空機運航業務（ほっかい号）
横田耕治四国地方整備局長香川県高松市福岡町
４丁目26-32

平成17年5月16日 0

北海道開発局において同ヘリコプターの維持管理を行っているほか、同機及び
同等機種を使った災害時等の飛行実績が多く操縦に熟練しているため（会計法
第２９条の３第４号、予決令第１０２条の４第３号） その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約
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11092 朝日航洋(株) 航空機運航業務（みちのく号）
横田耕治四国地方整備局長香川県高松市福岡町
４丁目26-32

平成17年5月16日 0

北陸地方整備局において同ヘリコプターの維持管理を行っているほか、同機及
び同等機種を使った災害時等の飛行実績が多く操縦に熟練しているため（会計
法第２９条の３第４号、予決令第１０２条の４第３号） その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11093 朝日航洋(株) 航空機運航業務（あおぞら号）
横田耕治四国地方整備局長香川県高松市福岡町
４丁目26-32

平成17年5月16日 0

関東地方整備局において同ヘリコプターの維持管理を行っているほか、同機及
び同等機種を使った災害時等の飛行実績が多く操縦に熟練しているため（会計
法第２９条の３第４号、予決令第１０２条の４第３号） その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11094 中日本航空(株) 航空機運航業務（まんなか号）
横田耕治四国地方整備局長香川県高松市福岡町
４丁目26-32

平成17年5月16日 855,725

中部地方整備局において同ヘリコプターの維持管理を行っているほか、同機及
び同等機種を使った災害時等の飛行実績が多く操縦に熟練しているため（会計
法第２９条の３第４号、予決令第１０２条の４第３号） その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11095 朝日航空(株) 航空機運航業務（きんき号）
横田耕治四国地方整備局長香川県高松市福岡町
４丁目26-32

平成17年5月13日 1,338,489

近畿地方整備局において同ヘリコプターの維持管理を行っているほか、同機及
び同等機種を使った災害時等の飛行実績が多く操縦に熟練しているため（会計
法第２９条の３第４号、予決令第１０２条の４第３号） その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11096 朝日航空(株) 航空機運航業務（はるかぜ号）
横田耕治四国地方整備局長香川県高松市福岡町
４丁目26-32

平成17年5月16日 682,983

九州地方整備局において同ヘリコプターの維持管理を行っているほか、同機及
び同等機種を使った災害時等の飛行実績が多く操縦に熟練しているため（会計
法第２９条の３第４号、予決令第１０２条の４第３号） その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11097 ㈱東京商工リサーチ
Ｂ等級及びＣ等級の建設業者の
経営分析

北橋建治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年11月2日 3,517,500

本業務は、商法、証券取引法及び税法で規定されている財務諸表とは異なる建
設業財務諸表を大量に取り扱い経営状況をわかりやすく分析するため、契約の
相手方は、建設業における経営分析に詳しい者であることが必要である。ま
た、対象企業を分析・比較検討するため、契約の相手方は、四国内外の建設業
者に関する大量のデータベースを有する者であることが必要である。　㈱東京
商工リサーチは国及び都道府県の企業信用情報を広範に保有しており、ＴＳＲ
－ＭＡＴＥＳ経営総合診断表（実用新案登録第５６－１０７６４５号出願済）
という独自の経営分析手法を有している企業信用調査会社である。ＴＳＲ－Ｍ
ＡＴＥＳ経営総合診断表は、建設業判別関数から企業診断を行い、企業診断カ
ルテとして人体模型図を用いて表示するなど、建設業界に精通していない者で
も理解することが出来る経営分析手法であり、同社は同診断表の内容を熟知し
活用できる唯一の者である。以上により㈱商工リサーチは本業務の目的を確実
に履行できる唯一の法人である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11098 （社）徳島新聞社
国土形成計画シンポジウム新聞
広告（徳島新聞）

北橋建治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成18年3月27日 1,953,000

本広告は、四国に住む人が四国の魅力をお互いに共有して、自立する四国づく
りを考えてもらうため、シンポジウムの議論の内容を広告するものである。当
新聞社は、徳島県内の地方紙の中で 多発行部数を有することから、広く周知
することが可能であり、本件を実施できる唯一の新聞社である。（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11099 ㈱四国新聞社
国土形成計画シンポジウム新聞
広告（四国新聞）

北橋建治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成18年3月27日 1,806,000

本広告は、四国に住む人が四国の魅力をお互いに共有して、自立する四国づく
りを考えてもらうため、シンポジウムの議論の内容を広告するものである。当
新聞社は、香川県内の地方紙の中で 多発行部数を有することから、広く周知
することが可能であり、本件を実施できる唯一の新聞社である。（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11100 ㈱愛媛新聞社
国土形成計画シンポジウム新聞
広告（愛媛新聞）

北橋建治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成18年3月27日 2,026,500

本広告は、四国に住む人が四国の魅力をお互いに共有して、自立する四国づく
りを考えてもらうため、シンポジウムの議論の内容を広告するものである。当
新聞社は、愛媛県内の地方紙の中で 多発行部数を有することから、広く周知
することが可能であり、本件を実施できる唯一の新聞社である。（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11101 ㈱高知新聞社
国土形成計画シンポジウム新聞
広告（高知新聞）

北橋建治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成18年3月27日 1,774,500

本広告は、四国に住む人が四国の魅力をお互いに共有して、自立する四国づく
りを考えてもらうため、シンポジウムの議論の内容を広告するものである。当
新聞社は、高知県内の地方紙の中で 多発行部数を有することから、広く周知
することが可能であり、本件を実施できる唯一の新聞社である。（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11102
特定非営利活動法人高知Ｎ
ＰＯ

ペレットストーブ賃貸借(一式）
横田耕治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-32

平成17年11月7日 367,500

水源地域への支援策として、間伐材を燃料とするペレットストーブを設置し、
間伐材の有効活用をＰＲするもの。(会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号） その他 随意契約によらざるを得ないもの
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11103
特定非営利活動法人　日本
水フォーラム

平成１７年度海外の河川事業管
理に係る民の参画調査検討業務
委託

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-32

平成18年1月5日 34,650,000

本業務の履行に当たっては、欧米等世界各国における河川事業・管理への民の
参画に関して、豊富な情報を有しているとともに、政府機関や民間団体等から
ヒアリング等の調査を行うにあたり、それら機関・団体との人的ネットワーク
を有していることが必要である。特定非営利活動法人日本水フォーラムは、
2003年に日本で開催された第３回世界水フォーラム事務局の後継組織として、
水問題に関わる国内外の水関係諸機関及び市民をはじめとした水関係者の交流
連携窓口となって活動を支援し、国際的な水問題や議論の発展調整を図り、世
界の水問題に関する具体的行動を実現並びに促進させ、もって国内外の水問題
の解決に寄与することを目的に設立された法人である。当法人は、第３回世界
水フォーラム事務局の後継組織である。よって、水フォーラム時の世界の水行
動計画集のとりまとめや分科会、水の声プロジェクト、バーチャルフォーラム
等を通じて、海外における様々な河川事業・管理への民の参画に関する 新情
報を数多く収集、保有しているとともに、欧米諸国をはじめとした世界各国の
河川関連政府機関、民間組織、国際機関との人脈・情報両面の幅広いネット
ワークを有している唯一の機関である。（会計法第２９条の３第４項、予決令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり 公募を実施（公募手続きに移行する）

11104 （株）日刊建設工業新聞社 「防災情報」新聞広報
北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-32

平成17年12月7日 1,890,000

本業務は、建設業界の防災意識高揚を目的として、平成１７年の台風１４号に
伴う豪雨災害の被災状況や四国地方整備局の対応状況及び防災関連の取り組み
を新聞に掲載するものである。本業務の遂行にあたっては、建設業界全体の防
災意識の高揚を目的とすることから、広く業界全体に周知することが求められ
る。株式会社日刊建設工業新聞社が発行する日刊建設工業新聞は、建設業界紙
では、業界屈指の発行部数（３３８，２００部／日）の実績を有することか
ら、同紙に掲載することにより、本業務の効果が も期待できる。（会計法第
２９条の３第４項及び予算決算及び会計令１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11105 （株）エス・ピー・シー
「四国のみずべ八十八カ所」写
真募集運営

横田耕治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町4-26-32

平成17年4月1日 2,095,695

平成１６年度から開設している「四国のみずべ八十八カ所」フォトコンテスト
ホームページ（以下、「ＨＰ」という。）の運営・管理を行うものである。
「四国のみずべ八十八カ所」フォトコンテスト（以下、「フォトコンテスト」
という。）は、平成１５年２月に選定された「四国のみずべ八十八カ所」の魅
力について効果的に周知し、一般の認知度を高めることを目的に平成１６年４
月１日～平成１７年５月３１日を募集期間とし、ＨＰ上で開催しているところ
である。本役務の履行にあたっては、フォトコンテストの趣旨及び内容につい
て熟知し、併せて現在までのＨＰの運営・管理状況についての豊富な知識・経
験を有していることが必要になる。当該ＨＰについては、上記業者が平成１６
年度に開設したホームページであり、開設以降の運営・管理についても上記業
者が一貫して実施しており、ＨＰの運営・管理状況についての豊富な知識・経
験を有している。また、本フォトコンテストの応募要領等についての作成を
行っており、フォトコンテストの趣旨及び内容について熟知している。また、
当該HPには、応募者からの写真を運営管理するためのＤＢシステムが含まれて
いる。本システムには、プログラムのみならず、データベース及びドキュメン
トについても著作権（財産権及び著作者人格権）が発生し、財産権については
国が保有しているが、著作者人格権についてはＤＢシステムの設計・開発を
行った上記法人が保有している。（会計法第２９条の３第４項並びに予決令第
１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11106 （株）愛媛新聞社
平成１７年度渇水　愛媛地区新
聞広報

横田耕治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町4-26-32

平成17年9月16日 2,819,250

平成１７年春から夏に続いた四国の渇水状況を広く四国内の住民に周知し、節
水意識の高揚を図ることを目的として新聞紙面を利用した広報を行うものであ
る。愛媛新聞（株式会社愛媛新聞社発行）は、愛媛県内における新聞の世帯普
及率が他紙に比べ圧倒的に多く、本業務の目的を達成するための要件を備えて
いる唯一の業者である。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条４
第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11107 （株）高知新聞社
平成１７年度渇水　高知地区新
聞広報

横田耕治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町4-26-32

平成17年9月16日 2,583,000

平成１７年春から夏に続いた四国の渇水状況を広く四国内の住民に周知し、節
水意識の高揚を図ることを目的として新聞紙面を利用した広報を行うものであ
る。高知新聞（株式会社高知新聞社発行）は、高知県内における新聞の世帯普
及率が他紙に比べ圧倒的に多く、本業務の目的を達成するための要件を備えて
いる唯一の業者である。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条４
第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11108 （株）四国新聞社
平成１７年度渇水　香川地区新
聞広報

横田耕治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町4-26-32

平成17年9月16日 3,339,000

平成１７年春から夏に続いた四国の渇水状況を広く四国内の住民に周知し、節
水意識の高揚を図ることを目的として新聞紙面を利用した広報を行うものであ
る。四国新聞（株式会社四国新聞社発行）は、香川県内における新聞の世帯普
及率が他紙に比べ圧倒的に多く、本業務の目的を達成するための要件を備えて
いる唯一の業者である。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条４
第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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11109
（社）徳島新聞社　高松支
社

平成１７年度渇水　徳島地区新
聞広報

横田耕治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町4-26-32

平成17年9月16日 2,772,000

平成１７年春から夏に続いた四国の渇水状況を広く四国内の住民に周知し、節
水意識の高揚を図ることを目的として新聞紙面を利用した広報を行うものであ
る。徳島新聞（社団法人徳島新聞社発行）は、徳島県内における新聞の世帯普
及率が他紙に比べ圧倒的に多く、本業務の目的を達成するための要件を備えて
いる唯一の業者である。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条４
第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11110 富士通㈱ 洪水予報文作成システム改造
北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-32

平成18年2月22日 1,995,000

本業務の履行にあたっては、本システムのシステム内容及び運用を熟知し、改
造を行う専門的な知識力や高度な技術力を有する必要がある。　富士通株式会
社は、本システムの開発業者であり、システムの内容及び運用について熟知し
ており、プログラムの著作者人格権と同一性保持権（著作権法第２０条）を有
している。また、本作業において必要となる専門的知識や高度な技術力を有し
ている。　以上から、上記業者は本作業の目的を確実に履行できる唯一の業者
である。　よって会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号により、随意契約を行うものである。（会計法２９条の３第４
項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11111
パシフィックコンサルタン
ツ㈱

防災情報掲示板システムデータ
ベース作成作業

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-32

平成18年2月28日 1,648,500

防災情報掲示板は、関東地方整備局における震災や風水害等の災害体制時に、
本部と各支部間の体制通知や指令等をイントラネットＷＥＢを活用して情報伝
達・情報共有することにより、災害対応業務の向上を図ることを目的としたも
のである。本掲示板は、平成１６年度に災害履歴の集計・検索を主目的とした
データーベースの構築や、災害対策運営要領に基づいた支部状況報告機能（河
川及び道路）の追加等、既存システムの抜本的な改良を実施した。本検討業務
は、報告及び集計形式が未確定のためシステム改良を行っていない港湾空港・
公園・庁舎・営繕・電気通信部分の支部状況報告機能の追加、各種情報入力の
省力化を目的とした災害基本情報登録機能の追加、及び本部・支部指令機能の
登録操作の改善を行うものである。本検討業務を実施するうで、既存掲示板シ
ステムに精通していいない場合には、防災情報掲示板改良後の機能保持に関
し、安定性を損ない、災害対応業務等に重大な支障を生ずるおそれがある。上
記業者は、当該掲示板の設計、稼働検証に携わり、著作者人格権の同一性保持
権（著作権法第２０条第１項）を有していると共に、掲示板システムの改良に
あたっては優れた技術と豊富な知識を駆使して成果を上げた実績があり、同シ
ステムの内容を熟知し、本検討業務における的確な対応とシステムの安定性が
確保できる唯一の履行業者である。（会計法29条の3第4項及び、予算決算及び
会計令第102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11112 （社）徳島新聞社
８８クリーンウォーク四国　徳
島新聞広告掲載

横田耕治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成 17年06月20日 3,486,000

　「８８クリーンウォーク四国」は、８月８日（月）の早朝に四国内の道路を
地域の方々が歩きながら一斉に清掃する取り組みである。本取り組みは、平成
１５年度より始まったものであるが、できるだけ多くの方に賛同・参加して頂
くためには新聞紙面を利用して広くＰＲを行う必要がある。徳島新聞（（社）
徳島新聞社）は、徳島県内において 大のシェアを持っており開催のＰＲや参
加者の募集に関して も効果が期待できる。これらの要件から、本件の目的を
確実に且つ効果的に達成できるのは、上記業者以外に無い。（会計法第２９条
の３第４項並びに予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11113
特定非営利活動法人四国の
道路サポータクラブ　理事
長　前川　雅一

ふれあい四国路連絡運営業務
北橋建治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成 17年12月01日 1,323,000

　四国の道路サポータクラブは、経済や地域活動にかかせない道路を利用者の
立場から、広報の支援、道路施設の利用促進、まちづくり、清掃活動などを通
じて、地域社会の福祉増進に寄与することを目的に設立された法人である。本
業務は個人情報を扱うものであり、その取扱いには細心の注意を払う必要があ
る。上記法人は今年度の「８８クリーンウォーク四国企画運営業務」に携わ
り、運営者として参加者を把握し、その個人情報についても適正な管理を行っ
てきた。以上から、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯一の法人で
ある。よって、上記法人は本業務の目的を確実に履行できる唯一の法人であり
（会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11114
特定非営利活動法人四国の
道路サポータクラブ　理事
長　前川　雅一

平成１７年度四国の道フォトコ
ンテスト実施運営業務

横田耕治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成 17年06月27日 738,150

同法人は、目的達成のための事業として道路広報の支援を掲げており、本取り
組みの趣旨とも合致し、昨年度の企画運営にも携わっているため、本イベント
の内容を熟知している。行事運営を行うことができる唯一の法人である。（会
計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11115
特定非営利活動法人四国の
道路サポータクラブ　理事
長　前川　雅一

平成１８年度四国の道フォトコ
ンテスト企画検討

北橋建治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成 18年01月12日 280,350

同法人は、目的達成のための事業として道路広報の支援を掲げており、本取り
組みの趣旨とも合致し、昨年度の企画運営にも携わっているため、本イベント
の内容を熟知している。行事運営を行うことができる唯一の法人である。（会
計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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11116 （株）愛媛新聞社
８８クリーンウォーク四国　愛
媛新聞広告掲載

横田耕治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成 17年06月20日 3,612,000

本業務は８月の道路ふれあい月間の一環として実施する「８８クリーンウォー
ク四国」の開催ＰＲ、参加者募集及び開催後の報告等を新聞紙面に掲載するも
のである。「８８クリーンウォーク四国」は、８月８日（月）の早朝に四国内
の道路を地域の方々が歩きながら一斉に清掃する取り組みである。本取り組み
は、平成１５年度より始まったものであるが、できるだけ多くの方に賛同・参
加して頂くためには新聞紙面を利用して広くＰＲを行う必要がある。愛媛新聞
（（株）愛媛新聞社）は、愛媛県内において 大のシェアを持っており開催の
ＰＲや参加者の募集に関して も効果が期待できる。これらの要件から、本件
の目的を確実に且つ効果的に達成できるのは、上記業者以外に無い。（会計法
第２９条の３第４項並びに予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11117 （株）高知新聞社
８８クリーンウォーク四国　高
知新聞広告掲載

横田耕治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成 17年06月20日 3,318,000

本業務は８月の道路ふれあい月間の一環として実施する「８８クリーンウォー
ク四国」の開催ＰＲ、参加者募集及び開催後の報告等を新聞紙面に掲載するも
のである。「８８クリーンウォーク四国」は、８月８日（月）の早朝に四国内
の道路を地域の方々が歩きながら一斉に清掃する取り組みである。本取り組み
は、平成１５年度より始まったものであるが、できるだけ多くの方に賛同・参
加して頂くためには新聞紙面を利用して広くＰＲを行う必要がある。高知新聞
（（株）高知新聞社）は、高知県内において 大のシェアを持っており開催の
ＰＲや参加者の募集に関して も効果が期待できる。これらの要件から、本件
の目的を確実に且つ効果的に達成できるのは、上記業者以外に無い。（会計法
第２９条の３第４項並びに予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11118 （株）四国新聞社
８８クリーンウォーク四国　四
国新聞広告掲載

横田耕治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成 17年06月20日 3,213,000

本業務は８月の道路ふれあい月間の一環として実施する「８８クリーンウォー
ク四国」の開催ＰＲ、参加者募集及び開催後の報告等を新聞紙面に掲載するも
のである。「８８クリーンウォーク四国」は、８月８日（月）の早朝に四国内
の道路を地域の方々が歩きながら一斉に清掃する取り組みである。本取り組み
は、平成１５年度より始まったものであるが、できるだけ多くの方に賛同・参
加して頂くためには新聞紙面を利用して広くＰＲを行う必要がある。四国新聞
（（株）四国新聞社）は、香川県内において 大のシェアを持っており開催の
ＰＲや参加者の募集に関して も効果が期待できる。これらの要件から、本件
の目的を確実に且つ効果的に達成できるのは、上記業者以外に無い。（会計法
第２９条の３第４項並びに予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11119
特定非営利活動法人四国の
道路サポータクラブ　理事
長　前川　雅一

「道の駅」実態調査（香川・愛
媛）

横田耕治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成 17年07月13日 787,500

本業務の履行にあたっては、（１）利用者の提案等を客観的に整理分類できる
者であること。（２）本業務は利用者の利便性の向上を目的としており、一般
利用者の感覚的意見を収集できること（３）意見・提案の有益性を確保するた
めには、四国地域に広く生活基盤を有するもので構成される団体であって、四
国地域の道路の面的繋がり、当該地域及び地域間相互の歴史的・文化的背景や
地域経済基盤を理解している者であることが求められる。「特定非営利活動法
人　四国の道路サポータクラブ」は「経済や地域活動に欠かせない道路を利用
者の立場から啓発・清掃などを行うため、広報の支援、道路施設の利用促進に
関する事業を行い、地域社会の福祉増進に寄与すること」を目的として道路広
報の支援、道の駅の利用促進に関すること、まちづくり支援等の事業を行うた
め、平成１６年に設立された特定非営利活動法人である。当法人は、これま
で、四国「８８クリーンウォーク」等の行事で、企画・立案・意見募集を行う
業務に携わり、道路に関する意見の収集・分析等から得た多数のデータを蓄積
し、道路の利便性の向上を中立的・積極的に推進する実績とノウハウを有して
いる。当法人は、（１）上記業務等を通じて公共性の高い事業に関して一般利
用者からの意見を客観的に収集・分析する能力を有し、（２）「道の駅」の一
般利用者を会員とする「四国「道の駅」ユーザーズクラブ」の事務局を務めて
おり、定期的・継続的に利用者の意見や提案を受け入れる体制を有し、（３）
会員は四国の各地に居住しているため、四国の地域特性や地域連携を理解した
有益性の高い提案を得ることができる。以上から、上記法人は本業務の目的を
確実・的確に履行できる唯一の法人である。（会計法第２９条の３第４項、予
決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11120
特定非営利活動法人四国の
道路サポータクラブ　理事
長　前川　雅一

８８クリーンウォーク四国企画
運営業務

横田耕治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成 17年06月21日 3,871,236

四国の道路サポータクラブは、経済や地域活動にかかせない道路を利用者の立
場から、広報の支援、道路施設の利用促進、まちづくり、清掃活動などを通じ
て、地域社会の福祉増進に寄与することを目的に設立された法人である。上記
法人は、目的達成のための事業として道路広報の支援、道路清掃や美化活動等
を掲げており、本取り組みの趣旨とも合致し、昨年度のイベントの企画運営に
も携わっているため、本イベントの内容を熟知している。また、行事運営をボ
ランティア（無償）で行うことができる唯一の法人である。以上から、上記法
人は本業務の目的を確実に履行できる唯一の法人（会計法第２９条の３第４項
並びに予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



件数
契約の相手方の商号又は名
称及び住所

公共工事の名称、場所、期間、
及び種別若しくは物品役務等の
名称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の
名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置 備考

11121
特定非営利活動法人四国の
道路サポータクラブ　理事
長　前川　雅一

「道の駅」実態調査（徳島・高
知）

北橋建治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成 17年10月27日 787,500

本業務の履行にあたっては、（１）利用者の提案等を客観的に整理分類できる
者であること。（２）本業務は利用者の利便性の向上を目的としており、一般
利用者の感覚的意見を収集できること（３）意見・提案の有益性を確保するた
めには、四国地域に広く生活基盤を有するもので構成される団体であって、四
国地域の道路の面的繋がり、当該地域及び地域間相互の歴史的・文化的背景や
地域経済基盤を理解している者であることが求められる。「特定非営利活動法
人　四国の道路サポータクラブ」は「経済や地域活動に欠かせない道路を利用
者の立場から啓発・清掃などを行うため、広報の支援、道路施設の利用促進に
関する事業を行い、地域社会の福祉増進に寄与すること」を目的として道路広
報の支援、道の駅の利用促進に関すること、まちづくり支援等の事業を行うた
め、平成１６年に設立された特定非営利活動法人である。当法人は、これま
で、四国「８８クリーンウォーク」等の行事で、企画・立案・意見募集を行う
業務に携わり、道路に関する意見の収集・分析等から得た多数のデータを蓄積
し、道路の利便性の向上を中立的・積極的に推進する実績とノウハウを有して
いる。当法人は、（１）上記業務等を通じて公共性の高い事業に関して一般利
用者からの意見を客観的に収集・分析する能力を有し、（２）「道の駅」の一
般利用者を会員とする「四国「道の駅」ユーザーズクラブ」の事務局を務めて
おり、定期的・継続的に利用者の意見や提案を受け入れる体制を有し、（３）
会員は四国の各地に居住しているため、四国の地域特性や地域連携を理解した
有益性の高い提案を得ることができる。以上から、上記法人は本業務の目的を
確実・的確に履行できる唯一の法人である。（会計法第２９条の３第４項、予
決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11122 日立キャピタル（株）
平成１７年度道路管理情報処理
機器賃貸借

横田耕治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成 17年04月01日 1,940,400
　複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以
降に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11123 日立キャピタル（株）
平成１７年度道路管理情報処理
機器賃貸借（その３）

横田耕治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成 17年04月01日 23,107,140
　複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以
降に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11124 日立キャピタル（株）
平成１７年度道路管理情報処理
機器賃貸借（その２）

横田耕治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成 17年04月01日 670,944
　複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以
降に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11125 日立キャピタル（株）
平成１７年度道路管理情報処理
機器賃貸借（その４）

横田耕治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成 17年08月25日 2,014,782
　複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以
降に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２３年
度より国庫債務負担行為を計上）

11126 日立キャピタル（株）
平成１７年度アプリケーション
サーバ賃貸借

横田耕治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成 17年04月01日 1,454,250
　複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以
降に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11127 日本電気（株）
平成１７年度道路占用許可シス
テム改良業務

横田耕治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成 17年08月22日 8,137,500

　現在稼働中の当該システムには、プログラムのみならず、データベース及び
ドキュメントについても著作権（財産権及び著作者人格権）が発生し、財産権
は国が所有しているが、著作者人格権は当該システムを開発した上記の業者が
所有している。
　本業務は、プログラムの変更及び追加並びに著作権法上のプログラム以外の
「一般の著作物」となるデータベースの構成変更及びドキュメントの加除を含
むため、著作権法第２０条同一性保持権により、上記の業者以外に当該業務を
行わせることができない。
　また、上記業者は、開発後のシステム改良も継続して行っており、システム
の目的・処理内容を熟知していることからも本業務を遂行できる唯一の業者で
ある。（会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度以降は公募
を実施予定）

11128 （株）日立製作所
平成１７年度道路情報システム
等改良業務委託

北橋建治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成 17年12月21日 52,920,000

平成９年度の本システムの開発以降、継続して本システムの改良業務を行って
おり、本プログラムのファイルの仕様、コード仕様、インターフェス及びデー
ターベース等の構成等プログラムの内容について熟知していることにより、本
業務の履行についての十分な知識・経験を有しており、技術・経験の十分な蓄
積が行われている。また、本システムの開発及び設計行った業者であるため、
本業務の履行に必要な本システムの著作者人格権（著作権法第２０条第１項：
同一性保持権）は上記業者が所有している。以上から、上記会社は本業務の目
的を確実に履行できる唯一の会社である。（会計法２９条の３第４項及び、国
の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令第１３条第１項第一
号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１９年
度以降は一般競争へ移行）

11129 日立キャピタル（株）
平成１７年度道路情報提供シス
テムＤＢサーバ賃貸借

横田耕治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成 17年04月01日 1,454,250

　複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以
降に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11130
日建設計・シーザーペリ設
計共同体

平成17年度高松合同Ａ棟（仮
称）実施設計業務委託

横田耕治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町4-26-32

平成17年5月20日 20,055,000

当初の設計業務はプロポーザル方式で特定した同社と随意契約している。本業
務は、特定した者の知的財産である技術提案を具体化するための一連の設計行
為の一部であるため、当初の設計業務を遂行した同社と随意契約するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４題３
号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）
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11131
日建設計・シーザーペリ設
計共同体

平成17年度高松合同Ａ棟（仮
称）設計その2業務委託

横田耕治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町4-26-32

平成17年5月20日 8,925,000

本件建築物の設計はプロポーザル方式で特定した同社と随意契約している。本
業務は、当該設計について、設計者以外に知り得ない情報である設計意図を工
事請負者等に伝達するものであるため、同社と随意契約するものである。（会
計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号） その他

その他（プロポーザル方式による継
続）

11132 （株）松田平田設計
平成17年度高松合同Ａ棟（仮
称）工事監理業務委託

横田耕治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町4-26-32

平成17年5月19日 32,550,000

当初の業務は、簡易公募型競争入札方式で落札した業者と契約している。本業
務は当初の業務と一連のものであり、当初から業務を遂行した際の知見が本業
務を遂行する上でも必要不可欠になるため、引き続き同社と随意契約するもの
である。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

11133 シンクアプローチ(株)
平成17年度代替地情報提供シス
テム保守業務

横田耕治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町4-26-32

平成17年4月1日 264,600

当該システムは、改正土地収用法に掲げられている代替地斡旋の起業者におけ
る努力義務に対応するため開発されたもので、多数の起業者等が参加し、四国
地区の用地取得を円滑に進めるうえで、重要な役割を担っているものである。
当該会社は、本システムの開発者であり、本システムに関して著作権法第２０
条（同一性保特権）の規定に基づく著作者の人格的利益を保護された権利を有
している唯一の業者である。さらに、当該システムの円滑な運用にあたって
は、システムの内容に精通し、システム環境の正常な運用を確保するための技
術と経験を有した者の保守が不可欠であり、特にソフトウエアの障害によりシ
ステムが停止したような場合は、当該システムのプログラムを熟知している当
該会社でなければ即時対応ができないものである。（会計法２９条の３第４
項、予決令１０２条の４第３項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）

11134 日本電気(株)
平成17年度土地価格等算定シス
テム改良業務

北橋建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町4-26-32

平成17年10月17日 57,015,000

本業務の履行にあたっては、土地価格等算定システムのシステム及びプログラ
ムの内容に関する知識と豊富な経験が必要である。当該業者は、本システムの
検討業務である「平成１５年度土地価格等算定システム改良分析業務」及び
「平成１５年度土地価格等算定システム改良分析業務（その２）」、並びに一
部改良を行った「平成１６年度土地価格等算定システム改良業務」を通じて、
本プログラムのファイル仕様、コード仕様、インターフェイス及びデータベー
ス等の構成等プログラムの内容について熟知しているとともに、本システムの
開発を行った業者であり、プログラムの著作者人格権の同一性保持権（著作権
法第２０条）を有している者である。以上から当該業者は、本業務の目的を確
実に履行できる唯一の業者である。（会計法第２９条の３第４項、国の物品等
又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令第１３条第１項第１号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）

11135 (株)四国電子計算センター
平成17年度用地調査等業務設計
書作成システム改良業務

北橋建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町4-26-32

平成18年2月6日 7,455,000

本業務の履行にあたっては、本システムのシステム構成及びプログラム内容に
ついて熟知し、改良を行う専門的な知識力や高度な技術力を有する必要があ
る。また、システムの一貫性を保持し、瑕疵対応等の責任の所在の明確化を必
要とすることから、システムの開発や改良の経緯等を熟知する必要がある。当
該業者は、本システムの開発を行った業者であり、本システムの開発・改良の
経緯を熟知し、プログラムの著作者人格権と同一性保持権（著作権法第２０
条）有している。また、本業務において必要となる専門的な知識や技術力を有
している。以上から、当該業者は本業務の目的を確実に履行できる唯一の業者
である。(会計法第２９条の３第４項並びに予決令第１０２条の４第３号)

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）

11136 東芝ソリューション(株)
平成17年度用地補償管理システ
ム変更業務

北橋建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町4-26-32

平成18年1月31日 832,650

本業務は、平成９年度に運用開始した「用地補償管理システム」に関し、現
在、本局で入力している新直轄事業デ－タを１８年度以降は各３事務所(大洲河
川国道事務所、中村河川国道事務所、土佐国道事務所）で入力予定のため、新
規に本システムを利用できるように新直轄事業対応の事務所追加（３事務所）
を行い、現在の本局の直轄事業デ－タを各３事務所にデ－タ移行するものであ
る。本業務の履行にあたっては、本システムのシステム構成及びプログラム内
容について熟知し、変更を行う専門的な知識力や高度な技術力を有する必要が
ある。当該業者は、本システムの開発を行った業者であり、本システムのシス
テム構成及びプログラム内容を熟知している。また、本業務に必要とする専門
的な知識や高度な技術力を有している。以上から、当該業者は本業務の目的を
確実に履行できる唯一の業者である。（会計法第２９条の３第４項並びに予決
令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）

11137 東芝ソリューション(株)
平成17年度用地補償管理システ
ム契約書条文変更等業務

北橋建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町4-26-32

平成18年1月31日 371,700

本業務は、平成９年度より運用開始した「用地補償管理システム」に関し、土
地売買に関する契約書（三者契約書、分割用）外３帳票の文言修正等を行う必
要が生じたため、帳票テンプレートの変更を行うものである。本業務の履行に
あたっては、本システ　ムのシステム構成及びプログラム内容について熟知
し、変更を行う専門的な知識力や高度な技術力を有する必要がある。当該　業
者は、本システムの開発を行った業者であり、本システムのシステム構成及び
プログラム内容を熟知している。また、本業務に必要とする専門的な知識や高
度な技術力を有している。以上から、当該業者は本業務の目的を確実に履行で
きる唯一の業者である。（会計法第２９条の３第４項並びに予決令第１０２条
の４第３号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）
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11138 第一法規(株)
平成17年度判例体系外１件情報
検索利用料

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成 17年04月1日 592,200

用地取得業務において関係する法令は、土地に関する法令はもとより物件部
門・営業補償部門等の補償関連法令、また借地借家関係法・所得税・消費税等
の関連法令、さらに 近は事業損失部門に関係する振動・騒音・水枯渇・地盤
変動・日陰・電波障害等の関係法令等々広範囲にわたっている。こういった広
範囲にわたる法令を各種の事例に対して的確に判断し応用していく上で、第一
法規出版（株）が行っている判例検索サービス「体系ＣＤ－ＲＯＭ」は、判例
と判例、法令と法令、また判例と法令が、それぞれリンク可能となっており関
係法令及び判例の検索を効率的かつ効果的に行うことができることから、用地
取得業務の適正かつ円滑な執行に資するものである。以上の理由により、本
サービスを提供している唯一の業者である。（会計法第２９条の３第４項及び
予算決算令及び会計令第１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11139 （株）鶴見製作所
平成１７年度　神宮入江川排水
機場定期整備工事

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年12月12日 24,780,000

ポンプ設備の性質上、本設備の当初設計・製作・据付業者に限られ、競争が存
在しないため。（会計法29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（Ｈ１８年度
より一般競争入札方式に移行）

11140 （株）日立製作所
平成１７年度　川島排水機場定
期整備工事

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年11月25日 25,252,500

ポンプ設備の性質上、本設備の当初設計・製作・据付業者に限られ、競争が存
在しないため。（会計法29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（Ｈ１８年度
より一般競争入札方式に移行）

11141
特定非営利活動法人　コモ
ンズ

平成１７年度北常三島町交差点
交通安全方策検討業務委託

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年08月23日 6,037,500

本業務で適用される合意形成手法「ＣＢ手法」は第三者機関により合意形成を
図るものであり、履行にあたっては中立的な立場で活動を行っている団体に委
託する必要がある。また、本業務の遂行には各種合意形成に関する十分な知見
と豊富な経験を有していることが不可欠である。当法人は新しい公共による豊
かな公共空間の実現を目指し、公共空間整備等における市民参加と合意形成の
支援に関する事業を行い、市民と行政のパートナーシップによるまちづくりを
通じて、社会全体の利益の増進に寄与することを目的に設立され、徳島県内に
おいて合意形成を目的とする特定非営利法人は当法人のみであり、専門性、中
立性の観点から本業務を遂行できる唯一の機関である。(会計法第29条の3第4
項、予決令第102条の4第3号)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11142 （社）土木学会
平成１７年度合意形成調整研究
業務委託

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 18年01月13日 4,515,000

本業務はＣＢ手法が合意形成手法として、四国管内の道路事業に適用できる
か、調整研究を行うものである。本法人四国支部は社会的合意形成の教育プロ
グラムを実施するための人材、仕組みを開発することを目的として「合意形成
技術の教育方法に関する研究会」を設立して調査研究を行っており、各種合意
形成手法に関して総合的かつ専門的知識を有する唯一の法人である。また、本
業務は手法の適用可能性について調整研究を行うものであり、客観性・公益性
を有する必要があり、本法人はその能力を有する唯一の法人である。(会計法第
29条の3第4項、予決令第102条の4第3号)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11143
四国建設コンサルタント
（株）

平成１７年度道路広報資料作成
業務委託

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年08月05日 16,800,000
プロポーザル方式により特定した次年度以降のため（会計法第29条の3第4項、
予決令第102条の4第3号） その他

その他（プロポーザル方式による継
続）

11144
大日本コンサルタント
（株）

平成１７年度徳島圏域道路業績
検討業務委託

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年08月04日 26,460,000
プロポーザル方式により特定した次年度以降のため（会計法第29条の3第4項、
予決令第102条の4第3号） その他

その他（プロポーザル方式による継
続）

11145 （株）建設技術研究所
平成１７年度　旧吉野川河川整
備基本方針（高水）検討業務委
託

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月26日 17,850,000

所定の成果を得るためには複数年にわたり継続して業務を実施する旨条件を付
し、過年度においてﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式により契約された業務に係る継続業務であ
り、過年度業務を履行した者に契約の相手方が特定される。（会計法第29条の3
第4項、予決令102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

11146 （株）建設技術研究所
平成１７年度旧吉野川河川整備
基本方針（河道計画）検討業務
委託

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月26日 42,630,000

所定の成果を得るためには複数年にわたり継続して業務を実施する旨条件を付
し、過年度においてﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式により契約された業務に係る継続業務であ
り、過年度業務を履行した者に契約の相手方が特定される。（会計法第29条の3
第4項、予決令102条の4第3号） その他

その他（プロポーザル方式による継
続）

11147
日本建設コンサルタント
（株）

平成１７年度　吉野川河川整備
基本方針（高水）検討業務委託

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月27日 61,425,000

所定の成果を得るためには複数年にわたり継続して業務を実施する旨条件を付
し、過年度においてﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式により契約された業務に係る継続業務であ
り、過年度業務を履行した者に契約の相手方が特定される。（会計法第29条の3
第4項、予決令102条の4第3号） その他

その他（プロポーザル方式による継
続）

11148
日本建設コンサルタント
（株）

平成１７年度　吉野川河川整備
基本方針（河道計画）検討業務
委託

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月27日 64,995,000

所定の成果を得るためには複数年にわたり継続して業務を実施する旨条件を付
し、過年度においてﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式により契約された業務に係る継続業務であ
り、過年度業務を履行した者に契約の相手方が特定される。（会計法第29条の3
第4項、予決令102条の4第3号） その他

その他（プロポーザル方式による継
続）

11149
日本建設コンサルタント
（株）

平成１７年度　吉野川河道内樹
木管理手法検討業務委託

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月27日 21,157,500

所定の成果を得るためには複数年にわたり継続して業務を実施する旨条件を付
し、過年度においてﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式により契約された業務に係る継続業務であ
り、過年度業務を履行した者に契約の相手方が特定される。（会計法第29条の3
第4項、予決令102条の4第3号） その他

その他（プロポーザル方式による継
続）
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11150 （株）建設技術研究所
平成１７年度　吉野川水系基本
方針（低水）検討業務委託

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月14日 19,740,000

本業務は、吉野川における流水の正常な機能を維持するために必要な流量（正
常流量）の検討を行い、吉野川河川整備基本方針及び河川整備計画の基礎資料
とするものである。株式会社建設技術研究所は、「平成１６年度　吉野川水系
基本方針（低水）検討業務委託」の実施に際し、２箇年プロポーザル方式によ
り特定し、初年度は、既存資料の収集整理行い、正常流量検討の手引き（案）
による検討、工事実施基本計画における課題及び対応策の検討、利水効果の検
証等を行った。今年度は、２箇年プロポーザルの 終年度として、低水管理方
式の検討、河川整備計画性つめい資料作成を行うものである。（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

11151 （株）建設環境研究所
平成１７年度　吉野川水系基本
方針（環境）検討業務委託

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月15日 10,815,000

本業務は、吉野川流域の特性、自然環境、社会環境及びそれらの歴史的な経緯
を把握し、河川環境の目指すべき方向の設定、治水・利水・環境面を総合的に
勘案した「河川環境の整備と保全の方策」等の検討を行い、吉野川河川整備基
本方針及び河川整備計画の基礎資料とするものである。株式会社建設環境研究
所は、「平成１６年度　吉野川水系基本方針（環境）検討業務委託」の実施に
際し、２箇年プロポーザル方式により特定し、初年度は、吉野川流域の特性、
自然環境、社会環境及びそれらの歴史的な経緯を把握し、河川環境の目指すべ
き方向の設定、河川環境の整備と保全の目標設定（基本方針）、河川環境の整
備と保全の方策の設定等を行った。今年度は、２箇年プロポーザルの 終年度
として、河川環境の整備と保全の目標設定（整備計画）、河川整備計画説明資
料の作成、河川環境モニタリング計画の作成を行うものである。（会計法第２
９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

11152
パシフィックコンサルタン
ツ（株）

平成１７年度　吉野川ＳＡの有
効活用に関する調査業務委託

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年10月31日 24,150,000

本業務の主となるスマートＩＣ社会実験において、ＩＣ整備に向け実験の運
営、各種調査、また、採算面、運用面、制度面においてさらなる課題抽出、対
策を実施するには、当初より継続して実験の実施経験を有する必要がある。(会
計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号) 見直しの余地があり

企画競争を実施（平成１８年度より企
画競争へ移行）

11153 応用地質（株）
平成１７年度　堤防質的整備検
討業務委託

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年05月09日 36,225,000
プロポーザル方式により特定した次年度以降のため（会計法第29条の3第4項、
予決令第102条の4第3号） その他

その他（プロポーザル方式による継
続）

11154 日本工営（株）
平成１７年度　第十堰周辺現状
調査業務委託

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年10月25日 9,607,500

所定の成果を得るためには複数年のわたり継続して業務を実施する旨条件を付
し、過年度においてﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式により契約された業務に係る継続業務であ
り、過年度業務を履行した者に契約の相手方が特定される。（会計法第29条の3
第4項、予決令102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

11155 （株）福山コンサルタント
平成１７年度道路管理調査調整
検討業務委託

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年07月27日 15,435,000
プロポーザル方式により特定した次年度以降のため（会計法第29条の3第4項、
予決令第102条の4第3号） その他

その他（プロポーザル方式による継
続）

11156
（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

平成１７年度交通安全事業整備
効果調査業務委託

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年05月16日 33,495,000
プロポーザル方式により特定した次年度以降のため（会計法第29条の3第4項、
予決令第102条の4第3号） その他

その他（プロポーザル方式による継
続）

11157
パシフィックコンサルタン
ツ（株）

平成１７年度道路特定事業計画
策定外調査業務委託

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年05月09日 22,365,000
プロポーザル方式により特定した次年度以降のため（会計法第29条の3第4項、
予決令第102条の4第3号） その他

その他（プロポーザル方式による継
続）

11158
（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

平成１７年度徳島幹線道路整備
検討業務委託

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年06月16日 92,400,000
プロポーザル方式により特定した次年度以降のため（会計法第29条の3第4項、
予決令第102条の4第3号） その他

その他（プロポーザル方式による継
続）

11159
パシフィックコンサルタン
ツ（株）

平成１７年度海部道路整備検討
業務委託

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年07月08日 18,585,000
プロポーザル方式により特定した次年度以降のため（会計法第29条の3第4項、
予決令第102条の4第3号） その他

その他（プロポーザル方式による継
続）

11160
四国建設コンサルタント
（株）

平成１７年度吉野川大橋詳細検
討業務委託

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年06月29日 4,725,000

過年度の成果と密接不可分な関係にある業務を実施するために必要な過去の経
緯・関連情報等に精通する唯一の業者である。（会計法第29条の3第4項、予決
令第102条の4第3号） 問題があるもの

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11161 （社）徳島新聞社 広報情報新聞掲載（単価契約）
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年07月20日 10,710,000

広報活動の一環として、事務所の広報情報を伝えるため新聞広告を行う。新聞
広報の掲載に当たっては、徳島県内において大多数の販売部数を誇る「徳島新
聞」に掲載することが も有効かつ効果的である。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

単価契約
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11162
特定非営利活動法人　高知
ＮＰＯ

ペレットストーブ賃貸借
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年11月14日 367,500

吉野川の水源であり、四国の水瓶として重要な役割を担う早明浦ダムのある嶺
北地域は、山間地の生活環境の厳しさに加え、主要産業である林業の衰退など
によって、過疎化に拍車がかかっている。更に、放置人工林が増加しており、
森林土壌の流出によるダム貯水池の濁水などが深刻な問題となっている。ここ
に、吉野川を介して上下流の文化経済交流及び、水源地域への持続可能な支援
策として、間伐材を燃料とするペレットストーブを徳島河川国道事務所に設置
し、間伐材の有効利用をＰＲするものである。本件の実施にあたっては、ペ
レットストーブのレンタル業務や、熱源であるペレットの安定供給、ペレット
ストーブ本体のメンテナンス作業をはじめとする、構造、取り扱いを熟知して
いることが不可欠の他、上記目的の認識も必要不可欠である。高知ＮＰＯは、
高知県内を中心とする「住民主体」の社会を構築することを目的に、平成１１
年１１月に設立された特定非営利活動法人である。同法人は、参加と連携によ
る地域作りのモデル的実践のために「嶺北５ヶ町村連携事業」や市民自らが浦
戸湾の将来像を考える「浦戸湾みらい会議」を行うなど、行政と住民のパイプ
約を担う様々な活動を行っている。以上から、上記法人は、これら全ての条件
を満足し、本作業の目的を確実に履行できる唯一の法人であり、随意契約を行
うものである。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３
号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11163 （株）栄青写真社 シンポジウムパンフレット作成
石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年06月06日 924,000
少額なことによる随意契約（会計法第29条の3第5項、予決令第99条第七号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11164 （株）栄青写真社 徳島環状道路パンフレット
石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年06月29日 940,380
少額なことによる随意契約（会計法第29条の3第5項、予決令第99条第七号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11165 （株）栄青写真社
子供版パンフレット・パネル製
作

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年07月06日 880,110
少額なことによる随意契約（会計法第29条の3第5項、予決令第99条第七号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11166 （株）栄青写真社
日和佐国道出張所ホームページ
作成

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年10月07日 904,050
少額なことによる随意契約（会計法第29条の3第5項、予決令第99条第七号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11167 （株）栄青写真社
日和佐国道出張所ホームページ
更新データ作成

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年11月30日 325,500
少額なことによる随意契約（会計法第29条の3第5項、予決令第99条第七号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11168
（社）徳島県環境技術セン
ター

浄化槽法定検査（道の駅「宍喰
温泉」）

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年05月02日 12,000
唯一の検査機関である（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11169
日和佐テレビ共同受信組合
組合長

日和佐テレビ共同受信組合　組
合料（日和佐国道出張所）

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 3,600
唯一の受信組合である（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11170
（株）エコー建設コンサル
タント

申請図修正作業
石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 18年03月02日 745,500
少額なことによる随意契約（会計法第29条の3第5項、予決令第99条第七号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11171
（株）エコー建設コンサル
タント

申請書類整理作業
石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 18年03月14日 514,500
少額なことによる随意契約（会計法第29条の3第5項、予決令第99条第七号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11172 （株）北辰測量設計 阿南道路登記簿調査作業
石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 18年02月28日 598,500
少額なことによる随意契約（会計法第29条の3第5項、予決令第99条第七号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11173 （株）北辰測量設計 阿南道路地図転写作業
石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 18年03月08日 861,000
少額なことによる随意契約（会計法第29条の3第5項、予決令第99条第七号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11174 （株）北辰測量設計 公図連続図作成作業
石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 18年03月13日 840,000
少額なことによる随意契約（会計法第29条の3第5項、予決令第99条第七号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11175 西日本電信電話（株） 管理用通信線添架料金
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 236,319
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11176 四国電力（株） 管理用通信線共架料金
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 337,128
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11177 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　徳島河川国道事
務所ネットワーク機器賃貸借

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 3,255,840

平成16年7月1日より事務所と各出張所間に光ﾌｧｲﾊﾞｰとﾏｲｸﾛの2回線によるﾈｯﾄﾜｰｸ
ｼｽﾃﾑを構築するため、光系及びﾏｲｸﾛ系ﾈｯﾄﾜｰｸ機器を賃貸借契約するものであ
り、平成17年度も引き続き契約する。（会計法第29条の3第4号並びに予決令第
102条の4第3号） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成23年度
以降において国庫債務負担行為を計
上）

11178 （株）オプトピア
平成１７年度　ＧＩＳ関連機器
賃貸借（その２）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 506,520

本契約は、河川ＧＩＳを利用するためのパソコンを賃貸借するものである。本
パソコンは、一般競争入札により平成16年5月1日から3年拘束リースで導入して
おり、平成17年度も継続して聴機器の賃貸借をする必要がある。（会計法第29
条の3第4号並びに予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計
上）

11179 （株）金剛
平成１７年度　小規模電子計算
機賃貸借（その５）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 80,325

本契約は、建設ＣＡＬＳ用（出張所）のパソコンを賃貸借するものである。本
パソコンは、一般競争入札により平成16年9月1日から3年拘束リースで導入して
おり、平成17年度も継続して機器の賃貸借をする必要がある。（会計法第29条
の3第4号並びに予決令第102条の4第3号）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計
上）
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11180 リコーリース（株）
平成１７年度　水文水質データ
ベースサーバ賃貸借

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 45,228

本件は、水文水質データベースにおける徳島河川国道事務所用サーバを賃貸借
契約するものである。本サーバは、一般競争入札により平成13年11月28日に3年
拘束リースで契約を行い、平成16年11月27日にリース期間が満了したため、平
成16年11月28日に再リース契約を行っていたが、平成17年3月31日で再リースの
期間が満了する。本サーバは平成18年度に全面改正され四国地方整備局で一括
管理に変更される見込みで平成17年度に機器の更新を行った場合約1年間の短縮
契約となり費用的に不経済となる。また、現在使用している機器については、
性能的にも今後使用していく上で問題もなく費用的にも経済的であることか
ら、平成17年度についても継続して機器の賃貸借をする。（会計法第29条の3第
4項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計
上）

11181
ＮＥＣリース（株）四国支
店

平成１７年度　ファイルサー
バ・プリンタサーバ賃貸借

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 5,026,140
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

11182 （株）栄青写真社 シンポジウム会場設営
石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年06月23日 714,000
少額なことによる随意契約（会計法第29条の3第5項、予決令第99条第七号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11183 （株）金剛
平成１７年度工事完成図書シス
テム用パソコン賃貸借

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 478,800
　複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以
降に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11184 （株）オプトピア
平成１７年度情報処理機器賃貸
借（その４）

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 94,080
　複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以
降に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11185 （株）金剛
平成１７年度情報処理機器賃貸
借（その１）

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 177,450
　複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以
降に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11186 森本清掃
平成１７年度プローブデータ情
報システム用パソコン賃貸借

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 63,000
　複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以
降に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11187 （株）フタバ
平成１７年度　大型図面用カ
ラープリンター賃貸借

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 186,375
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

11188 （株）フタバ
平成１７年度　小規模電子計算
機賃貸借（その４）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 138,915
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

11189 （株）金剛
平成１７年度　大型図面複写機
賃貸借

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年05月19日 1,841,316
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

単価契約

11190
ＮＥＣリース（株）四国支
店

平成１７年度　徳島河川国道事
務所ルータ装置賃貸借

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 2,692,620
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

11191 郡リース（株）大阪支店
平成１７年度阿南建設監督官詰
所賃貸借

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 4,422,600
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11192
コマツハウス（株）岡山支
店

Ｈ１７年度建物借料（日和佐建
設監督官）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 5,328,000
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11193
大和工商リース（株）高松
支店

Ｈ１７年度建物借料（徳島建設
監督官）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 2,793,420
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11194 （株）栄青写真社 Ｈ１７年度建物賃借料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 3,360,000
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11195 非公表 土地借上料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 346,776
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

11196 非公表 土地借上料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 1,642,584
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

11197 非公表 土地借上料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 5,323,716
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

11198 非公表
平成１７年度土地借料（阿南・
日和佐建設監督官）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 3,084,000
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

11199 非公表
平成１７年度土地借料（徳島建
設監督官）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 2,424,000
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

11200
エヌ・ティ・ティ・リース
（株）

平成１７年度道路巡回システム
関連機器賃貸借（その２）

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 2,766,624
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11201 日立キャピタル（株）
平成１７年度ＭＩＣＨＩシステ
ム関連機器賃貸借

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 685,560
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11202 日立キャピタル（株）
平成１７年度道路情報関連機器
賃貸借

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 18,496,800
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11203 日立キャピタル（株）
平成１７年度図面管理システム
関連機器賃貸借

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 13,860,000
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）
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11204 （株）フタバ
平成１７年度道路防災パソコン
賃貸借（その２）

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 93,450
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11205 （株）フタバ
平成１７年度道路管理情報処理
機器賃貸借

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 379,485
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11206 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度道路巡回システム
関連機器賃貸借

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 883,659
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11207 （株）オプトピア
平成１７年度道路防災パソコン
賃貸借（その３）

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 1,273,860
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11208 （株）オプトピア
平成１７年度情報処理機器賃貸
借（その２）

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 658,665
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11209 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度数値情報化図面管
理サーバ賃貸借

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 2,455,740
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11210 西日本電信電話（株） 管理用通信線添架料金
石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 236,319
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11211
エヌティティアセットプラ
ンニング四国（株）

土地借料
石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 94,138
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11212 四国電力（株） 管理用通信線共架料金
石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 165,610
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11213 四国電力（株） 管理用通信線共架料金
石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 337,128
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11214 非公表 土地借料
石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 1,440
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

11215 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度徳島河川国道事務
所ネットワーク機器賃貸借

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 3,255,840
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２３年
度以降は委託等を行わない）

11216 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度ＧＩＳ関連機器賃
貸借

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 1,108,800
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度以降は委託等を行わない）

11217 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度ファイルサーバ・
プリンタサーバ賃貸借

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 5,026,140
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度以降は委託等を行わない）

11218 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度小規模電子計算機
賃貸借（その３）

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 293,370
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11219 （株）フタバ
平成１７年度大型図面用カラー
プリンター賃貸借

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 186,375
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11220 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度小規模電子計算機
賃貸借（その１）

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 7,805,700
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11221 （株）フタバ
平成１７年度小規模電子計算機
賃貸借（その４）

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 138,915
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11222 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度小規模電子計算機
賃貸借（その２）

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 3,396,960
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度以降は委託等を行わない）

11223 （株）オプトピア
平成１７年度小規模電子計算機
賃貸借（その６）

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 226,800
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度以降は委託等を行わない）

11224 （株）金剛
平成１７年度小規模電子計算機
賃貸借（その５）

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 80,325
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度以降は委託等を行わない）

11225 （株）金剛
平成１７年度大型図面複写機賃
貸借

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年05月19日 1,841,316
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度以降は委託等を行わない）

単価契約

11226 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度徳島河川国道事務
所ルータ装置賃貸借

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 2,692,620
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度以降は委託等を行わない）

11227 美馬市長 土地借料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 15,000
契約の目的が競争を許さないため（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０
２条の４第３項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11228
ＮＴＴコミュニケーション
ズ（株）

回線専用料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 7,728,756
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11229 四国リコー（株） 平成１７年度電子複写機保守
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 126,867
既購入の電子複写機保守契約について、当該製品の専属的な取扱店であるため
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）

単価契約

11230 富士ゼロックス四国（株）
平成１７年度電子複写機賃貸借
及び保守（その４）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 5,824,722
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

11231 富士ゼロックス四国（株）
平成１７年度電子複写機賃貸借
及び保守（その６）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 979,340
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約
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11232 四国リコー（株）
平成１７年度総務課外電子複写
機賃貸借及び保守

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 9,637,978
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

11233 四国リコー（株）
平成１７年度電子複写機賃貸借
及び保守

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 307,169
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

11234 富士ゼロックス（株）
平成１７年度電子複写機賃貸借
及び保守（その５）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 99,396
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

単価契約

11235 （株）金剛
平成１７年度電子複写機賃貸借
及び保守（その２）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 310,824
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

11236
キャノンシステムアンドサ
ポート（株）

平成１７年度電子複写機賃貸借
及び保守（その３）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 3,155,092
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

11237 港産業（株）
徳島国道出張所外空調設備保守
点検

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年05月13日 834,119
少額なことによる随意契約（会計法第29条の3第5項、予決令第99条第七号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

11238 港産業（株）
徳島河川国道事務所冷暖房装置
保守点検

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年05月16日 371,700
少額なことによる随意契約（会計法第29条の3第5項、予決令第99条第七号）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

11239
石井町小規模シルバー人材
センター

平成１７年度　石井河川防災ス
テーション管理作業

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 781,207

作業の実施に当たり、以下のような地域の課題及び国としての施策を考慮した
結果、石井町小規模シルバー人材センターと随意契約するものである。（１）
高齢化が急速に進展する中で、高齢者がその豊かな知識・経験を活かし健康を
保持し、生きがいを持ち、地域社会に貢献することが重要な課題となってい
る。（２）国においても、「高年齢者の雇用の安定等に関する法律」（昭和４
６年法律第６８号）に基づき、高年齢者のための総合的な雇用対策を推進して
いる。石井町小規模シルバー人材センターは、上記法律に基づき高齢者の福祉
の増進に資する事を目的として設置された石井町で唯一の法人である。（会計
法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度以降公募を
実施）

11240 （株）日立ビルシステム
平成１７年度　エレベーター保
守

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 2,060,100
本エレベーターの機械機構等を熟知している（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成２０年度より公募を
実施）

11241 （株）オプトピア
平成１７年度インターネット
サーバ保守

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 977,025

事務所の保有するサーバは下記業者の製品であり、ファイアーウォール・ルー
タについても、サーバ納入時にシステムとして納入した業者であるので、機器
の仕様・機器の構成・ソフトウェア等には熟知しており、納入当初よりファイ
アーウォールの保守ライセンス契約・ドメイン管理の手続きも行っているの
で、豊富な知識もあり信頼も高く実績もある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11242 セコム（株）
とくとくターミナルバス待合室
警備

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 693,000
防犯上必要とされる機能のうち、画像変化により異常を感知する「画像セン
サー」を導入している唯一の業者であるため（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11243 徳島都市開発（株）
平成１７年度徳島地区横断歩道
橋昇降施設管理業務委託

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 4,725,000
公物管理の重要性と役割を十分理解し、管理実績が豊富で緊急時も迅速に対応
できるため(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号) 見直しの余地があり

公募を実施（平成２０年度より公募を
実施）

11244 （株）ヤマイチテクノ
発注者業務支援システム（ＣＳ
―ＧＶ）保守

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 252,000

株式会社ヤマイチテクノにおいては、本ソフトの作成会社であり、また、本ソ
フトの販売、保守は直接行っているため、代理店が存在しないことから、保守
を受けられる唯一の業者である。（会計法第29条の3第4号並びに予決令第102条
の4第3号）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より公募を
実施）

11245 （株）建通新聞社 防災事業広報情報新聞掲載
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年11月11日 378,000

新聞広告の掲載にあたっては、全国において建設専門誌の大多数の販売部数を
誇る株式会社建通新聞社発行の「建通新聞」に掲載することが も有効かつ効
果的であるため。（会計法第29条の3第4項及び予算令第102条の4第3号） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11246 西日本電信電話（株） 電話料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 11,972,780
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11247
ＮＴＴコミュニケーション
ズ（株）

インターネット接続料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 854,614
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11248
ＮＴＴコミュニケーション
ズ（株）

電話料（０８８３）２２ー１２
５１外

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 2,144,097
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11249 （株）ウィルコム インターネット接続料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 283,627
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11250
（株）エヌ・ティ・ティ・
ドコモ四国

電話料（クイックキャスト）
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 25,200
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11251
（株）エヌ・ティ・ティ・
ドコモ四国

携帯電話料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 6,781,589
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11252 ケ－ブルテレビ徳島（株） ケーブルテレビ基本利用料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 131,670
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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11253 （株）エスティネット インターネット接続料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 1,311,324
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11254 ＫＤＤＩ（株） インターネット接続料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 25,020
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11255 （株）建通新聞社 防災事業広報情報新聞掲載
石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年11月11日 378,000

新聞広告の掲載にあたっては、全国において建設専門誌の大多数の販売部数を
誇る株式会社建通新聞社発行の「建通新聞」に掲載することが も有効かつ効
果的であるため。（会計法第29条の3第4項及び予算令第102条の4第3号） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11256 沖電気工業（株）
平成１７年度プローブデータ情
報提供作業

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 8,024,940

本作業の主たる目的であるプローブデータの取得において、当企業はＡＳＰ
サービスを展開し、任意地点でのデータ取得を可能とするサービスを提供する
唯一の企業である。(会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号) その他 随意契約によらざるを得ないもの

11257 （社）徳島新聞社
「地域活性化応援企画」広報作
業

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年11月01日 1,608,600

本作業は地元出身者で在京で活躍する経済人のトップの方に、地域再生と社会
資本整備について語っていただき、その内容を編集、記事にするものである。
当法人は、県内一の販売部数を誇り、県内各地に販売所を持ち、 も効果的か
つ効率的に広報できる唯一の法人である。(会計法第29条の3第4項、予決令第
102条の4第3号)

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11258 日本郵政公社 後納郵便料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 1,707,130
法令等により契約の相手方が特定されるため（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11259 四国電力（株） 電気料金
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 169,492,576
長期継続による（会計法第２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11260 四国ガス（株） ガス代
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 3,471,094
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11261 美馬市水道事業管理者 水道料（城ノ谷排水機場外）
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 74,736
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11262
つるぎ町水道事業　つるぎ
町長

水道料（吉野川貞光出張所）
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 59,010
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11263 西日本電信電話（株） 回線専用料
石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年05月17日 697,032
会計法29条の12,予決令第102条の2によるため

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11264 佐藤機械（株） 徳島局地震計修繕
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年08月03日 394,800
機器の修繕を行うためには、設計に関する情報が必要である。（会計法第２９
条の３第４号） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11265 南四国不動産鑑定（株）
上板町宿舎土地不動産鑑定（そ
の３）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 18年01月12日 164,850

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の鑑定依頼地において多くの業務受託実績を有しており、また、固定資
産税評価等において鑑定依頼地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託している
ことから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11266 （株）大和経済鑑定所 上板町宿舎土地不動産鑑定
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年11月14日 164,850

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の鑑定依頼地において多くの業務受託実績を有しており、また、固定資
産税評価等において鑑定依頼地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託している
ことから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11267
（有）阿部不動産鑑定事務
所

上板町宿舎土地不動産鑑定（そ
の２）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年12月05日 164,850

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の鑑定依頼地において多くの業務受託実績を有しており、また、固定資
産税評価等において鑑定依頼地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託している
ことから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11268 （株）東芝 道路情報装置改造
石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年06月07日 649,950
機器の改造を行うためには、設計に関する情報が必要である。（会計法第２９
条の３第４号） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11269 佐藤機械（株） 日和佐国道出張所地震計修繕
石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年05月19日 148,050
機器の修繕を行うためには、設計に関する情報が必要である。（会計法第２９
条の３第４号） その他 随意契約によらざるを得ないもの
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11270 （株）日立製作所 山城町　ビーコン修繕
石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島県徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年06月10日 499,800
機器の修繕を行うためには、設計に関する情報が必要である。（会計法第２９
条の３第４号） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11271 （株）ぎょうせい
追録代（行政不服審査事務提要
外）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 3,595,275
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11272 新日本法規出版（株） 追録代（不動産登記総覧外）
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 2,336,828
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11273 第一法規（株） 追録代（現行法規総覧外）
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 599,020
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11274 （株）大成出版社
追録代（国土法関係質疑応答集
外）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 71,143
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11275 東京法令出版（株） 追録（道路管理必携外）
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 912,820
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11276 （株）伸法社
追録代（人事院規則及関係法規
第）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 38,225
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11277 （財）電気通信振興会 追録代（電波法令集第）
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 13,385
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11278 徳島県石油事業協同組合 ガソリン外
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 3,633,659
事業協同組合からの購入のため（会計法第２９条の３第５項、予決令第９９条
第十八号） その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11279 徳島県石油事業協同組合 ガソリン外（その２）
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年11月21日 1,388,680
事業協同組合からの購入のため（会計法第２９条の３第５項、予決令第９９条
第十八号） その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11280 日本加除出版（株） 追録代（日本行政区画便覧外）
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 141,976
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11281 西日本電信電話（株） 吉野川映像配信機器設置
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 18年01月19日 603,750

本作業は、防災活動の一環として四国放送に対し吉野川水系のＣＣＴＶカメラ
画像の配信を行い、災害時の状況を広く一般に伝えることにより、防災活動を
円滑かつ正確に行うことを目的として行うものである。配信機器の設置にあ
たっては、災害時の配信を目的としており、災害に強い通信網を確保する必要
があり、西日本電信電話株式会社と契約することが も有効かつ効果的である
ため。（会計法29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11282 （株）中央ジオマチックス 河川管内図データ修正作業
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年08月29日 2,327,745

本作業は、徳島河川国道事務所の河川管内図の修正・追加作業を行うものであ
り、平成13年度に作成した河川管内図を基にデータの修正・追加を図るもので
ある。今回作成する河川管内図については、既存の河川管内図とﾚｲｱｳﾄの統一性
を図ることとしており、その修正・追加作業を行うにあたり著作権法第20条を
確保するには、前回河川管内図を作成し原版を所有している当業者以外に当該
作業を行わせることができない。（会計法29条の3第4項及び予決令102条の4第3
号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11283
（社）徳島県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会

平成１７年度　登記業務委託
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年09月21日 3,607,157

本業務の実施には、不動産の表示に関する登記の専門的知識と土地家屋調査士
法に基づく土地家屋調査士の資格及び広域的な範囲で同時・多量の業務を実施
できる能力が必要である。当協会は、土地家屋調査士法第63条第1項に基づき、
官公署等による不動産の表示に関する登記嘱託又は申請の適性かつ迅速な実施
に寄与することを目的に設立された法人であり、不動産表示登記に関する専門
的知識や技能、豊富な経験を有し、かつ現地の状況等に精通した土地家屋調査
士を確保しており、公共嘱託表示登記の専門機関として県内唯一の法人である
ため、当協会以外に本業務を実施できる能力を有する団体は存しない。（会計
法第29条の3第4項予決令第102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11284 （社）徳島新聞社
阿南道路事前説明会開催に関す
る新聞広告の掲載

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 18年02月13日 226,800

土地収用法による事前説明会の広告であり、地方新聞であること及びシェア率
が高い当該会社と契約することが必要であるため、契約の性質が競争を許さな
いため。（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11285 （株）近藤不動産鑑定所 不動産等価格調査報酬料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年10月17日 303,450

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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11286
西部不動産鑑定所　代表者
藤本　誠司

不動産等価格調査報酬料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年06月27日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11287
西部不動産鑑定所　代表者
藤本　誠司

不動産等価格調査報酬料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年06月27日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11288
西部不動産鑑定所　代表者
藤本　誠司

不動産等価格調査報酬料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年06月27日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11289
西部不動産鑑定所　代表者
藤本　誠司

不動産等価格調査報酬料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年08月10日 303,450

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11290
西部不動産鑑定所　代表者
藤本　誠司

不動産等価格調査報酬料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年08月26日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11291
西部不動産鑑定所　代表者
藤本　誠司

不動産等価格調査報酬料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年10月07日 823,200

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11292
西部不動産鑑定所　代表者
藤本　誠司

不動産等価格調査報酬料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年12月20日 210,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11293
西部不動産鑑定所　代表者
藤本　誠司

不動産等価格調査報酬料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 18年01月04日 632,100

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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11294
西部不動産鑑定所　代表者
藤本　誠司

不動産等価格調査報酬料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 18年01月04日 240,450

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11295 南四国不動産鑑定（株） 不動産等価格調査報酬料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年08月10日 910,350

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11296 南四国不動産鑑定（株） 不動産等価格調査報酬料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年08月10日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11297 南四国不動産鑑定（株） 不動産等価格調査報酬料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 18年03月01日 303,450

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11298 （株）大和経済鑑定所 不動産等価格調査報酬料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年05月24日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11299 （株）大和経済鑑定所 不動産等価格調査報酬料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 18年01月11日 368,550

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11300
（有）村上不動産鑑定士事
務所

不動産等価格調査報酬料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年08月10日 468,300

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11301
（有）村上不動産鑑定士事
務所

不動産等価格調査報酬料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 18年03月01日 303,450

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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11302
（有）村上不動産鑑定士事
務所

不動産等価格調査報酬料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 18年03月01日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11303
（有）阿部不動産鑑定事務
所

不動産等価格調査報酬料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年12月01日 430,500

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11304
（有）富永不動産鑑定事務
所

不動産等価格調査報酬料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年08月10日 303,450

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11305 （株）近藤不動産鑑定所 不動産等価格調査報酬料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年05月23日 168,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11306 （株）近藤不動産鑑定所 不動産等価格調査報酬料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年05月23日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11307 南四国不動産鑑定（株） 不動産等価格調査報酬料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年06月17日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11308 （株）大和経済鑑定所 不動産等価格調査報酬料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年06月10日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11309 （株）大和経済鑑定所 不動産等価格調査報酬料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年06月17日 84,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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11310 （株）山岡不動産研究所 不動産等価格調査報酬料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 18年02月08日 2,209,200

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11311
（有）阿部不動産鑑定事務
所

不動産等価格調査報酬料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年08月19日 210,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11312
（有）阿部不動産鑑定事務
所

不動産等価格調査報酬料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年08月19日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11313
（有）阿部不動産鑑定事務
所

不動産等価格調査報酬料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年08月19日 84,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11314
（有）阿部不動産鑑定事務
所

不動産等価格調査報酬料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年08月19日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11315
（有）阿部不動産鑑定事務
所

不動産等価格調査報酬料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年08月19日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11316
（有）阿部不動産鑑定事務
所

不動産等価格調査報酬料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年08月19日 84,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11317
（有）阿部不動産鑑定事務
所

不動産等価格調査報酬料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年08月19日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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11318
（有）阿部不動産鑑定事務
所

不動産等価格調査報酬料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 18年02月10日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11319
（有）阿部不動産鑑定事務
所

不動産等価格調査報酬料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 18年02月13日 126,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11320
（有）阿部不動産鑑定事務
所

不動産等価格調査報酬料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 18年03月08日 1,995,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11321
（有）阿部不動産鑑定事務
所

不動産等に関する調査報酬料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 18年03月08日 294,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11322 鳴門市 土地借料
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 22,500
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11323 非公表 事業用地借地等　計160件
石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月01日 44,376,346
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

11324 新日本法規出版（株）
追録　管工事施工管理関係法規
集外　計１６件

大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成17年4月1日 824,818
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11325 第一法規（株）
追録　防災実務ハンドブック
計１１件

大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成17年4月1日 96,180
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11326 （株）大成出版社
追録　水利権実務ハンドブック
計９件

大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成17年4月1日 70,992
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11327 （株）近藤不動産鑑定所 不動産等価格調査報酬料
大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成 17年07月12日 328,650

中央用対連通知により公共事業に係る不動産鑑定報酬基準が定められているこ
と及び不動産の鑑定評価に関する法律第２条第３項に規定する不動産鑑定業者
で評価の公正を妨げる事情がなく実績からみて適当と認められ、専門的知識及
び資格を有し、公平・中立的な業務執行の必要性から契約の性質が競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11328 ㈱オプトピア
平成17年度
水文水質データベース関連機器
賃貸借

大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成17年4月1日 580,948
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度以降国庫債務負担行為を計上）

11329 ＮＥＣリース㈱
平成17年度
電子計算機関連賃貸借

大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成17年4月1日 6,949,966
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度以降国庫債務負担行為を計上）

11330 東芝ファイナンス㈱
平成17年度
電子計算機関連賃貸借（その
２）

大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成17年4月1日 1,538,040
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度以降国庫債務負担行為を計上）

11331 （株）金剛
平成１７年度　電子複写機賃貸
借及び保守

大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成17年4月1日 6,733,790
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

11332 非公表 宿舎賃貸借料
大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成 17年04月01日 975,000
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

11333 非公表 庁舎敷地賃貸借料
大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成 17年04月01日 199,048
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

11334 非公表 庁舎敷地賃貸借料
大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成 17年04月01日 199,048
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報
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11335 非公表 宿舎敷地賃貸借料
大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成 17年04月01日 730,848
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

11336 非公表 庁舎敷地賃貸借料
大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成 17年04月01日 199,048
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

11337 非公表 庁舎敷地賃貸借料
大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成 17年04月01日 683,000
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

11338 非公表 反射板用地賃貸借料
大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成 17年04月01日 31,320
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

11339 非公表 宿舎賃貸借料
大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成 17年04月01日 720,000
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

11340 非公表 宿舎賃貸借料
大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成 17年04月01日 963,000
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

11341 非公表 駐車場賃貸借料
大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成 17年04月01日 720,000
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

11342 非公表 宿舎敷地賃貸借料
大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成 17年04月01日 1,386,516
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

11343 非公表 宿舎敷地賃貸借料
大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成 17年04月01日 5,393,736
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

11344 非公表 宿舎賃貸借料
大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成 17年04月01日 1,572,000
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

11345 日本郵政公社 後納郵便料
大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成17年4月1日 541,730
法令等により契約の相手方が特定されるため（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11346 西日本電信電話（株） 電話料　計３９件
大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成17年4月1日 6,294,418
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11347
ＮＴＴコミュニケーション
ズ（株）

電話料　計１２件
大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成17年4月1日 98,892
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11348 （株）ウィルコム 電話料　計１２件
大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成17年4月1日 194,610
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11349
（株）エヌ・ティ・ティ・
ドコモ四国

電話料　計１２件
大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成17年4月1日 2,218,050
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11350 四国電力（株） 電気料　計１４件
大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成17年4月1日 9,029,039
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11351 ＫＤＤＩ（株） 電話料　計１２件
大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成17年4月1日 412,761
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11352 （株）近藤不動産鑑定所 不動産等に関する調査報酬料
大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成 18年02月03日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11353 （株）ぎょうせい
追録　現行日本法規外　計１８
件

大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成17年4月1日 413,230
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11354 日本加除出版（株）
追録　現行登記総覧　不動産登
記の書式と解説　計４件

大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成17年4月1日 19,992
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11355 内外出版（株） 追録　防災総覧
大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成17年4月1日 10,500
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11356 （財）電気通信振興会 追録　電波法令集
大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成17年4月1日 5,470
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの
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11357
特定非営利活動法人高知Ｎ
ＰＯ

ペレットストーブ賃貸借
大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成17年11月24日 367,500

那賀川流域において、主要産業である林業の衰退などによって、過疎化に拍車
がかかっている。更に、間伐などが十分に行われない等の放置人工林が増加し
ており、森林土壌の流出による保水力の低下などが深刻な問題となっている。
ここに、間伐材を燃料とするペレットストーブを那賀川河川事務所に設置し、
水源地域への持続可能な支援策の一つである間伐材の有効活用をＰＲするもの
である。本件の実施にあたっては、ペレットストーブの構造、取り扱いを熟知
していることが不可欠の他、上記の目的に関する認識も必要不可欠である。高
知ＮＰＯは、高知県内を中心とする、「住民主体」の社会を構築することを目
的に、平成１１年１月に設立された特定非営利活動法人である。同法人は、本
件の実施に際し、間伐材を燃料とするペレットストーブのレンタルを行ってい
る唯一の法人である。(会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第
３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11358 （株）近藤不動産鑑定所 不動産等に関する調査報酬料
大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

H17.6.23 672,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11359 （株）大和経済鑑定所 不動産等に関する調査報酬料
大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

H17.6.23 210,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11360
（社）徳島県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会

平成１７年度　登記業務委託単
価契約

大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

H17.4.22 1,604,274

本業務の実施には、不動産の表示に関する登記の専門的知識と土地家屋調査士
法に基づく土地家屋調査士の資格及び広域的な範囲で同時・多量の業務を実施
できる能力が必要である。当協会は、土地家屋調査士法第63条第1項に基づき、
官公署等による不動産の表示に関する登記嘱託又は申請の適性かつ迅速な実施
に寄与することを目的に設立された法人であり、不動産表示登記に関する専門
的知識や技能、豊富な経験を有し、かつ現地の状況等に精通した土地家屋調査
士を確保しており、公共嘱託表示登記の専門機関として県内唯一の法人である
ため、当協会以外に本業務を実施できる能力を有する団体は存しない。（会計
法第29条の3第4項予決令第102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11361
復建調査設計（株） 平成１７年度　ＧＰＳ地すべり

観測高度化検討業務委託
長井　隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井
川町西井川６８－１

平成 17年04月26日 4,515,000 過年度においてプロポーザル方式により契約された業務に係る継続業務である
ことによる随意契約（会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

11362
（株）エイトコンサルタン
ト

平成１７年度　吉野川流域砂防
施設効果検討業務委託

長井　隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井
川町西井川６８－１

平成 17年08月04日 18,690,000 過年度においてプロポーザル方式により契約された業務に係る継続業務である
ことによる随意契約（会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

11363 国際航業（株）
平成１７年度　土砂災害警戒避
難基準検討業務委託

長井　隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井
川町西井川６８－１

平成 17年05月31日 8,190,000 過年度においてプロポーザル方式により契約された業務に係る継続業務である
ことによる随意契約（会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

11364 （社）徳島新聞社
「防災・減災対策」に関する広
報作業

長井　隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井
川町西井川６８－１

平成 17年06月28日 997,500

徳島新聞社は、徳島県内の朝刊発行部数約２６万部でシェア８７％と極めて高
く、地方紙で抜きんでて高い数字となっている。また、本フォーラムの主催者
であり、フォローアップ記事の掲載を行なう唯一の機関である。よって、本業
務を効果的に実施する者として、当新聞社は 適と考えられるため。（会計法
第２９条の３第　４項及び予決令第１０２条の４第３項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11365
（株）エヌエイチケイプロ
モーション

平成１７年度　森と湖に親しむ
旬間シンポジウム企画運営

長井　隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井
川町西井川６８－１

平成 17年04月26日 34,230,000

平成１１年度から６年にわたり「森と湖に親しむ旬間」全国行事である本シン
ポジウムの企画・制作及び運営を実施しており、全国行事の開催趣旨にも精通
している。加えて、上記業者は、番組放送の企画・準備、舞台運営・演出及び
中継収録等について専門的な知識・技術及び組織を有しているとともに、公共
放送であるＮＨＫに精通しており、これらの全ての条件を満たしている唯一の
業者であるため。（会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０
２条の４第３項）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11366
特定非営利法人高知ＮＰＯ
れいほく活性化機構

ペレットストーブ賃貸借
長井隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井川
町西井川６８－１

平成17年11月25日 367,500 間伐材の有効利用と水源地への支援、ストーブの賃貸業務を履行できる唯一の
法人である（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11367 アジア航測（株） 善徳地区赤色立体地図作製
長井　隆幸四国地方整備局四国山地砂防事務所
徳島県三好市井川町西井川６８－１

平成 18年03月02日 997,500

赤色立体地図は実際にそこにある地形を、一枚の地図で立体的に見える表現技
法で、上記業者がその特許権を保有している。（特許第３６７０２７４号）た
め。（会計法第２９号の３条４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11368 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　四国山地砂防事
務所ルータ機器賃貸借

長井　隆幸四国地方整備局四国山地砂防事務所
徳島県三好市井川町西井川６８－１

平成 17年04月01日 2,228,940
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度以降国庫債務負担行為を計上）
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11369 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　端末装置の賃貸
借

長井　隆幸四国地方整備局四国山地砂防事務所
徳島県三好市井川町西井川６８－１

平成 17年04月01日 3,868,200
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度以降国庫債務負担行為を計上）

11370 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度　パーソナルコン
ピュータ賃貸借（その２）

長井　隆幸四国地方整備局四国山地砂防事務所
徳島県三好市井川町西井川６８－１

平成 17年04月01日 1,901,130
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度以降国庫債務負担行為を計上）

11371 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度　パーソナルコン
ピュータ賃貸借（その３）

長井　隆幸四国地方整備局四国山地砂防事務所
徳島県三好市井川町西井川６８－１

平成 17年04月01日 525,420
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度以降国庫債務負担行為を計上）

11372 日立キャピタル（株）
平成１７年度　パーソナルコン
ピュータ賃貸借

長井　隆幸四国地方整備局四国山地砂防事務所
徳島県三好市井川町西井川６８－１

平成 17年04月01日 181,188
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度以降国庫債務負担行為を計上）

11373 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　四国山地砂防事
務所ネットワーク機器賃貸借

長井　隆幸四国地方整備局四国山地砂防事務所
徳島県三好市井川町西井川６８－１

平成 17年04月01日 3,311,280
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度以降国庫債務負担行為を計上）

11374 日立キャピタル（株）
平成１７年度　広報用端末賃貸
借

長井　隆幸四国地方整備局四国山地砂防事務所
徳島県三好市井川町西井川６８－１

平成 17年04月01日 751,871
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度以降国庫債務負担行為を計上）

11375 日立キャピタル（株）
平成１７年度　広報用端末賃貸
借（その２）

長井　隆幸四国地方整備局四国山地砂防事務所
徳島県三好市井川町西井川６８－１

平成 17年04月01日 1,054,620
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度以降国庫債務負担行為を計上）

11376 富士ゼロックス四国(株)
調査課外電子複写機賃貸借及び
保守

長井隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井川
町西井川６８－１

平成17年10月12日 856,028
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

11377 (株)南海
電子複写機賃貸借及び保守（そ
の２）

長井隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井川
町西井川６８－１

平成17年4月1日 854,439
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

11378 富士ゼロックス四国(株) 電子複写機賃貸借及び保守
長井隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井川
町西井川６８－１

平成17年4月1日 682,926
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

11379 (株)金剛 デジタル複合機賃貸借及び保守
長井隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井川
町西井川６８－１

平成17年4月1日 790,308
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

11380 (株)金剛
電子複写機賃貸借及び保守（ワ
イド）

長井隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井川
町西井川６８－１

平成17年4月1日 331,228
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

11381 (株)金剛
デジタル複合機賃貸借及び保守
（その２）

長井隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井川
町西井川６８－１

平成17年4月1日 1,659,844
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

11382 明星電気（株)
雨量観測装置受信ソフトウェア
機能拡張

長井　隆幸四国地方整備局四国山地砂防事務所
徳島県三好市井川町西井川６８－１

平成 17年08月09日 997,500

平成１６年度に納入した簡易無線タイプの雨量観測装置自体送受信ソフトの仕
様、機能等について充分理解している必要がある。上記の法人は、平成１６年
度に納入した簡易無線タイプの雨量観測装置の納入業者であるとともに、開発
制作も行っている。特に送受信ソフトについては上記法人が独自で開発したも
のであり、社外には公開されていないため、送受信ソフトの機能拡張について
は、上記法人以外では困難であるため。（会計法第２９条の３第４項及び予決
令第１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11383 （株）ＮＴＴ西日本－四国 添架料
長井　隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井
川町西井川６８－１

平成 17年04月01日 68,040 管理に必要なケーブル等の添架料（会計法第２９条の３第４項、会計令第１０
２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11384 （株）ＮＴＴ西日本－四国 添架料
長井　隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井
川町西井川６８－１

平成 17年04月01日 209,160 管理に必要なケーブル等の添架料（会計法第２９条の３第４項、会計令第１０
２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11385 （株）ＮＴＴ西日本－四国 添架料
長井　隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井
川町西井川６８－１

平成 17年04月01日 374,640 管理に必要なケーブル等の添架料（会計法第２９条の３第４項、会計令第１０
２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11386 四国電力（株） 共架料
長井　隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井
川町西井川６８－１

平成 17年04月01日 345,791 管理に必要なケーブル等の添架料（会計法第２９条の３第４項、会計令第１０
２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11387 四国電力（株） 共架料
長井　隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井
川町西井川６８－１

平成 17年04月01日 901,372 管理に必要なケーブル等の添架料（会計法第２９条の３第４項、会計令第１０
２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11388 四国電力（株） 共架料
長井　隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井
川町西井川６８－１

平成 17年04月01日 469,665 管理に必要なケーブル等の添架料（会計法第２９条の３第４項、会計令第１０
２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11389 日本郵政公社 後納郵便料
長井隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井川
町西井川６８－１

平成17年4月1日 375,650 法令等により契約の相手方が特定されるため（会計法２９条の３第４項）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11390 三好市長 水道料
長井隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井川
町西井川６８－１

平成17年4月1日 185,635 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11391 大豊町長 水道料（吉野川砂防出張所）
長井隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井川
町西井川６８－１

平成17年4月1日 59,430 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11392 横河原水道組合 水道料（重信川砂防出張所）
長井隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井川
町西井川６８－１

平成17年4月1日 9,120 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11393 四国電力（株） 電気料
長井隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井川
町西井川６８－１

平成17年4月1日 11,873,522 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11394 非公表
光ケーブル支線土地借料（Ｈ１
７．４．１からＨ１８．３．３
１）

長井　隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井
川町西井川６８－１

平成 17年04月01日 3,460
場所が特定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

11395 非公表
光ケーブル支線土地借料（Ｈ１
７．４．１からＨ１８．３．３
１）

長井　隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井
川町西井川６８－１

平成 17年04月01日 1,730
場所が特定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

11396 非公表
光ケーブル支線土地借料（Ｈ１
７．４．１からＨ１８．３．３
１）

長井　隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井
川町西井川６８－１

平成 17年04月01日 260
場所が特定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

11397 四国旅客鉄道（株）
土地借料（Ｈ１７．４．１から
Ｈ１８．３．３１）

長井　隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井
川町西井川６８－１

平成 17年04月01日 3,000 場所が特定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11398 非公表
光ケーブル支線土地借料（Ｈ１
７．４．１からＨ１８．３．３
１）

長井　隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井
川町西井川６８－１

平成 17年04月01日 1,730
場所が特定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報
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11399 非公表
光ケーブル支線土地借料（Ｈ１
７．４．１からＨ１８．３．３
１）

長井　隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井
川町西井川６８－１

平成 17年04月01日 260
場所が特定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

11400 非公表
光ケーブル支線土地借料（Ｈ１
７．４．１からＨ１８．３．３
１）

長井　隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井
川町西井川６８－１

平成 17年04月01日 260
場所が特定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

11401 非公表
自動観測自営柱土地借料（Ｈ１
７．４．１からＨ１８．３．３
１）

長井　隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井
川町西井川６８－１

平成 17年04月01日 3,460
場所が特定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

11402 ＫＤＤＩ（株） 電話料
長井隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井川
町西井川６８－１

平成17年4月1日 289,051 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11403 （株）ＮＴＴドコモ四国 電話料
長井隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井川
町西井川６８－１

平成17年4月1日 3,206,407 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11404 西日本電信電話（株） 電話料
長井隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井川
町西井川６８－１

平成17年4月1日 11,094,782 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11405
ＮＴＴコミュニヶーション
ズ（株）

電話料
長井隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井川
町西井川６８－１

平成17年4月1日 1,264,050 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11406 非公表 事務所敷地借上料
長井隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井川
町西井川６８－１

平成17年4月1日 2,418,588 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

11407 大豊町長 大豊詰所借上料
長井隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井川
町西井川６８－１

平成17年4月1日 1,284,000 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11408
協同組合　東祖谷建設業協
会

東祖谷詰所借上料
長井隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井川
町西井川６８－１

平成17年4月1日 360,000 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11409 本山町長 吉野川砂防出張所借上料
長井隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井川
町西井川６８－１

平成17年4月1日 1,080,000 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11410 西祖谷山村長 祖谷詰所借上料
長井隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井川
町西井川６８－１

平成17年4月1日 600,000 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11411 西祖谷山村長 祖谷資料倉庫敷地借上料
長井隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井川
町西井川６８－１

平成17年4月1日 133,872 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11412 （有）伊藤不動産鑑定
不動産鑑定料（吉野川砂防出張
所土地購入のため）

長井隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井川
町西井川６８－１

平成17年9月14日 543,900

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11413
（有）山本容子不動産鑑定
所

不動産鑑定料（吉野川砂防出張
所土地購入のため）

長井隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井川
町西井川６８－１

平成17年9月14日 543,900

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11414 （株）ぎょうせい 追録（行政手続法外）
長井隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井川
町西井川６８－１

平成17年4月1日 229,960 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11415 （株）伸法社 追録（人事院規則及関係法規）
長井隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井川
町西井川６８－１

平成17年4月1日 38,225 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11416 （株）大成出版社
追録（水利権実務ハンドブック
外）

長井隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井川
町西井川６８－１

平成17年4月1日 190,365 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11417 （財）電気通信振興会 追録（電波法令集）
長井隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井川
町西井川６８－１

平成17年4月1日 17,970 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11418 新日本法規出版（株） 追録（財政会計法規類集外）
長井隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井川
町西井川６８－１

平成17年4月1日 1,584,776 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11419 第一法規（株） 追録（現行法規総覧外）
長井隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井川
町西井川６８－１

平成17年4月1日 633,590 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11420 東京法令出版（株） 追録（河川管理必携）
長井隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井川
町西井川６８－１

平成17年4月1日 23,473 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11421 日本加除出版（株）
追録（相続における戸籍の見方
と登記手続き外）

長井隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井川
町西井川６８－１

平成17年4月1日 21,930 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11422
西部不動産鑑定所
代表者 藤本誠司 不動産等価格調査報酬料

長井 隆幸
四国山地砂防事務所
徳島県三好市井川町西井川68-1

平成 17年04月06日 42,000    

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11423
西部不動産鑑定所
代表者 藤本誠司 不動産等価格調査報酬料

長井 隆幸
四国山地砂防事務所
徳島県三好市井川町西井川68-1

平成 17年04月06日 42,000    

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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11424
西部不動産鑑定所
代表者 藤本誠司 不動産等価格調査報酬料

長井 隆幸
四国山地砂防事務所
徳島県三好市井川町西井川68-1

平成 17年04月06日 42,000    

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11425
西部不動産鑑定所
代表者 藤本誠司 不動産等価格調査報酬料

長井 隆幸
四国山地砂防事務所
徳島県三好市井川町西井川68-1

平成 17年05月26日 42,000    

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11426
西部不動産鑑定所
代表者 藤本誠司 不動産等価格調査報酬料

長井 隆幸
四国山地砂防事務所
徳島県三好市井川町西井川68-1

平成 17年05月26日 42,000    

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11427
西部不動産鑑定所
代表者 藤本誠司 不動産等価格調査報酬料

長井 隆幸
四国山地砂防事務所
徳島県三好市井川町西井川68-1

平成 17年05月26日 42,000    

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11428
西部不動産鑑定所
代表者 藤本誠司 不動産等価格調査報酬料

長井 隆幸
四国山地砂防事務所
徳島県三好市井川町西井川68-1

平成 17年08月09日 42,000    

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11429
西部不動産鑑定所
代表者 藤本誠司 不動産等価格調査報酬料

長井 隆幸
四国山地砂防事務所
徳島県三好市井川町西井川68-1

平成 17年08月09日 42,000    

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11430
西部不動産鑑定所
代表者 藤本誠司 不動産等価格調査報酬料

長井 隆幸
四国山地砂防事務所
徳島県三好市井川町西井川68-1

平成 17年10月04日 910,350   

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11431
西部不動産鑑定所
代表者 藤本誠司 不動産等価格調査報酬料

長井 隆幸
四国山地砂防事務所
徳島県三好市井川町西井川68-1

平成 18年02月03日 84,000    

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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11432
西部不動産鑑定所
代表者 藤本誠司 不動産等価格調査報酬料

長井 隆幸
四国山地砂防事務所
徳島県三好市井川町西井川68-1

平成 18年02月03日 84,000    

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11433
(社)徳島県公共嘱託登記土
地家屋調査士協会

平成１７年度徳島地区登記業務
委託

長井 隆幸
四国山地砂防事務所
徳島県三好市井川町西井川68-1

平成 18年02月06日 367,331   

本業務の実施には、不動産の表示に関する登記の専門的知識と土地家屋調査士
法に基づく土地家屋調査士の資格及び広域的な範囲で同時・多量の業務を実施
できる能力が必要である。当協会は、土地家屋調査士法第63条第1項に基づき、
官公署等による不動産の表示に関する登記嘱託又は申請の適性かつ迅速な実施
に寄与することを目的に設立された法人であり、不動産表示登記に関する専門
的知識や技能、豊富な経験を有し、かつ現地の状況等に精通した土地家屋調査
士を確保しており、公共嘱託表示登記の専門機関として県内唯一の法人である
ため、当協会以外に本業務を実施できる能力を有する団体は存しない。（会計
法第29条の3第4項予決令第102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11434
(社)高知県公共嘱託登記土
地家屋調査士協会

平成１７年度高知地区登記業務
委託

長井 隆幸
四国山地砂防事務所
徳島県三好市井川町西井川68-1

平成 17年09月01日 1,555,175 

本業務の実施には、不動産の表示に関する登記の専門的知識と土地家屋調査士
法に基づく土地家屋調査士の資格及び広域的な範囲で同時・多量の業務を実施
できる能力が必要である。当協会は、土地家屋調査士法第63条第1項に基づき、
官公署による不動産の表示に関する登記嘱託又は申請の適性かつ迅速な実施に
寄与することを目的に設立された法人であり、不動産表示登記に関する専門的
知識や技能、豊富な経験を有し、かつ現地の状況等に精通した土地家屋調査士
を確保しており、公共嘱託表示登記の専門機関として県内唯一の法人であるた
め、当協会以外に本業務を実施できる能力を有する団体は存しない。（会計法
第29条の3第4項予決令第102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11435
パシフィックコンサルタン
ツ（株）

平成１７年度香川の道再生検討
業務委託

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月13日 9,660,000
本業務と一体不可分である過年度業務を履行しているため（会計法第２９条の
３第４項） その他

その他（プロポーザル方式による継
続）

11436 （株）建設技術研究所
平成１７年度　土器川水系水循
環解析検討業務委託

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年10月05日 8,505,000

本業務は、所定の成果を得るためには複数年にわたり継続して業務を実施をす
る旨条件を付し過年度においてプロポーザル方式により契約された業務に関わ
る継続業務である。本業務の履行に当たっては、本業務と一体不可分である過
年度業務を履行した者に契約の相手方が特定される。以上から、上記業者と会
計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号によ
り、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

11437 復建調査設計（株）
平成１７年度達成度、業績計画
作成業務委託

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月08日 24,675,000

本業務と一体不可分である過年度業務を履行しているため（会計法第２９条の
３第４項） その他

その他（プロポーザル方式による継
続）

11438 エヌエス環境（株）
平成１７年度大内白鳥ＢＰ環境
管理業務委託

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月12日 6,720,000

本業務と一体不可分である過年度業務を履行しているため（会計法第２９条の
３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

11439 （株）大建設計工務
平成１７年度　香川河川国道事
務所庁舎新築実施設計業務委託

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年06月13日 37,275,000

本業務と一体不可分である過年度業務を履行しているため（会計法第２９条の
３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

11440 （株）四国新聞社 防災広報資料作成作業
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年10月07日 105,000

本件は、平成１７年１０月末に新聞掲載を予定している防災啓発広告の原稿等
を制作するものである。本件の内容掲載を行うために四国新聞社と「河川防災
広報作業」を契約締結している。また、四国新聞社は今年７月の「防災・減災
フォーラム」の企画作業も行うなど防災意識を多くの地域住民に浸透させると
いう目的を達成した企業である。以上により(株)四国新聞社は本件の目的を確
実かつ効果的に達成できる唯一の企業である。よって、会計法第２９条の３第
４項及び、予算決算及び会計法第１０２条の４第３号により随意契約を行うも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11441 （株）四国新聞社 防災・減災フォーラム企画作業
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年07月04日 2,308,259

本件は、平成１７年７月６日に予定している「防災・減災フォーラム２００５
ｉｎ香川」の開催に関する企画等を行うものである。２００４年に全国各地で
数多くの災害が起こった状況下で「防災・減災フォーラム」は防災に関する現
状や課題、対策など地域住民との情報の共有化と直接対話の場の創出により自
助・共助・公助に対する理解を促進する目的で実施する。（株）四国新聞社は
「防災・減災フォーラム」についての企画骨子を自主的に提案する全国地方新
聞社連合会に香川県内で唯一加盟している。また、昨年１０月の「緊急防災
フォーラム」を主催し、多くの地域住民に災害予防や緊急時の対策など、短期
間で防災意識を浸透させるという目的を達成した企業である。以上により、
（株）四国新聞社は本件の目的を確実かつ効果的に達成できる唯一の企業であ
る。よって会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４
第３号により、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



件数
契約の相手方の商号又は名
称及び住所

公共工事の名称、場所、期間、
及び種別若しくは物品役務等の
名称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の
名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置 備考

11442 （株）四国新聞社 河川防災広報作業
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年06月09日 2,551,500

本件は、平成１７年７月６日に予定している「防災・減災フォーラム２００５
ｉｎ香川」の開催等、河川防災事業に関して広く一般に周知するための広報作
業を行うものである。本件では、可能な限り多くの人に効果的に周知できるこ
とが求められる。（株）四国新
聞社の発行する四国新聞は、香川県下で 大の２０万部以上の発行部数を誇
り、県下世帯数の約６０％をカバーする地方新聞であり、本紙紙面への掲載は
他紙に比較して も効果的である。よって、会計法第２９条の３第４項及び、
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11443 （株）あわわ
「高速道路利用推進」タウン誌
広告掲載作業

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年06月20日 609,000 全国タウン誌ネットワーク加盟のタウン誌に掲載するものであり、加盟企業が
県内で唯一であるため（会計法第２９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11444 （株）あわわ
「ＩＴＳ」タウン誌広告掲載作
業

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年11月09日 525,000 全国タウン誌ネットワーク加盟のタウン誌に掲載するものであり、加盟企業が
県内で唯一であるため（会計法第２９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11445 （株）あわわ 「景観」タウン誌広告掲載作業
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 18年03月13日 525,000 全国タウン誌ネットワーク加盟のタウン誌に掲載するものであり、加盟企業が
県内で唯一であるため（会計法第２９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11446 （株）あわわ
「道路交通センサス」タウン誌
広告掲載

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年09月06日 609,000 全国タウン誌ネットワーク加盟のタウン誌に掲載するものであり、加盟企業が
県内で唯一であるため（会計法第２９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11447 四国の道路サポータクラブ 道路広報支援作業
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年10月20日 861,000 道路広報の支援、道路清掃や美化活動等を掲げており、本取り組みの趣旨に合
致する 適の企業であるため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）

11448 四国の道路サポータクラブ
道路広報誌（ふれあい四国路）
外作成

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年12月16日 835,800 道路広報の支援、道路清掃や美化活動等を掲げており、本取り組みの趣旨に合
致する 適の企業であるため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）

11449 （株）四国新聞社 「災害と道」新聞広告掲載
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年06月22日 1,576,050 発行する新聞として県内で も世帯普及率が高く有効な手段であるため（会計
法第２９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11450 （株）四国新聞社
「明日の四国の基盤づくりを考
える」新聞記事掲載

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年07月22日 1,337,700 発行する新聞として県内で も世帯普及率が高く有効な手段であるため（会計
法第２９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11451 （株）四国新聞社 「ＧＲ金属片」新聞広告掲載
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年08月19日 1,576,050 発行する新聞として県内で も世帯普及率が高く有効な手段であるため（会計
法第２９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11452 （株）四国新聞社
平成１７年度「四国のみち」ハ
イキング広告掲載

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年10月25日 105,000 発行する新聞として県内で も世帯普及率が高く有効な手段であるため（会計
法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11453 （株）四国新聞社
「地域活性化応援トップインタ
ビュー企画」新聞広告掲載

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年11月21日 3,698,100 発行する新聞として県内で も世帯普及率が高く有効な手段であるため（会計
法第２９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11454 （株）四国新聞社
「第２回トップインタビュー企
画」新聞広告記事原稿作成

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 18年03月13日 766,500 発行する新聞として県内で も世帯普及率が高く有効な手段であるため（会計
法第２９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11455 （株）瀬戸内海放送 防災広報ビデオ企画作業
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年08月25日 997,500
平成１６年度に発生した道路の高潮被害等を周知する作業であり、台風シーズ
ンを控えた時期に、防災番組を企画し、放送枠をもっていた唯一の放送局で
あったため（会計法第２９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11456
（株）ＮＨＫきんきメディ
アプラン

平成１７年度「四国彩生フォー
ラム」企画・運営作業

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年11月14日 19,425,000

本件はＮＨＫの放送を通じて全国的な情報発信を予定しており、プロモーショ
ンビデオやイベント企画・実施等の多くの経験を有し、中立性及び高度な技
術・知識を有している唯一の機関であるため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11457 四国の道路サポータクラブ 道路広報ビデオ企画作業
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年08月04日 976,500

道路を主体とした、広報の支援清掃や美化活動を行う香川県内で唯一の団体で
あり、道路に関する豊富な知識を有することから本取組の趣旨にも合致し、ま
た、非営利目的で活動してもらえるメリットも兼ね備えているため（会計法第
２９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11458 四国の道路サポータクラブ 配布用ビデオ作成作業
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年08月11日 315,000

道路を主体とした、広報の支援清掃や美化活動を行う香川県内で唯一の団体で
あり、道路に関する豊富な知識を有することから本取組の趣旨にも合致し、ま
た、非営利目的で活動してもらえるメリットも兼ね備えているため（会計法第
２９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11459 四国の道路サポータクラブ 道路整備広報用ビデオ企画作業
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 18年03月09日 892,500

道路を主体とした、広報の支援清掃や美化活動を行う香川県内で唯一の団体で
あり、道路に関する豊富な知識を有することから本取組の趣旨にも合致し、ま
た、非営利目的で活動してもらえるメリットも兼ね備えているため（会計法第
２９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11460 （株）エフエム香川
防災広報用パンフレット制作作
業

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年08月30日 840,000

日頃から「防災インデックス」のレギュラー番組で防災意識を高める活動をす
るなど、災害時の道路情報の確認方法等について周知するという本作業の趣旨
に合致し、並びに、台風シーズンを控えた時期に、防災手帳という広報媒体を
もっていた唯一の会社であったため（会計方第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11461 日本電気（株）
香川河川国道事務所ＬＡＮ布設
及びＨＵＢ購入

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 18年03月07日 992,985
少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）

11462 富士通（株）
善通寺国道維持出張所内　行政
ＬＡＮ配線作業

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年06月13日 143,850
少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）

11463 （株）レッド 地図原稿作成
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年06月17日 945,000
少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

11464 （株）四国調査設計事務所 交差点利用調査
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 18年02月10日 993,300
少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）

11465 （株）四国調査設計事務所
上天神・峰山口交差点利用状況
調査

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 18年02月16日 700,350
少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）

11466 （株）四国調査設計事務所 枝道取付部利用調査
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 18年03月03日 774,900
少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）
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11467 （株）四国調査設計事務所
国道３２号道路標識の改定資料
作成

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 18年03月07日 210,000
少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）

11468 （株）四国調査設計事務所 交通事故状況図作成
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 18年03月16日 175,350
少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）

11469 （株）レッド 地図情報入力作成
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年07月04日 630,000
少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

11470 富士通（株）
香川河川国道事務所内　行政Ｌ
ＡＮ配線作業

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年06月13日 267,750
少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）

11471 日本電気（株）
善通寺国道維持出張所ＬＡＮ１
００Ｍ化作業

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月21日 556,500
少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）

11472 日本電気（株）
高松国道維持出張所ＬＡＮ１０
０Ｍ化作業

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年05月12日 892,500
少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）

11473 復建調査設計（株）
平成１７年度岡田東舗装工事設
計施工調整

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年08月18日 48,300
当該工事における設計を履行した唯一の業者であるため（会計法第２９条の３
第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11474
（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

平成１７年度生野改良工事設計
施工調整（その１）

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年09月13日 93,408
当該工事における設計を履行した唯一の業者であるため（会計法第２９条の３
第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11475
四国建設コンサルタント
（株）

平成１７年度羽間高架橋下部第
１工事設計施工検討作業

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月26日 52,500
当該工事における設計を履行した唯一の業者であるため（会計法第２９条の３
第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11476
大日本コンサルタント
（株）

平成１７年度羽間高架橋下部工
事設計施工調整

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年08月11日 46,200
当該工事における設計を履行した唯一の業者であるため（会計法第２９条の３
第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11477
日本建設コンサルタント
（株）

平成１７年度生野改良工事設計
施工調整（その２）

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年09月13日 83,000
当該工事における設計を履行した唯一の業者であるため（会計法第２９条の３
第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11478
（株）千代田コンサルタン
ト

平成１６年度第一竜王橋補強外
工事設計施工調整

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年07月08日 65,814
当該工事における設計を履行した唯一の業者であるため（会計法第２９条の３
第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11479
（株）ティーネットジャパ
ン

平成１７年度大町交差点改良工
事設計施工調整

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年11月01日 89,250
当該工事における設計を履行した唯一の業者であるため（会計法第２９条の３
第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11480 沖電気工業（株） プローブデータ情報提供作業
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月01日 9,119,880

本件業者は既設の路線バス等への車載端末機所有者で設置に至るこれまでの経
緯、情報等に精通・熟知していること、また、新たに機器を再設置するよりも
過年度において機器設置し履行している業者と契約した方が経済面からも有利
であるため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）

11481 リコーリース（株）
平成１７年度監督官用端末賃貸
借

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年09月12日 80,640
少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11482 （社）小豆島観光協会
「四国のみずべ八十八カ所」見
学会

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年10月13日 292,660

（社）小豆島観光協会は、島内唯一の観光ネットワークと４０年以上の実績を
有し、島内交通及び観光によく精通している。また、「四国のみずべ八十八カ
所」の内容にもよく精通した人材を有しており、見学会の案内者として も
適である。このことから、本件の目的を安全に且つ効果的に達成できる上記業
者を も適正と判断し、会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11483 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　水文水質ＤＢ関
連機器賃貸借

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月01日 515,970
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度以降国庫債務負担行為を計上）

11484
特定非営利活動法人　高知
ＮＰＯ

ペレットストーブ賃貸借
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年11月09日 367,500

土器川が位置する香川県は渇水地域であり、早明浦ダムを水源とする香川用水
により渇水被害を軽減している。ところが、その水源となる早明浦流域では、
主要産業である林業の衰退などによって過疎化に拍車がかかり、間伐などが十
分に行われない等の放置人工林が増加しており、森林土壌の流出による保水力
の低下などが深刻な問題となっている。また、香川県内の山間部も早明浦流域
と同様に放置人工林が増加しており、平成１６年の度重なる台風襲来により荒
廃山地での土石流災害が頻発し、人工林等の適正管理が喫緊の課題となってい
る。ここに、間伐材を燃料とするペレットストーブを香川河川国道事務所に設
置し、水源地域への持続可能な支援策の一つである間伐材の有効活用をＰＲす
るものである。本件の実施にあたっては、ペレットストーブの構造、取り扱い
を熟知していることが不可欠の他、上記の目的に関する認識も必要不可欠であ
る。高知ＮＰＯは、高知県内を中心とする「住民主体」の社会を構築すること
を目的に平成１１年１月に設立された特定非営利活動法人である。同法人は、
本件の実施に際し、間伐材を燃料とするペレットストーブのレンタルを行って
いる唯一の法人である。以上のことから、会計法第２９条の３第４項及び予決
令第１０２条の４第３号に基づき随意契約するものである。（会計法第２９条
の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11485 東海リ－ス（株）
平成１７年度檀紙監督官詰所賃
貸借

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月01日 8,946,000
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（国庫債務負
担行為を計上予定）

11486 日成ビルド工業（株）
平成１７年度綾歌監督官詰所賃
貸借

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月01日 4,988,340
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（国庫債務負
担行為を計上予定）

11487 非公表 檀紙監督官詰所土地賃貸借
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月01日 1,653,012
場所が特定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報
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11488 非公表 綾歌監督官詰所土地賃貸借
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月01日 2,059,080
場所が特定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

11489 都築電気（株） 平成１７年度ＰＣサーバ賃貸借
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月01日 5,481,000
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11490 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度光ルータ機器賃貸
借

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月01日 2,969,820
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11491 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度光ルータ機器賃貸
借（その２）

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月01日 3,235,680
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11492 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度パーソナルコン
ピュータ等賃貸借

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月01日 3,712,640
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11493 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度プローブ情報シス
テム機器賃貸借

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月01日 168,840
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11494
住信・松下フィナンシャル
サービス（株）

平成１７年度交通量常時観測装
置賃貸借

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月01日 482,580
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11495 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度パーソナルコン
ピュータ等賃貸借（その３）

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月01日 1,198,260
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11496 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度パーソナルコン
ピュータ等賃貸借（その２）

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月01日 1,670,760
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11497 日立キャピタル（株）
平成１７年度ＭＩＣＨＩシステ
ム機器賃貸借

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月01日 476,154
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11498 日立キャピタル（株）
平成１７年度ＭＩＣＨＩシステ
ム関連機器賃貸借

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月01日 697,032
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11499 日立キャピタル（株）
平成１７年度道路防災情報提供
機器賃貸借（その１）

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月01日 1,738,800
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11500 日立キャピタル（株）
平成１７年度道路情報ガイダン
ス処理機器賃貸借

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月01日 10,874,241
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11501 日立キャピタル（株）
平成１７年度道路管理情報処理
機器賃貸借（その１）

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月01日 4,022,738
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11502 日立キャピタル（株）
平成１７年度道路管理情報処理
機器賃貸借（その２）

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月01日 3,150,000
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11503 日立キャピタル（株）
平成１７年度図面管理システム
関連機器賃貸借

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月01日 13,230,000
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11504 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度道路巡回システム
関連機器賃貸借（その１）

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月01日 1,971,900
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11505 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度道路巡回システム
関連機器賃貸借（その２）

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月01日 1,668,870
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11506 森本清掃
平成１７年度道路防災情報提供
機器賃貸借（その２）

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月01日 304,491
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11507 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度　電子検査システ
ム機器賃貸借

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月01日 360,360
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11508 石丸産業（株） 調査関係資料用倉庫賃貸借
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月01日 1,020,600
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11509 （株）三菱総合研究所
日別時間帯別旅行速度算定シス
テムの構築作業

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年06月28日 966,000
プローブ情報システムに影響を与えることなく業務履行が確実に行える唯一の
企業であるため（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11510 （株）ヤマイチテクノ
発注者業務支援システム（ＣＳ
‐ＧＶ）保守

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月01日 294,420
使用ソフトの作成・販売・保守の実施できる唯一の業者であるため（会計法第
２９条の３第４項） 見直しの余地があり

公募を実施（平成１９年度より公募を
実施）

11511 （株）日進機械
平成１７年度　大気常時観測局
保守点検業務

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月01日 4,410,000
大気観測機器及び機器の使用において必要なソフトはメーカ専用のものであ
り、香川県内において取り扱いが可能な唯一の代理店であるため。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

11512 西日本電信電話（株） ＩＴＶ用電線施設共架料
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月01日 52,080
代替性の無い性質のもの（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11513 四国電力（株） ＩＴＶ用電線施設共架料
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月01日 35,910
代替性の無い性質のもの（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11514 四国電力（株）
ＩＴＶ用電線施設共架料（その
２）

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 18年03月01日 708
代替性の無い性質のもの（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11515 四国電力（株） ＩＴＶ用電線施設共架料
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月01日 5,670
代替性の無い性質のもの（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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11516 日本郵政公社 後納郵便料
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 1,184,235
法令等により契約の相手方が特定されるため（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11517
キヤノンマーケティング
ジャパン（株）

電子複写機賃貸借及び保守（そ
の１）

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 345,651
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

11518 四国リコー（株）
電子複写機賃貸借及び保守（そ
の３）

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 174,923
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

11519 四国リコー（株）
電子複写機賃貸借及び保守（そ
の４）

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 424,619
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

11520 四国リコー（株）
電子複写機賃貸借及び保守（そ
の７）

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 2,761,177
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

11521 四国リコー（株）
電子複写機賃貸借及び保守（出
張所その２）

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 468,603
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

11522 四国リコー（株）
Ａ０デジタル複写機保守（その
１）

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 201,600
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

11523 （株）ダイソク
電子複写機賃貸借及び保守（詰
所その１）

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 531,192
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

11524 （株）ダイソク
電子複写機賃貸借及び保守（詰
所その２）

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 377,851
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

11525 日立キャピタル（株）
Ａ０デジタル複写機賃貸借（そ
の１）

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月01日 266,490
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

11526 日立キャピタル（株）
Ａ０デジタル複写機賃貸借（そ
の２）

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月01日 658,300
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

11527 富士ゼロックス（株）
電子複写機賃貸借及び保守（そ
の２）

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 308,742
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度以降国庫債務負担行為を計上）

単価契約

11528 富士ゼロックス（株）
電子複写機賃貸借及び保守（そ
の５）

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 593,470
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度以降国庫債務負担行為を計上）

単価契約

11529 富士ゼロックス（株）
電子複写機賃貸借及び保守（そ
の６）

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 2,344,211
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

11530 富士ゼロックス（株）
電子複写機賃貸借及び保守（出
張所その１）

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 2,923,324
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

11531 富士ゼロックス（株）
Ａ０デジタル複写機保守（その
２）

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 306,522
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

11532 四国電力（株） 電気料
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 94,602,757
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11533 綾南町水道事業管理者 水道料
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 404,950
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11534 丸亀市水道事業管理者 水道料
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 129,555
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11535 高松市水道事業管理者 水道料
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 2,094,597
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11536 善通寺市水道事業 水道料
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 51,250
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11537 仲南町助役 水道料
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 304,757
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11538
香川県東かがわ市企業出納
員

水道料
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 96,705
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11539 豊浜町水道事業 水道料
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 160,890
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11540 観音寺市水道局企業出納員 水道料
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 239,063
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11541 坂出市水道局 水道料
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 78,726
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約
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11542 高松市長 再生水利用料
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年07月08日 62,841
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11543 非公表 天川観測所敷地の借地
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月01日 9,024
場所が特定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

11544 西日本電信電話（株） 電話料
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 9,294,483
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11545
ＮＴＴコミュニケーション
ズ（株）

電話料
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 1,140,357 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11546
（株）エヌ・ティ・ティ・
ドコモ四国

電話料
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 3,955,525 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11547 ＫＤＤＩ（株） 電話料
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 1,022,111

長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11548 （株）ぎょうせい 追録「道路情報便覧外」
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 3,563,650

既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11549 新日本法規出版（株） 追録「現行実務六法外」
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 1,665,450

既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11550 第一法規（株） 追録「現行法規総覧外」
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 703,230

既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11551 （株）大成出版社
追録「水利権実務ハンドブック
外」

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 451,537

既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11552 東京法令出版（株）
追録「道路運送車両関係例規
集」

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 656,904

既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11553 （財）電気通信振興会 追録「電波法令集」
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 10,280

既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11554 （財）日本規格協会 追録「ＪＩＳ（土建Ａ）」
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 64,428

既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11555 日本加除出版（株） 追録「日本行政区画便覧」
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 150,765

既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11556 沖電気工業（株） プローブ調査機器購入
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 18年03月27日 6,405,000
調査機器使用期間を考慮し、新規調達またはリース調達するよりも現在車載さ
れている機器を所有者より購入した方が経済面で優れているため（会計法第２
９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11557 新日本印刷（株） 管内図（河川・道路編）印刷
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年07月08日 672,000
少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

11558
（有）デザインオフィスキ
クコ

平成１７年度版災害対策常備帖
作成

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年05月02日 282,450
使用デザイン等の著作権を相手方が所有しているため（会計法第２９条の３第
４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11559
（有）デザインオフィスキ
クコ

高所作業車パンフレット作成
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年08月25日 588,000
使用デザインの著作権及びデータを所有している企業であるため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11560
（社）香川県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会

平成１７年度　登記業務委託
森山敏雄　　　　　　　　　　　　　四国地方
整備局香川河川国道事務所　香川県高松市高松
町２４２２－１

平成 17年07月15日 2,476,960

本業務の実施には、不動産の表示に関する登記の専門的知識と土地家屋調査士
法に基づく土地家屋調査士の資格及び広域的な範囲で同時・多量の業務を実施
できる能力が必要である。当協会は、土地家屋調査士法第63条第1項に基づき、
官公署等による不動産の表示に関する登記嘱託又は申請の適性かつ迅速な実施
に寄与することを目的に設立された法人であり、不動産表示登記に関する専門
的知識や技能、豊富な経験を有し、かつ現地の状況等に精通した土地家屋調査
士を確保しており、公共嘱託表示登記の専門機関として県内唯一の法人である
ため、当協会以外に本業務を実施できる能力を有する団体は存しない。（会計
法第29条の3第4項予決令第102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約
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11561 （有）三誠不動産鑑定所 不動産等価格調査依頼報酬料
森山敏雄　　　　　　　　　　　　　四国地方
整備局香川河川国道事務所　香川県高松市高松
町２４２２－１

平成 17年06月01日 208,950

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11562 （有）三誠不動産鑑定所
不動産等に関する調査依頼報酬
料

森山敏雄　　　　　　　　　　　　　四国地方
整備局香川河川国道事務所　香川県高松市高松
町２４２２－１

平成 17年07月14日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11563 （有）三誠不動産鑑定所 不動産等価格調査報酬料
森山敏雄　　　　　　　　　　　　　四国地方
整備局香川河川国道事務所　香川県高松市高松
町２４２２－１

平成 17年10月27日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11564
真井不動産鑑定所　真井
修

不動産等価格調査報酬料
森山敏雄　　　　　　　　　　　　　四国地方
整備局香川河川国道事務所　香川県高松市高松
町２４２２－１

平成 17年10月03日 80,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11565
真井不動産鑑定所　真井
修

不動産等価格調査報酬料
森山敏雄　　　　　　　　　　　　　四国地方
整備局香川河川国道事務所　香川県高松市高松
町２４２２－１

平成 18年01月16日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11566 （有）岩井不動産鑑定所 不動産等価格調査報酬料
森山敏雄　　　　　　　　　　　　　四国地方
整備局香川河川国道事務所　香川県高松市高松
町２４２２－１

平成 17年09月06日 221,550

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11567
合同不動産鑑定所　高橋
護

不動産等に関する価格調査依頼
報酬料

森山敏雄　　　　　　　　　　　　　四国地方
整備局香川河川国道事務所　香川県高松市高松
町２４２２－１

平成 17年08月02日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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11568
合同不動産鑑定所　高橋
護

不動産等価格調査報酬料
森山敏雄　　　　　　　　　　　　　四国地方
整備局香川河川国道事務所　香川県高松市高松
町２４２２－１

平成 17年09月06日 221,550

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11569
合同不動産鑑定所　高橋
護

不動産等に関する価格調査依頼
報酬料

森山敏雄　　　　　　　　　　　　　四国地方
整備局香川河川国道事務所　香川県高松市高松
町２４２２－１

平成 17年09月06日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11570
合同不動産鑑定所　高橋
護

不動産価格等調査報酬料
森山敏雄　　　　　　　　　　　　　四国地方
整備局香川河川国道事務所　香川県高松市高松
町２４２２－１

平成 17年10月17日 240,450

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11571
合同不動産鑑定所　高橋
護

不動産等価格調査報酬料
森山敏雄　　　　　　　　　　　　　四国地方
整備局香川河川国道事務所　香川県高松市高松
町２４２２－１

平成 17年12月01日 168,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11572
合同不動産鑑定所　高橋
護

不動産等価格調査報酬料
森山敏雄　　　　　　　　　　　　　四国地方
整備局香川河川国道事務所　香川県高松市高松
町２４２２－１

平成 18年01月10日 240,450

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11573 （有）三誠不動産鑑定所 不動産等鑑定調査報酬料
森山敏雄　　　　　　　　　　　　　四国地方
整備局香川河川国道事務所　香川県高松市高松
町２４２２－１

平成 17年08月01日 581,700

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11574 （有）三誠不動産鑑定所 不動産等価格調査報酬料
森山敏雄　　　　　　　　　　　　　四国地方
整備局香川河川国道事務所　香川県高松市高松
町２４２２－１

平成 18年02月23日 689,850

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11575
日本オーチス・エレベータ
（株）

平成１７年度石手川ダムエレ
ベータ設備修繕工事

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年10月6日 22,522,500
設備の製作メーカーでないと詳細構造を把握仕切れずにトラブル原因となるた
め（会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号） 見直しの余地があり

競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

11576 豊国工業（株）
平成１７年度石手川ダム主放流
設備外修繕工事

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年12月22日 25,231,500
設備の製作メーカーでないと詳細構造を把握仕切れずにトラブル原因となるた
め（会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号） 見直しの余地があり

競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

11577 復建調査設計（株）
平成１７年度　双方向道路モニ
タリング業務

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年06月14日 7,560,000
プロポーザル方式で特定された業者との随契のため（会計法第29条の3第4項、
予決令102条の4第3号） その他

その他（プロポーザル方式による継
続）
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11578
（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

平成１７年度　松山都市圏幹線
道路立体化検討業務委託

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年06月08日 75,390,000
プロポーザル方式で特定された業者との随契のため（会計法第29条の3第4項、
予決令102条の4第3号） その他

その他（プロポーザル方式による継
続）

11579
（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

平成１７年度　道路空間の有効
利用調査業務委託

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 18年02月02日 20,422,500
プロポーザル方式で特定された業者との随契のため（会計法第29条の3第4項、
予決令102条の4第3号） その他

その他（プロポーザル方式による継
続）

11580 （株）建設技術研究所
平成17年度　重信川河川整備基
本方針検討業務委託

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年5月27日 29,190,000
過年度においてプロポーザル方式により契約された業務に係る継続業務である
ことによる随意契約（会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号） その他

その他（プロポーザル方式による継
続）

11581 （株）建設技術研究所
平成17年度　石手川ダム貯水池
管理検討業務委託

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年11月15日 4,725,000
過年度においてプロポーザル方式により契約された業務に係る継続業務である
ことによる随意契約（会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号） その他

その他（プロポーザル方式による継
続）

11582 日本工営（株）
平成17年度　石手川ダム水力発
電設備概略設計業務委託

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年10月6日 4,777,500
過年度においてプロポーザル方式により契約された業務に係る継続業務である
ことによる随意契約（会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号） その他

その他（プロポーザル方式による継
続）

11583 復建調査設計（株）
川之江三島バイパス協議資料作
成

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 18年01月18日 955,500
少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５号、予決令９９条の７）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

11584 復建調査設計（株）
川之江三島バイパス交通流動変
化資料作成

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 18年01月18日 920,850
少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５号、予決令９９条の７）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

11585 復建調査設計（株）
川之江三島バイパスＰＭ資料作
成

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 18年01月18日 695,100
少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５号、予決令９９条の７）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

11586 応用地質（株）
平成17年度　三坂地区事前通行
規制区間検討業務委託

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年06月14日 27,562,500
過年度においてプロポーザル方式により契約された業務に係る継続であること
による随意契約（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３
号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

11587 （株）愛媛新聞社
「防災減災フォーラム２００５
ｉｎ愛媛」
運営作業

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年6月8日 898,548

「防災・減災フォーラム」についての企画骨子を自主的に提案する全国地方新
聞社連合会に加盟している。また、昨年１０月の「緊急防災フォーラム」を主
催し、多くの地域住民に災害予防や緊急時の対策など、短期間で防災意識を浸
透させるという目的を達成した企業であり、また自社再録特集を圧倒的に多い
世帯普及率により県民に周知することができる。以上より愛媛新聞社は本件の
目的を確実且つ効果的に達成できる唯一の企業である。（会計法第２９条の３
第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11588 （有）ドリーム舎 「えひめのみずべ」広報
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年4月11日 976,500
ミニコミ誌において過年度より連載中の広報作業であることによる随意契約
（会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号） 見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）

11589 （有）ドリーム舎
「えひめのみずべ」広報（その
２）

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年10月14日 325,500
ミニコミ誌において過年度より連載中の広報作業であることによる随意契約
（会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号） 見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）

11590 （株）愛媛新聞社
「防災減災フォーラム２００５
ｉｎ愛媛」
新聞広報作成

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年6月8日 939,750

愛媛県では平成１６年には相次ぐ台風による影響により水害・土砂災害・高潮
災害が頻発し、市民の人名が奪われるなどの甚大な被害が生じた。そのため本
フォーラムでは、今後増加すると予想される台風による豪雨や長雨に備えるに
は市民、企業、行政のそれぞれの立場で何をするべきかを議論する。ここで、
フォーラムの開催について新聞紙上を活用した広報をおこなうものであるが、
愛媛新聞社は愛媛県内における新聞の世帯普及率が他社に比べ圧倒的に多く、
上記の主旨を実現するに充分足りる要件を備えており、かつ本件を遂行できる
唯一の業者である。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11591 （株）愛媛新聞社
松山河川国道事務所道路事業関
係広報

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年10月24日 7,583,100

(株)愛媛新聞社は、愛媛県内における新聞の世帯普及率が他社に比べ圧倒的に
多く上記の主旨を実現するに十分足りる要件を備えており、かつ、本件を遂行
できる唯一の業者である。(会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号) その他 随意契約によらざるを得ないもの

11592 （株）愛媛新聞社
経済界トップインタビュー外新
聞広告掲載

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年11月16日 4,015,851

(株)愛媛新聞社は、愛媛県内における新聞の世帯普及率が他社に比べ圧倒的に
多く上記の主旨を実現するに十分足りる要件を備えており、かつ、本件を遂行
できる唯一の業者である。(会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号) その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11593 （有）情報ステーション オープン出張所広告掲載
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年07月12日 142,800

広告掲載にあたっては、西条国道維持出張所管内において幅広く配布され、広
告効果の高いものを選定しなければならない。㈲情報ステーションが発行する
フリーペーパー「HOO-ja!」は西条・新居浜地区を中心に各戸に無料配布を行う
地域 大規模の情報紙であり、同様の方式（ポスティング）により配布を行う
他業者は当地域には存在しない。（会計法第２９条３第４項及び予決令第１０
２条の４第３号　）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11594
道路広報センター　事務局
長　佐藤茂

路上広報道路月間ＰＲ用ポス
ター

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年07月08日 75,000
作成元でのみ販売されている（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11595 （株）日刊建設工業新聞社 簡易公募型公告掲載
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 18年02月14日 31,500
法令等により契約の相手方が特定されるため（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11596 （株）日刊建設通信新聞社 新聞公告掲載
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 18年02月14日 31,500
法令等により契約の相手方が特定されるため（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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11597 （株）エス・ピー・シー
平成１７年度　道路事業広報
（その１）

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月12日 54,458,250

株式会社エス・ピー・シーのタウン情報誌「タウン情報まつやま」は、松山河
川国道事務所管内において、販売実績が他誌と比較して圧倒的に大きく、身近
で安価な情報源として広く市民に親しまれている。本会社は松山河川国道事務
所管内の広報に関して,十分な実績を有しており、このような能力を有する業者
は本会社をおいて他にない。(会計法29条の3第4号、予決令102条の4第3号) その他 随意契約によらざるを得ないもの

11598 （株）愛媛新聞社
平成１７年度　松山河川国道事
務所広告掲載（その１）

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月15日 1,375,500

株式会社愛媛新聞社は、愛媛県内における新聞の世帯普及率が他社に比べ圧倒
的に多く上記の主旨を実現するに十分足りる要件を備えており、かつ、本件を
遂行できる唯一の業者である。(会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3
号)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11599 （株）愛媛新聞社
「災害と道」シンポジュウム新
聞広告掲載

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年06月28日 1,730,400

株式会社愛媛新聞社は、愛媛県内における新聞の世帯普及率が他社に比べ圧倒
的に多く上記の主旨を実現するに十分足りる要件を備えており、かつ、本件を
遂行できる唯一の業者である。(会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3
号)

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11600 （株）愛媛新聞社
「明日の四国の基盤づくりを考
える」シンポジウム新聞広告掲
載

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年07月22日 1,492,050

株式会社愛媛新聞社は、愛媛県内における新聞の世帯普及率が他社に比べ圧倒
的に多く上記の主旨を実現するに十分足りる要件を備えており、かつ、本件を
遂行できる唯一の業者である。(会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3
号)

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11601 （株）愛媛新聞社
平成１７年度　松山河川国道事
務所広告掲載（その２）

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年10月05日 1,428,000

株式会社愛媛新聞社は、愛媛県内における新聞の世帯普及率が他社に比べ圧倒
的に多く上記の主旨を実現するに十分足りる要件を備えており、かつ、本件を
遂行できる唯一の業者である。(会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3
号)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11602
（株）荒谷建設コンサルタ
ント

大浦歩道工事　資料作成
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年4月13日 987,000
少額なことによる随意契約（会計法２９条の３第５項、予決令９９条の７）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

11603 ファルコン（有）
西条管内区域変更・供用開始図
面作成

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年6月3日 924,000
少額なことによる随意契約（会計法２９条の３第５項、予決令９９条の７）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

11604 ファルコン（有）
松一管内区域変更・供用開始図
面作成

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年6月3日 840,000
少額なことによる随意契約（会計法２９条の３第５項、予決令９９条の７）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

11605 ファルコン（有）
松二管内区域変更・供用開始図
面作成

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年8月30日 693,000
少額なことによる随意契約（会計法２９条の３第５項、予決令９９条の７）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

11606 復建調査設計（株）
三坂道路工事用道路計画図面作
成

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 18年01月12日 945,000
少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５号、予決令９９条の７）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

11607 復建調査設計（株） 三坂道路流末水路図面作成
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 18年01月17日 798,000
少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５号、予決令９９条の７）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

11608 復建調査設計（株） 三坂道路林道計画図面作成
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 18年01月20日 840,000
少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５号、予決令９９条の７）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

11609 復建調査設計（株） 三坂道路工事用道路資料作成
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 18年01月26日 861,000
少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５号、予決令９９条の７）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

11610 復建調査設計（株）
三坂道路林地開発協議用資料作
成

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 18年02月06日 840,000
少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５号、予決令９９条の７）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

11611 復建調査設計（株）
三坂道路防音壁計画検討資料作
成

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 18年02月14日 441,000
少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５号、予決令９９条の７）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

11612 復建調査設計（株） 三坂道路流末水路検討資料作成
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 18年02月16日 756,000
少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５号、予決令９９条の７）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

11613
（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

管内交通事故関係資料作成（そ
の１）

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年7月29日 819,000
少額なことによる随意契約（会計法２９条の３第５項、予決令９９条の７）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

11614
（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

道路管理の事業方針に関する資
料収集及びデータ分析作業

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年8月4日 829,500
少額なことによる随意契約（会計法２９条の３第５項、予決令９９条の７）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

11615
（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

管内交通事故関係資料作成（そ
の２）

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年8月8日 966,000
少額なことによる随意契約（会計法２９条の３第５項、予決令９９条の７）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

11616
（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

道路管理に関する事業方針取り
まとめ作業

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年8月12日 955,500
少額なことによる随意契約（会計法２９条の３第５項、予決令９９条の７）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

11617 （株）芙蓉コンサルタント
松一・松二管内排水施設資料作
成

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年4月27日 745,500
少額なことによる随意契約（会計法２９条の３第５項、予決令９９条の７）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）
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11618 （株）芙蓉コンサルタント 西条管内排水施設資料作成
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年4月27日 630,000
少額なことによる随意契約（会計法２９条の３第５項、予決令９９条の７）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

11619
（株）荒谷建設コンサルタ
ント

大浦歩道工事　図面・数量作成
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年4月15日 976,500
少額なことによる随意契約（会計法２９条の３第５項、予決令９９条の７）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

11620 岩崎電気㈱ 重信川水質情報板修繕
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年 6月30日 329,700

当該装置は設置後１０年経過し現在に至っているところであるが、構成基盤の
一部が経年劣化と予想される事由により、情報板の表示制御・照合制御が不能
となっているため、その不具合基盤の交換及び基盤交換後の動作確認を行うも
のである。本修繕にあたって必要となる基盤の電子回路設計等は、上記業者が
独自に開発・保有していることから、本契約において所要の機能を確実に復元
できるのは設備の製造者である上記業者に限られることから競争が存在しな
い。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11621 日本無線（株） 放流警報設備修繕
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成18年3月15日 94,500

本修繕にあたって必要となる構成部品の電子回路設計等は、上記製造者が独自
に開発、保有しているため、本契約において所要の機能を確実に復元できるの
は上記製造者に限られることから競争が存在しない。（会計法第29条の3第4
項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11622 （株）東芝 松一管内ＣＣＴＶ設備修繕
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年11月 7日 632,100

当該設備は設置後５年が経過し現在に至っているところであるが、カメラ部が
経年劣化と予想される事由により故障しており、事務所・出張所からの映像監
視が不能となっているため、不具合が発生しているカメラレンズの交換及び交
換後の動作確認を行うものである。本修繕にあたって必要となる構成部品の電
子回路設計等は、上記業者が独自に開発・保有していることから、本契約にお
いて所要の機能を確実に復元できるのは設備の製造者である上記業者に限られ
ることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11623 小糸工業（株） 地下道音声案内設備修繕
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成18年 3月 8日 834,750

当該設備は導入後８年が経過し現在に至っているところであるが、電子部品の
交渉により正常に動作しない状況となっているため、不具合部品の修理並びに
修理後における動作確認を行うものである。本修繕にあたって必要となる構成
部品の電子回路設計等は、上記業者が独自に開発・保有していることから、本
契約において所要の機能を確実に復元できるのは設備の製造者である上記業者
に限られることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11624 岩崎電気（株） 来住道路情報板修繕
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年10月14日 229,950

当該装置は設置後２２年経過し現在に至っているところであるが、表示板内の
ランプ制御用電源部が経年劣化と予想される事由により動作不良となってお
り、道路情報表示が不能となっているため、その不具合電源部の交換及び部品
交換後の動作確認を行うものである。本修繕にあたって必要となる装置の電子
回路設計等は、上記業者が独自に開発・保有していることから、本契約におい
て所要の機能を確実に復元できるのは設備の製造者である上記業者に限られる
ことから競争が存在しない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11625 小糸工業（株） 通行止遮断設備修繕
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成18年 1月10日 778,050

当該装置は設置後２９年が経過し現在に至っているところであるが、通行止の
情報表示が字幕の破損により不能となっているため、破損している字幕の交換
及び字幕交換後の動作確認を行うものである。本修繕にあたって必要となる構
成部品の電子回路設計等は、上記業者が独自に開発・保有していることから、
本契約において所要の機能を確実に復元できるのは設備の製造者である上記業
者に限られることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11626 小糸工業（株） 砥部麻生雨量情報板修繕
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年12月22日 493,500

当該装置は設置後３年が経過し現在に至っているところであるが、雨量情報板
の情報表示が不能となっているため、不具合が発生しているＬＥＤユニットの
交換及び部品交換後の動作確認を行うものである。本修繕にあたって必要とな
る構成部品の電子回路設計等は、上記業者が独自に開発・保有していることか
ら、本契約において所要の機能を確実に復元できるのは設備の製造者である上
記業者に限られることから競争が存在しない。（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11627 （株）東芝
ＣＣＴＶ設備（Ｒ３３　１０
１．６Ｋ）修繕

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成18年 2月23日 411,600

当該装置は設置後５年が経過し現在に至っているところであるが、エンコーダ
ユニットの故障により、事務所・出張所からの映像監視が不能となっているた
め、エンコーダユニットの交換修理及び部品交換後の動作確認を行うものであ
る。本修繕にあたって必要となる構成部品の電子回路設計等は、上記業者が独
自に開発・保有していることから、本契約において所要の機能を確実に復元で
きるのは設備の製造者である上記業者に限られることから競争が存在しない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11628 （株）東芝
ＣＣＴＶ設備（Ｒ１９６　５
６．７Ｋ）修繕

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成18年 2月 1日 399,000

当該装置は設置後４年が経過し現在に至っているところであるが、カメラ制御
部の内部基盤の故障により、事務所・出張所からの映像監視が不能となってい
るため、不具合が発生している基盤の交換修理及び部品交換後の動作確認を行
うものである。本修繕にあたって必要となる構成部品の電子回路設計等は、上
記業者が独自に開発・保有していることから、本契約において所要の機能を確
実に復元できるのは設備の製造者である上記業者に限られることから競争が存
在しない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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11629 岩崎電気（株） ガイドライト修繕
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年10月28日 383,250

当該装置は設置後６年が経過し現在に至っているところであるが、構成基盤の
一部が経年劣化と予想される事由により、ガイドライトが「調整中」表示とな
り道路利用者に対してシステムが動作していないことを表示していることか
ら、その不具合基盤の交換及び動作確認を行うものである。本修繕にあたって
必要となる基盤の電子回路設計等は、上記業者が独自に開発・保有しているこ
とから、本契約において所要の能力を確実に復元できるのは設備の製造者であ
る上記業者に限られることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３第４
項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11630 （株）日立製作所 大浦道の駅リクエスト端末修繕
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年 7月12日 283,500

不具合の発生した電源ユニットの交換及び総合調整を行うものである。修繕に
必要となる装置本体の回路設計等は、上記製造者が独自に開発、保有している
ため、本装置を設計・製造した上記業者と異なる業者が修繕を行う場合、本装
置の内部分析に労力を要し緊急な対応が不可能である。また今後の障害発生の
責任分界など保証体制及び保守管理に重大な支障を生じることとなる。（会計
法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11631 （株）日立製作所 大浦道の駅ＤＶＤ修繕
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年10月 7日 273,000

不具合の部位の調査・修繕及び総合調整を行うものである。修繕に必要となる
装置を含む提供装置全体のシステム設計等は、上記製造者が独自に開発・保有
しているため、本装置を設計・施工した上記業者と異なる業者が修繕を行う場
合、システム全体の内部解析に労力を要し緊急な対応が不可能である。また今
後の障害発生の責任分界など保証体制及び保守管理に重大な支障を生じること
となる。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11632 沖電気工業（株）
平成１７年度　プローブデータ
情報提供作業

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 5,428,500

現在、沖電気工業株式会社のシステムであるＬＯＣＯもびによるデータ収集作
業を行っている。沖電気工業株式会社は、他社よりも早期からＡＳＰ活用型車
輌位置データ収集システムを運用しており当該技術について豊富な経験と卓越
した技術力を有している。また、他社システムを利用し本作業を行うとなる
と、新システムへの転換に際して時間を要するため、長期に渡って欠測が期間
が生じることが考えられ、本作業の目的である「通年に渡る」データ取得が不
可能となる。
したがって、沖電気工業株式会社は必要な諸条件を満たし、本作業の目的を合
理的にかつ的確に履行できる唯一の業者である。（会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第3項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11633 名古屋電機工業（株） 河之内トンネル防災設備修繕
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年 9月 6日 182,700

当該装置が落雷の影響と予想される事由により、松山河川国道事務所からトン
ネル防災設備の警報発信・設備状況が監視不能となっているため、不具合と
なっている基盤交換及び修理後の動作確認を行うものである。本修繕にあたっ
て必要となる装置本体の電子回路設計は、前製造者が独自に開発、保有してい
るため、本契約において所要の機能を確実に復元できるのは前製造者に限られ
ることから競争が存在しない。また、当該設備の不稼働は道路管理上、多大な
影響を及ぼすため緊急に修復する必要があるが、迅速・確実に対応が可能であ
るのは前製造者に限られる。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11634 （株）東芝 ＣＣＴＶ監視制御設備修繕
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年12月21日 604,800

当該装置は設置後５年が経過し現在に至っているところであるが、ハードディ
スクの経年劣化と予想される事由により故障しており、事務所・出張所からの
映像監視が不能となっているため、不具合が発生しているハードディスク２台
の交換、部品交換に伴うインストール作業及び作業後の動作確認を行うもので
ある。本修繕にあたって必要となる構成部品の電子回路設計及びソフトウエア
は、上記業者が独自に開発・保有していることから、本契約において所要の機
能を確実に復元できるの設備の製造者である上記業者に限られることから競争
が存在しない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11635 （株）日立製作所
今治道の駅道路情報処理装置修
繕

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年12月21日 96,600

当該装置は設置後７年が経過し現在に至っているところであるが、今般、構成
部品の一部が経年劣化と予想されう事由により、性能を維持することが困難で
あると判断されるため、その不具合部位の交換及び総合調整を行うものであ
る。交換にあたって必要となる装置本体の電子回路設計等は、前製造者が独自
に開発、保有しているため、本契約において所要の能力を確実に復元できるの
は前製造者に限られることから競争が存在しない。また、当該装置の不稼働は
道の駅利用者に多大な影響を及ぼすため緊急に修復する必要があるが、本装置
を迅速かつ確実に行うことができる施設環境及び品質管理体制を保有している
のは前製造者に限られることから競争が存在しない。（会計法第２９条の３第
４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11636 日本電子計算機（株）
平成１７年度　パーソナルコン
ピュータ賃貸借（その６）

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年07月01日 244,692
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

11637 （有）ヤマト商事
平成１７年度 図面作成支援シ
ステム関連機器賃貸借（その
２）

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 18年01月31日 31,500
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

11638 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　石手川ダム管理
システム操作端末外賃貸借

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年4月1日 213,948
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

11639 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　石手川ダム管理
システム送信用サーバ賃貸借

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年4月1日 670,320
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計
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11640 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　石手川ダム管理
システム用サーバ外賃貸借

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年4月1日 1,122,660
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

11641 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度
河川情報防災関連機器賃貸借

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年4月1日 462,861
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

11642 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度
河川情報防災関連機器賃貸借
（その２）

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年6月28日 889,560
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

11643 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度
河川情報防災関連機器賃貸借
（その３）

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年7月1日 33,705
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

11644 非公表 土地借料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 1,248
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

11645 非公表 土地借料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 17,424
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

11646 四国ゼロックス（株） デジタル複合機保守（その３）
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年4月1日 1,413,813

本複合機は富士ゼロックス（株）社製であり、そのメンテナンスにあたって、
機器の構造を熟知した者を多数有し迅速に対応できるのは富士ゼロックス
（株）だけであるため。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11647 四国ゼロックス（株） デジタル複合機保守
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 1,658,304

本複合機は富士ゼロックス（株）社製であり、そのメンテナンスにあたって、
機器の構造を熟知した者を多数有し迅速に対応できるのは富士ゼロックス
（株）だけであるため。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11648 四国ゼロックス（株）
デジタル複合機（カラー外）賃
貸借及び保守

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 1,493,173
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11649 四国ゼロックス（株） デジタル複合機保守（その７）
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 18年01月20日 2,737,260

本複合機は富士ゼロックス（株）社製であり、そのメンテナンスにあたって、
機器の構造を熟知した者を多数有し迅速に対応できるのは富士ゼロックス
（株）だけであるため。（会計法第２９条の３第４項,予決令第１０２条の４第
３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11650 四国ゼロックス（株） デジタル複合機保守（その８）
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年09月13日 1,816,646

本複合機は富士ゼロックス（株）社製であり、そのメンテナンスにあたって、
機器の構造を熟知した者を多数有し迅速に対応できるのは富士ゼロックス
（株）だけであるため。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11651 四国リコ－（株）
デジタル複合機（カラー）賃貸
借及び保守

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 2,537,003
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11652 四国リコ－（株） デジタル複合機保守（その２）
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 697,851

本複合機は（株）リコー社製であり、そのメンテナンスにあたって、機器の構
造を熟知した者を多数有し迅速に対応できるのは富士四国リコー（株）愛媛支
社だけであるため。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３
号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11653 四国リコ－（株） デジタル複合機保守（その６）
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年08月31日 933,850

本複合機は（株）リコー社製であり、そのメンテナンスにあたって、機器の構
造を熟知した者を多数有し迅速に対応できるのは富士四国リコー（株）愛媛支
社だけであるため。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第
３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11654 （株）中予事務機
デジタル複合機賃貸借（その
５）

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 12
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11655 日立キャピタル（株） デジタル複合機賃貸借
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 24,150
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11656 沖電気工業（株）
プローブ情報システム機器賃貸
借

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 264,600
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度以降は委託等を行わない）

11657 日立キャピタル（株）
Ａ０デジタル複写機賃貸借（そ
の２）

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年08月30日 48,384
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11658 日立キャピタル（株）
デジタル複合機賃貸借（その
８）

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年09月13日 24,150
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11659 日立キャピタル（株） Ａ０デジタル複写機賃貸借
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 343,350
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11660 四国ゼロックス（株）
デジタル複合機（カラー）賃貸
借

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 50,400
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11661 四国ゼロックス（株）
デジタル複合機賃貸借（その
３）

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 404,460
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11662 四国ゼロックス（株）
デジタル複合機賃貸借（その
４）

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 88,200
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11663 富士ゼロックス（株） Ａ０デジタル複写機保守
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年05月24日 128,486

本複合機は富士ゼロックス（株）社製であり、そのメンテナンスにあたって、
機器の構造を熟知した者を多数有し迅速に対応できるのは富士ゼロックス
（株）だけであるため。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）
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11664 四国ゼロックス（株） デジタル複合機保守（その４）
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 1,972,023

本複合機は富士ゼロックス（株）社製であり、そのメンテナンスにあたって、
機器の構造を熟知した者を多数有し迅速に対応できるのは富士ゼロックス
（株）だけであるため。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11665 四国ゼロックス（株）
デジタル複合機賃貸借（その
７）

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年09月13日 40,446
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11666 富士ゼロックス（株）
Ａ０デジタル複写機保守（その
２）

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年08月31日 110,250

本複合機は富士ゼロックス（株）社製であり、そのメンテナンスにあたって、
機器の構造を熟知した者を多数有し迅速に対応できるのは富士ゼロックス
（株）だけであるため。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４
第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11667 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　ファイル・プリ
ンタサーバ賃貸借（その２）

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 413,595
　複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以
降に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11668 リコーリース（株）
デジタル複合機賃貸借（その
２）

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 495,600
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11669 リコーリース（株）
デジタル複合機賃貸借（その
６）

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年08月30日 69,384
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11670 東芝ファイナンス（株）
デジタル複写機賃貸借（建設監
督官）

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 127,260
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11671
コニカミノルタビジネスソ
リューションズ（株）

電子複写機賃貸借及び保守（事
務所４階）

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 246,971

本複合機はミノルタ（株）社製であり、そのメンテナンスにあたって、機器の
構造を熟知した者を多数有し迅速に対応できるのはコニカミノルタビジネスソ
リューションズ（株）だけであるため。（会計法第２９条の３第４項、予決令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11672
コニカミノルタビジネスソ
リューションズ（株）

デジタル複写機保守（建設監督
官）

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 1,683,293

本複合機はミノルタ（株）社製であり、そのメンテナンスにあたって、機器の
構造を熟知した者を多数有し迅速に対応できるのはコニカミノルタビジネスソ
リューションズ（株）だけであるため。（会計法第２９条の３第４項、予決令
第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11673 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　ファイル・プリ
ンタサーバ賃貸借（その３）

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 2,280,600
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11674 ＮＥＣリース（株） 平成１７年度　サーバ賃貸借
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 500,220
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11675 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　ルータ機器賃貸
借（その１）

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 2,147,040
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11676 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　ルータ機器賃貸
借（その２）

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 3,528,000
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２２年
度より国庫債務負担行為を計上）

11677 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　ファイル・プリ
ンタサーバ賃貸借（その１）

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年05月10日 2,149,875
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11678 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　サーバ賃貸借
（その２）

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年09月30日 123,732
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11679 日本電子計算機（株）
平成１７年度　パーソナルコン
ピュータ賃貸借（その６）

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年07月01日 244,692
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11680 リコーリース（株）
平成１７年度　図面入出力シス
テム賃貸借

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 640,920
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11681 リコーリース（株）
平成１７年度　カラー図面入出
力装置賃貸借

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年05月10日 1,517,040
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11682 日立キャピタル（株）
平成17年度　特殊車両通行許可
システム用パソコン賃貸借

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 205,380
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11683 日本無線（株）
平成１７年度　石手川ダム管理
用制御処理設備改造

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年9月16日 8,557,500

本契約において必要となる前製造設備のソースプログラム等は、前製造者が独
自に開発、保有しているため、所要の機能を確実に実現できる一体のシステム
を完成できるのは、前製造者に限られることから競争が存在しない。（会計法
第29条の3第4項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より公募を
実施）

11684 日立キャピタル（株）
平成17年度　ＭＩＣＨＩシステ
ム関連機器賃貸借

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 696,528
　複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以
降に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11685 日立キャピタル（株）
平成17年度　図面管理システム
関連機器賃貸借

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 16,758,000
　複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以
降に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11686
ダイキンエアテクノ四国
（株）

建設監督官詰所外空調設備（夏
季）点検整備

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年4月22日 429,450
少額なことによる随意契約（会計法第29条の3第5項及び予決令第99条の7）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

11687
ダイキンエアテクノ四国
（株）

重信川出張所外空調設備（夏
季）点検整備

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年4月25日 741,300
少額なことによる随意契約（会計法第29条の3第5項及び予決令第99条の7）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）
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11688
ダイキンエアテクノ四国
（株）

西条国道維持出張所空調機修繕
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年7月25日 72,030
少額なことによる随意契約（会計法第29条の3第5項及び予決令第99条の7）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

11689
ダイキンエアテクノ四国
（株）

大島監督官詰所空調機修繕
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年9月26日 254,100
少額なことによる随意契約（会計法第29条の3第5項及び予決令第99条の7）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

11690
ダイキンエアテクノ四国
（株）

建設監督官詰所外空調設備（冬
季）点検整備

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年10月24日 319,200
少額なことによる随意契約（会計法第29条の3第5項及び予決令第99条の7）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

11691
ダイキンエアテクノ四国
（株）

重信川出張所外空調設備（冬
季）点検整備

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年11月2日 481,950
少額なことによる随意契約（会計法第29条の3第5項及び予決令第99条の7）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

11692 池田電機（株）
松山河川国道事務所空調設備
（夏季）点検整備

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年4月19日 924,000
少額なことによる随意契約（会計法第29条の3第5項及び予決令第99条の7）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

11693 池田電機（株）
松山河川国道事務所換気設備点
検整備

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年4月20日 861,000
少額なことによる随意契約（会計法第29条の3第5項及び予決令第99条の7）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

11694 池田電機（株）
松山河川国道事務所空調設備
（冬季）点検整備

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年10月31日 932,400
少額なことによる随意契約（会計法第29条の3第5項及び予決令第99条の7）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

11695 池田電機（株）
松山河川国道事務所換気設備
（冬季）点検整備

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年11月4日 869,400
少額なことによる随意契約（会計法第29条の3第5項及び予決令第99条の7）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

11696 佐藤機械(株)
平成17年度重信川水質自動監視
装置点検業務

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年4月1日 5,565,000
機器製作メーカーの代理店が機器設置を行っており、機器の取扱に精通してい
る。（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行（平成１９年度
以降一般競争入札へ移行）

11697 三精輸送機（株）
庁舎乗用エレベータドアワイ
ヤー取替修繕

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成18年3月3日 151,725
設備の製作メーカーでなければ部品の確保が困難なこと及び安全性の保証が不
可能なため（会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11698 （株）開発技術センター
平成１７年度　石手川ダム管理
システム保守作業

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年5月13日 1,554,000

本システムを作成した業者であり、本システムの詳細まで把握している。ま
た、本システムの基本プログラムに関しては著作権も所有しているため。（会
計法第29条の3第4項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11699 オムロン（株） 平田交通量常時観測装置修理
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年06月14日 441,000

機器はオムロン株式会社において製作・購入しており、機器に十分熟知し修理
可能な唯一の業者である。（会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3
号） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11700 オムロン（株） 交通量常時観測装置調整
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年11月10日 556,500
機器はオムロン株式会社において製作・購入しており、機器に十分熟知し修理
可能な唯一の業者である。（会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3
号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11701 （株）日進機械
平成１７年度　大気常時観測局
保守点検

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月04日 4,683,000

大気常時観測装置データロガーのデータ収集ソフトは専用のものであり、愛媛
県内において取り扱えるのは株式会社日進機械だけであり、大気常時観測装置
の保守・部品交換を伴う定期点検・異常判定を一貫して行うことが出来るのも
株式会社日進機械だけである。(会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3
号)

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）

11702 ㈱拓和 無線局定期検査取扱手数料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成18年 1月13日 168,000

衛星通信車（ＪＳＣ建設松山可搬地球１）の無線局定期検査取扱手数料の支払
いを行うものである。当該無線局が使用しているＪＳＡＴ㈱の衛星通信回線利
用は、国土交通省とＪＳＡＴ㈱の専用契約者である上記業者と「衛星通信回線
の利用」契約を行っていることから、「衛星通信専用サービス契約約款」に基
づく無線局検査取扱手数料の支払いは上記業者に限定されることから競争が存
在しない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11703 （株）ウェザーニューズ 石手川ダム流域気象情報提供
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年5月30日 819,000

本件において、気象庁レーダと国交省レーダを用いた降雨予測が不可欠であ
り、これを確実に履行出来る唯一の業者である。（会計法第29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11704 山陽映画（株） サーバー管理運営
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年4月1日 383,250

複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項）

その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計
上）

11705 日本電気（株） インターネット情報使用料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年05月24日 516,075

平成１６年度に契約している日本電気（株）においては、特別第二種のプロバ
イダーの資格を持ち、さらにサービス及びセキュリティ面においても信頼性が
あることから、平成１７年度も継続して契約を行う。（会計法第２９条の３第
４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11706 （株）ＮＴＴ西日本－四国
Ｄｏｐａ遠隔監視データ利用料
金

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 133,560
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11707 西日本電信電話（株） 電話料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年4月1日 12,468,381
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11708
ＮＴＴコミュニケーション
ズ（株）

電話料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年4月1日 16,158
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約
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11709 （株）ＳＴＮｅｔ 通信回線使用料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 510,300
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11710
（株）エヌ・ティ・ティ・
ドコモ四国

携帯電話料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年4月1日 5,614,367
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11711 （株）愛媛ＣＡＴＶ ＣＡＴＶ利用料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 78,540
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11712 （有）ヤマト商事
平成１７年度　図面作成支援シ
ステム関連機器賃貸借

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 294,000
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11713
（有）不動産評価研究所石
井事務所

不動産等価格調査報酬料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 18年03月17日 240,450

中央用対連通知により公共事業に係る不動産鑑定報酬基準が定められているこ
と及び不動産の鑑定評価に関する法律第２条第３項に規定する不動産鑑定業者
で評価の公正を妨げる事情がなく実績からみて適当と認められ、専門的知識及
び資格を有し、公平・中立的な業務執行の必要性から契約の性質が競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11714 ＮＥＣリース（株）
パーソナルコンピュータ賃貸借
（その１）

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 421,470
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11715 ＮＥＣリース（株）
パーソナルコンピュータ賃貸借
（その４）

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 2,038,680
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11716 日本電子計算機（株）
パーソナルコンピュータ賃貸借
（その３）

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 1,481,130
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11717 東芝ファイナンス（株）
パーソナルコンピュータ賃貸借
（その２）

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 3,903,480
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11718 東芝ファイナンス（株）
パーソナルコンピュータ賃貸借
（その５）

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 154,980
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11719 ＫＤＤＩ（株） 電話料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年4月1日 1,598,978
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11720 ＫＤＤＩ（株） 携帯電話料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年4月1日 998,836
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11721 東芝ファイナンス（株）
平成17年度　道路巡回システム
関連機器賃貸借

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 1,378,860
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11722 東芝ファイナンス（株）
平成17年度　道路巡回システム
関連機器賃貸借（その3）

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年10月27日 186,375
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11723 東芝ファイナンス（株）
平成17年度　道路巡回システム
関連機器賃貸借（その2）

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 2,945,250
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11724 東芝ファイナンス（株）
平成17年度　道路巡回システム
関連機器賃貸借（その4）

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 18年02月28日 55,125
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11725 日立キャピタル（株）
平成17年度　道路情報関連機器
賃貸借

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 21,533,400
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11726 （株）アグサス
平成17年度　道路管理情報提供
機器賃貸借

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 869,400
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11727 日本郵政公社 後納郵便料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年4月1日 1,718,580
法令等により契約の相手方が特定されるため（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11728 四国電力（株） 電気料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年4月1日 125,621,075
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11729 四国中央市水道事業会計 水道料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年4月1日 42,840
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11730 落出水道組合
平成１７年度落出地区簡易水道
組合水道使用料

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年4月1日 8,400
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11731
新居浜市水道事業会計　新
居浜市長

水道料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年4月1日 19,464
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11732
西条市水道事業（小松地
区）西条市長

水道料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年4月1日 22,296
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約
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11733 平和不動産鑑定（株） 不動産鑑定料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 18年03月16日 328,650

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11734 西日本電信電話（株） 管理用通信線添加料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 107,520
通信線添加料（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11735
日野不動産鑑定事務所日野
敦夫

不動産鑑定料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 18年03月16日 328,650

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11736 四国電力株 管理用通信線共架料（その２）
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 46,305
場所が限定されることにより、供給者が一に特定されるため（会計法第２９条
の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11737 四国電力株 管理用通信線共架料（その１）
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 58,826
場所が限定されることにより、供給者が一に特定されるため（会計法第２９条
の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11738 四国電力株 管理用通信線共架料（その３）
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月01日 7,638
場所が限定されることにより、供給者が一に特定されるため（会計法第２９条
の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11739 四国電力株 地中管路使用料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 18年02月06日 2,336
場所が限定されることにより、供給者が一に特定されるため（会計法第２９条
の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11740 （株）ぎょうせい 追録代
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年4月1日 3,096,400
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11741 新日本法規出版（株） 追録代
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年4月1日 2,449,400
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11742 第一法規（株） 追録代
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年4月1日 228,910
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 　

11743 （株）大成出版社 追録代
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年4月1日 141,512
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11744 東京法令出版（株） 追録代
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年4月1日 1,063,735
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11745
エヌ・ジェイ出版販売
（株）

追録代
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年4月1日 16,950
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11746 （株）伸法社 追録代
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年4月1日 38,225
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11747 （財）電気通信振興会 追録代
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年4月1日 37,960
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11748 （社）土木学会 防災知識（ＤＶＤ外）
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年07月20日 840,000
作成元でのみ販売されている（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11749
道路広報センター　事務局
長　佐藤茂

「道の日」ＰＲ用品
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年07月05日 72,000
作成元でのみ販売されている（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11750
（財）えひめ地域政策研究
センター

平成１７年度　しまなみ海道整
備効果基礎資料作成

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年11月16日 6,877,500

左記団体は、愛媛県内の地域の実状や課題に適切に対応した調査研究や提言並
びにまちづくり活動支援の機能を有した地域政策研究機関である。また、本業
務を遂行するために不可欠な地域の実状に精通し、対象地域のほかにも本州四
国連絡橋の事業経過に関わる文献、行政関係資料等豊富な情報量を有してい
る。県内の自治体を正会員に、企業や団体を賛助会員とするネットワークを持
ち、調査能力や政策提言能力及び普及啓発のノウハウを総合的に有した、本業
務の遂行に適した唯一の団体である。
(会計法29条の3第4号、予決令102条の4第3号)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11751 （株）エス・ピー・シー
平成１７年度　道路事業広報
（その２）

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月12日 5,717,250

広報パンフレットが市民の手元に届くような有効な配布手段について、愛媛県
下で市民に一番身近な場所に設置してあり、一般の人が自由にパンフレットを
取っていけるのは、株式会社エス・ピー・シーのスタンドサービス「イエロー
スタンド」以外にはない。(会計法２９条の３第４号、予決令１０２条の４第３
号)

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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11752
（社）愛媛県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会

平成１７年度　登記業務委託
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 18年04月28日 9,333,311

本業務の実施には、不動産の表示に関する登記の専門的知識と土地家屋調査士
法に基づく土地家屋調査士の資格及び広域的な範囲で同時・多量の業務を実施
できる能力が必要である。当協会は、土地家屋調査士法第63条第1項に基づき、
官公署等による不動産の表示に関する登記嘱託又は申請の適性かつ迅速な実施
に寄与することを目的に設立された法人であり、不動産表示登記に関する専門
的知識や技能、豊富な経験を有し、かつ現地の状況等に精通した土地家屋調査
士を確保しており、公共嘱託表示登記の専門機関として県内唯一の法人である
ため、当協会以外に本業務を実施できる能力を有する団体は存しない。（会計
法第29条の3第4項予決令第102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11753
日野不動産鑑定事務所日野
敦夫

不動産等価格調査報酬料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年05月24日 619,500

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11754
日野不動産鑑定事務所日野
敦夫

不動産等に関する調査報酬料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 18年02月23日 84,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11755
日野不動産鑑定事務所日野
敦夫

不動産等に関する調査報酬料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 18年02月23日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11756 （有）藤本不動産鑑定 不動産等に関する調査報酬料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年08月05日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11757
（株）渡辺不動産鑑定士事
務所

不動産等価格調査報酬料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 18年02月20日 1,253,700

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11758
（有）大西不動産鑑定事務
所

不動産等価格調査報酬料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年06月24日 767,550

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11759
（有）大西不動産鑑定事務
所

不動産等に関する調査報酬料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年06月24日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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11760 （有）石川不動産鑑定所 不動産等に関する調査報酬料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月11日 40,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11761 平和不動産鑑定（株） 不動産等に関する調査報酬料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月04日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11762 平和不動産鑑定（株） 不動産等価格調査報酬料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月07日 680,400

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11763 平和不動産鑑定（株） 不動産等に関する調査報酬料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年05月17日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11764 平和不動産鑑定（株） 不動産等に関する調査報酬料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年05月17日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11765 平和不動産鑑定（株） 不動産等価格調査報酬料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年12月02日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11766 平和不動産鑑定（株） 不動産等価格調査報酬料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 18年02月01日 168,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11767 平和不動産鑑定（株） 不動産等価格調査報酬料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 18年02月03日 168,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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11768 （有）高橋不動産鑑定 不動産等価格調査報酬料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 18年02月03日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11769
（有）岡田不動産評価シス
テム

不動産等価格調査報酬料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年12月09日 168,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11770
（有）不動産評価研究所石
井事務所

不動産等価格調査報酬料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 18年02月03日 360,150

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11771
（株）北四国不動産鑑定セ
ンター

不動産等価格調査報酬料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年11月29日 606,900

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11772 平和不動産鑑定（株） 不動産等に関する調査報酬料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月15日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11773 平和不動産鑑定（株） 不動産等に関する調査報酬料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年05月25日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11774 平和不動産鑑定（株） 不動産等に関する調査報酬料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年05月25日 84,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11775 平和不動産鑑定（株） 不動産等に関する調査報酬料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年07月26日 84,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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11776 平和不動産鑑定（株） 不動産等価格調査報酬料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 18年02月02日 1,088,850

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11777 平和不動産鑑定（株） 不動産等価格調査報酬料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 18年02月02日 290,850

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11778 平和不動産鑑定（株） 不動産等に関する調査報酬料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 18年02月02日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11779
日野不動産鑑定事務所日野
敦夫

不動産等に関する調査報酬料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年05月26日 84,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11780
日野不動産鑑定事務所日野
敦夫

不動産等価格調査報酬料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 18年02月02日 303,450

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11781
日野不動産鑑定事務所日野
敦夫

不動産等に関する調査報酬料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 18年03月03日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11782 （有）藤本不動産鑑定 不動産等に関する調査報酬料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年08月01日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11783
（有）不動産評価研究所石
井事務所

不動産等価格調査報酬料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年06月21日 303,450

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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11784
（有）不動産評価研究所石
井事務所

不動産等に関する調査報酬料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年07月14日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11785
（有）不動産評価研究所石
井事務所

不動産等に関する調査報酬料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年09月28日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11786
日野不動産鑑定事務所日野
敦夫

不動産等に関する調査報酬料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年05月24日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11787 平和不動産鑑定（株） 不動産等価格調査報酬料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月26日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11788 平和不動産鑑定（株） 不動産等価格調査報酬料
菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年04月26日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11789
（財）日本システム開発研
究所

平成１７年度　肱川の洪水と河
川事業のつながり調査検討業務
委託　一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村211

平成 18年01月23日 7,980,000

本業務の実施にあたっては、肱川流域の地理的特徴や治水の歴史、河川整備の
在り方を熟知し、有識者の情報ならびに地域のオピニオンリーダー等との関係
が構築されていることに加え、幅広い視野で国家的な見知に立って大規模事業
に対する世論の動向等を科学的に分析し、大規模河川事業の必要性を人々に分
かりやすく伝えるための有効な方策を提起できる能力が必要である。財団法人
日本システム開発研究所は、学界、官界及び財界の優れた頭脳を広く動員する
ことにより、システムズ・アナリシス等の科学的手法を開発・応用し、我が国
経済・社会が要求する国家的課題に対し有効な方策を提供し、もって行財政の
効率化に資することを目的として設立された公益法人である。同法人は、過去
に肱川において「知る」「考える」「行動する」人を増やすことによってより
良い肱川流域づくりを進めるための「肱川と人のつながりに関する調査検討」
を行っており、肱川における大規模河川と住民の関わりに関する十分な知識を
有し、流域のオピニオン・リーダー等との信頼関係が構築されているととも
に、システムズ・アナリシス等の科学的手法により、大規模事業に対する世論
の動向を分析する能力を有している当該業務を遂行できる唯一の業者である。
（会計法29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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11790
（財）日本システム開発研
究所

平成１７年度　肱川の洪水と河
川事業のつながり調査検討業務
委託　一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 18年01月23日 7,980,000

本業務の実施にあたっては、肱川流域の地理的特徴や治水の歴史、河川整備の
在り方を熟知し、有識者の情報ならびに地域のオピニオンリーダー等との関係
が構築されていることに加え、幅広い視野で国家的な見知に立って大規模事業
に対する世論の動向等を科学的に分析し、大規模河川事業の必要性を人々に分
かりやすく伝えるための有効な方策を提起できる能力が必要である。財団法人
日本システム開発研究所は、学界、官界及び財界の優れた頭脳を広く動員する
ことにより、システムズ・アナリシス等の科学的手法を開発・応用し、我が国
経済・社会が要求する国家的課題に対し有効な方策を提供し、もって行財政の
効率化に資することを目的として設立された公益法人である。同法人は、過去
に肱川において「知る」「考える」「行動する」人を増やすことによってより
良い肱川流域づくりを進めるための「肱川と人のつながりに関する調査検討」
を行っており、肱川における大規模河川と住民の関わりに関する十分な知識を
有し、流域のオピニオン・リーダー等との信頼関係が構築されているととも
に、システムズ・アナリシス等の科学的手法により、大規模事業に対する世論
の動向を分析する能力を有している当該業務を遂行できる唯一の業者である。
（会計法29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11791 エヌエス環境（株）
平成１７年度　肱川流域浄化実
験施設保守業務（その２）　一
式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年07月04日 5,806,500

本業務は、平成１４年度より肱川流域において継続的に行われている水質浄化
実験施設（肱川水系河辺川（肱川町）、肱川水系小田川支川清正川（内子
町））の保守点検業務である。本業務を行う施設は、接触酸化槽において多段
土壌層式簡易高度浄化装置というエヌエス環境㈱独自のシステム（特許申請
中）により製作されている。製作後の数年間は試験的な維持管理を行い、現地
状況に合わせた 適条件で運用管理することが必要である。エヌエス環境㈱
は、今回維持管理する接触酸化槽（多段土壌層式簡易高度浄化装置）について
特許を申請中であり、現地状況に合わせた 適条件で運用管理する知識と技術
を唯一持ち合わせている。以上により、上記業者は本業務を遂行するにあたり
適条件で運用管理する知識及び技術を持っている唯一の機関である。(会計法

29条の3第4項、予決令第102条の4第3号）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11792 （株）愛媛新聞社
河川国道事業に関する新聞広告
作業　一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年04月26日 24,556,770

本作業は、当事務所が今後肱川河川整備計画に基づき肱川の河川整備ならびに
南予における道路整備を行う必要性及びあり方について広く県民に周知するだ
けでなく説明責任を果たすために、広く地元の人々に理解をしてもらうべく風
土・歴史から現状を含めて新聞紙上に掲載するものである。㈱愛媛新聞社は、
愛媛県内における新聞の世帯普及率が他社に比べ圧倒的に多く広く地元の人々
に理解してもらう主旨を実現するに十分足りる要件を備えており、かつ本件を
遂行できる唯一の業者である（会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3
号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11793 南海放送（株） 平成１７年度　道路事業広報
鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年08月08日 22,690,500

本業務の遂行にあたっては、より多くの地域住民へ継続的に情報発信し、浸透
させることが広報戦略上の重要な視点であり、テレビ・ラジオ相互に関連づけ
た広報活動が不可欠である。その為には、愛媛県内での放送メディアとして十
分な実績を有し、テレビとラジオ両方のメディア機能を有している会社は、愛
媛県内では南海放送株式会社しかなく、各種イベント等の企画運営について十
分な実績を有しており、このような能力を有する業者は本会社をおいて他にな
い。以上のことから、本業務を実施可能な唯一の会社である南海放送株式会社
と会計法２９条の３第４号、予決令１０２条の４第３号により随意契約を行う
ものである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11794 南海放送（株）
「南予のくらしとみち」フォー
ラム広報等作業　一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年05月09日 11,489,415

本件は、南予らしい道づくりを広く発信することにより、道路ボランティアの
さらなる広がりや道路行政への理解を深めてもらうことを目的とし、南海放送
（株）が全体企画及びプロデュースを行ったイベントの映像（著作権）を使用
すると伴に、より多くの地域住民へ情報発信し、浸透させる事が重要で、テレ
ビ・ラジオ相互に関連づけた広報活動が必要となる。テレビとラジオ両方のメ
ディアを有している会社は、愛媛県内には南海放送（株）しかない。以上のこ
とから、本業務を執行できるできる能力を有する業者は本会社をおいて他にな
い。（会計法第29条の3第4号,予決令第102条の4第3号）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11795 村上工業（株） 災害用資材運搬一式
鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年08月29日 166,950

肱川においては年度当初に「災害における河川災害応急復旧に関する協定」を
結んでおり、五郎箇所においては上記業者と協定を締結している。今回の資機
材運搬は協定に基づき、五郎箇所へ土嚢その他を運搬するものである。した
がって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３項の規定に
基づき、上記業者と随意契約するものである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11796 （株）長大 南予地域風土資料整理　一式
鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 18年03月03日 966,000
少額なことによる随意契約（会計法第29条の3第5号,予決令99条第七号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）

11797 （株）長大 南予風景街道資料整理　一式
鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 18年03月07日 987,000
少額なことによる随意契約（会計法第29条の3第5号,予決令99条第七号）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）

11798 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　河川ＧＩＳ端末
賃貸借　一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年04月01日 247,590
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計
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11799 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　河川ＧＩＳ端末
賃貸借（その２）　一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年12月22日 10,080
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

11800 ＮＥＣリース（株）
平成17年度　端末装置の賃貸借
（その5）一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年07月29日 73,143
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

11801 ＮＥＣリース（株）
平成17年度　サーバ賃貸借（そ
の5）一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年10月31日 184,800
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

11802 ＮＥＣリース（株）
平成17年度　ルータ賃貸借（そ
の5）一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年12月28日 85,617
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

11803 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　サーバ賃貸借
（その２）一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年04月01日 2,537,325
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

11804 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　サーバ賃貸借
（その３）一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年04月01日 258,720
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

11805 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　サーバ賃貸借一
式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年04月01日 1,953,000
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

11806 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　水文水質サーバ
賃貸借（その２）　一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年12月22日 73,458
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

11807 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　水文水質サーバ
賃貸借　一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年04月01日 1,251,180
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

11808 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　ルータ賃貸借
（その２）一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年04月01日 1,650,600
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

11809 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　ルータ賃貸借
（その３）一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年04月01日 1,886,220
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

11810 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　ルータ賃貸借
（その４）一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年04月01日 1,080,135
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

11811 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　ルータ賃貸借一
式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年04月01日 2,197,440
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

11812 日東工営（株）
平成１７年度　仮設庁舎賃貸借
一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年04月01日 4,095,000
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11813 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　端末装置の賃貸
借一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年04月01日 11,760
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

11814 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　端末装置の賃貸
借（その３）一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年04月01日 1,037,610
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

11815 西日本電信電話（株）
平成１７年度　端末装置の賃貸
借（その４）一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年04月01日 6,188,364
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

11816 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　端末装置の賃貸
借（その２）一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年04月01日 219,912
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

11817 リコーリース（株）
平成１７年度　カラー図面入出
力装置賃貸借一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年04月01日 3,112,200
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

11818 日立キャピタル（株）
平成１７年度　図面管理システ
ム関連装置賃貸借

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年04月01日 14,616,000
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11819 森本清掃
平成17年度　プローブ情報シス
テム機器賃貸借　一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年04月01日 88,200
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11820 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度　道路巡回システ
ム関連機器賃貸借（その４）

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 18年02月24日 34,125
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11821 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度　道路巡回システ
ム関連機器賃貸借（その３）

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年09月30日 162,099
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11822 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度　道路巡回システ
ム関連機器賃貸借

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年04月01日 917,910
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11823 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度　道路巡回システ
ム関連機器賃貸借（その２）

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年04月01日 1,778,700
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11824 日立キャピタル（株）
平成１７年度　ＭＩＣＨＩ用
サーバ・端末機器賃貸借

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年04月01日 698,040
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11825 日立キャピタル（株）
平成１７年度　道路管理情報提
供機器賃貸借（その２）

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年04月01日 531,300
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11826 日立キャピタル（株）
平成１７年度　道路管理情報提
供機器賃貸借

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年04月01日 2,809,800
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）
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11827 （株）ヤマイチテクノ
発注者業務支援システム（ＣＳ
―ＧＶ）保守一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年04月01日 352,800

この発注者業務支援システム（ＣＳ－ＧＶ）は、納品された電子納品成果物の
チェック及び全文検索、閲覧機能を装備しているが、電子納品成果物のチェッ
クなどについては、電子納品要領及び基準が改定されるため、ソフトのバー
ジョンアップが必要となる。また、誤使用及び誤操作によるソフトの不具合が
発生した場合には、ソフト作成会社からの対応が必要となる。株式会社ヤマイ
チテクノにおいては、本ソフトの作成会社であり、また、本ソフトの販売、保
守は直接行っているため、代理店が存在しないことから、保守を受けられる唯
一の業者である。以上のことから上記法人は、本保守の目的を確実に履行でき
る唯一の業者であり、会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３
号に基づき随意契約を行うものである。

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より公募を
実施）

11828 日本電気（株） 行政端末関係移転作業一式
鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年04月19日 5,964,000

新庁舎移転に伴い、既設行政端末関係機器の移転について、製造メーカーであ
り、障害時の迅速な復旧並びに責任の明確化が出来るため、随意契約を行うも
のである。（会計法第29条の3第4号） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11829 佐藤機械（株）
平成１７年度　水質自動監視装
置保守点検　一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年04月01日 1,732,500

水質自動監視装置は設置機器メーカーシャープ㈱の代理店である上記業者によ
り設置されたものであり、上記業者は機器及び現地にも精通した技術者を有し
ている。また、上記業者は四国で唯一のシャープ㈱の代理店である。したがっ
て保守点検は佐藤機械㈱と会計法第２９条の３第４項、予算決算会計例第１０
２条の４第３号に基づき随意契約するものである。

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より公募を
実施）

11830 住友電気工業（株） 堤防監視システム修理　一式
鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年11月08日 668,283

本契約は、堤防監視システムに障害が発生しているため、修繕を行うものであ
る。本契約にあたっては設備の設計・製作に関する技術的資料を有し、製造・
機能・動作を充分に熟知し、修繕交換品を手配出来る唯一の製造業者が履行す
ることにより、今後の障害防止及び障害時における迅速な復旧運用はもとより
責任の所在を明確にすることが求められる。従って、設備の設計・製作・納入
を行った上記業者と会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３
号に基づき随意契約するものである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11831 （株）日立製作所
平成１７年度　道路管理リース
機器移設

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年05月12日 2,205,000

本件は、大洲河川国道事務所の移転に伴い、四国地方整備局大洲河川国道事務
所と日立キャピタル株式会社愛媛支店の間で契約している賃貸借契約で、リー
スしている機器を移設するものである。上記業者は、現在リースしている機器
の製造メーカーであり、機器及びシステム設計・製作に関する技術的資料を有
し、機能・動作を熟知している。従って、本業務の目的を確実に達成できる上
記業者を も適正と判断し、会計法２９条の３第４項に基づいて、株式会社日
立製作所　四国支社と随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11832 岩崎電気（株）
宇和島国道出張所トンネル非常
用設備修繕　一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年11月22日 214,200

本契約はトンネル非常用設備に障害が発生しているため、修繕を行うものであ
る。本契約にあたっては設備の設計・製作に関する技術的資料を有し製造・機
能・動作を充分に熟知し、修繕交換品を手配できる唯一の製造業者が履行する
ことにより、今後の障害防止及び障害時における迅速な復旧運用はもとより責
任の所在を明確にすることが求められる。従って、設備の設計・製作・納入を
行った上記業者と会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
に基づき随意契約するものである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11833 小糸工業（株）
伊賀上路面凍結検知装置修繕
一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年07月15日 485,100

本契約は伊賀上路面凍結検知装置に障害が発生しているため、修繕を行うもの
である。本契約にあたっては設備の設計・製作に関する技術的資料を有し製
造・機能・動作を充分に熟知し、修繕交換品を手配できる唯一の製造業者が履
行することにより、今後の障害防止及び障害時における迅速な復旧運用はもと
より責任の所在を明確にすることが求められる。従って、設備の設計・製作・
納入を行った上記業者と会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４
第３号に基づき随意契約するものである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11834 日本電気（株） 移動無線電話装置修繕　一式
鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 18年03月15日 22,050

本契約は移動無線電話装置に障害が発生しているため、修繕を行うものであ
る。本契約にあたっては設備の設計・製作に関する技術的資料を有し製造・機
能・動作を充分に熟知し、修繕交換品を手配できる唯一の製造業者が履行する
ことにより、今後の障害防止及び障害時における迅速な復旧運用はもとより責
任の所在を明確にすることが求められる。従って、設備の設計・製作・納入を
行った上記業者と会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
に基づき随意契約するものである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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11835 （株）日立製作所
御荘道の駅無停電電源装置修繕
一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 18年03月07日 640,080

本契約は御荘道の駅無停電電源装置に障害が発生しているため、修繕を行うも
のである。本契約にあたっては設備の設計・製作に関する技術的資料を有し製
造・機能・動作を充分に熟知し、修繕交換品を手配できる唯一の製造業者が履
行することにより、今後の障害防止及び障害時における迅速な復旧運用はもと
より責任の所在を明確にすることが求められる。従って、設備の設計・製作・
納入を行った上記業者と会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４
第３号に基づき随意契約するものである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11836 星和電機（株）
新谷（上り）Ａ型道路情報板修
繕　一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 18年03月15日 209,055

本契約は新谷（上り）Ａ形道路情報板に障害が発生しているため、修繕を行う
ものである。本契約にあたっては設備の設計・製作に関する技術的資料を有し
製造・機能・動作を充分に熟知し、修繕交換品を手配できる唯一の製造業者が
履行することにより、今後の障害防止及び障害時における迅速な復旧運用はも
とより責任の所在を明確にすることが求められる。従って、設備の設計・製
作・納入を行った上記業者と会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条
の４第３号に基づき随意契約するものである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11837 日本無線（株）
多重無線装置（北只局）修繕
一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年11月22日 217,350

本契約は多重無線装置（北只局）に障害が発生しているため、修繕を行うもの
である。本契約にあたっては設備の設計・製作に関する技術的資料を有し製
造・機能・動作を充分に熟知し、修繕交換品を手配できる唯一の製造業者が履
行することにより、今後の障害防止及び障害時における迅速な復旧運用はもと
より責任の所在を明確にすることが求められる。従って、設備の設計・製作・
納入を行った上記業者と会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４
第３号に基づき随意契約するものである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11838 星和電機（株）
大江（下り）道路情報表示板修
繕　一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年11月22日 202,125

本契約は大江（下り）道路情報表示板に障害が発生しているため、修繕を行う
ものである。本契約にあたっては設備の設計・製作に関する技術的資料を有し
製造・機能・動作を充分に熟知し、修繕交換品を手配できる唯一の製造業者が
履行することにより、今後の障害防止及び障害時における迅速な復旧運用はも
とより責任の所在を明確にすることが求められる。従って、設備の設計・製
作・納入を行った上記業者と会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条
の４第３号に基づき随意契約するものである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11839 岩崎電気（株）
大江（上り）道路情報表示板修
繕　一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年11月22日 286,650

本契約は大江（上り）道路情報表示板に障害が発生しているため、修繕を行う
ものである。本契約にあたっては設備の設計・製作に関する技術的資料を有し
製造・機能・動作を充分に熟知し、修繕交換品を手配できる唯一の製造業者が
履行することにより、今後の障害防止及び障害時における迅速な復旧運用はも
とより責任の所在を明確にすることが求められる。従って、設備の設計・製
作・納入を行った上記業者と会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条
の４第３号に基づき随意契約するものである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11840 東芝ライテック（株）
藤江住吉トンネル非常用設備修
繕　一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 18年03月15日 104,265

本契約は藤江住吉トンネル非常用設備に障害が発生しているため、修繕を行う
ものである。本契約にあたっては設備の設計・製作に関する技術的資料を有し
製造・機能・動作を充分に熟知し、修繕交換品を手配できる唯一の製造業者が
履行することにより、今後の障害防止及び障害時における迅速な復旧運用はも
とより責任の所在を明確にすることが求められる。従って、設備の設計・製
作・納入を行った上記業者と会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条
の４第３号に基づき随意契約するものである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11841 岩崎電気（株）
道路情報表示装置主制御機修繕
一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 18年03月28日 113,400

本契約は道路情報表示装置主制御機に障害が発生しているため、修繕を行うも
のである。本契約にあたっては設備の設計・製作に関する技術的資料を有し製
造・機能・動作を充分に熟知し、修繕交換品を手配できる唯一の製造業者が履
行することにより、今後の障害防止及び障害時における迅速な復旧運用はもと
より責任の所在を明確にすることが求められる。従って、設備の設計・製作・
納入を行った上記業者と会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４
第３号に基づき随意契約するものである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11842 小糸工業（株）
内海トンネル非常用設備修繕
一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年08月11日 309,750

本契約は内海トンネル非常設備に障害が発生しているため、修繕を行うもので
ある。本契約にあたっては設備の設計・製作に関する技術的資料を有し製造・
機能・動作を充分に熟知し、修繕交換品を手配できる唯一の製造業者が履行す
ることにより、今後の障害防止及び障害時における迅速な復旧運用はもとより
責任の所在を明確にすることが求められる。従って、設備の設計・製作・納入
を行った上記業者と会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３
号に基づき随意契約するものである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11843 （株）明電舎
内海中継所直流電源装置修繕
一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年11月04日 976,867

本契約は内海中継所直流電源装置修繕に障害が発生しているため、修繕を行う
ものである。本契約にあたっては設備の設計・製作に関する技術的資料を有し
製造・機能・動作を充分に熟知し、修繕交換品を手配できる唯一の製造業者が
履行することにより、今後の障害防止及び障害時における迅速な復旧運用はも
とより責任の所在を明確にすることが求められる。従って、設備の設計・製
作・納入を行った上記業者と会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条
の４第３号に基づき随意契約するものである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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11844 （株）明電舎
内海中継所予備発電設備修繕
一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年11月14日 925,281

本契約は内海中継所予備発電設備に障害が発生しているため、修繕を行うもの
である。本契約にあたっては設備の設計・製作に関する技術的資料を有し製
造・機能・動作を充分に熟知し、修繕交換品を手配できる唯一の製造業者が履
行することにより、今後の障害防止及び障害時における迅速な復旧運用はもと
より責任の所在を明確にすることが求められる。従って、設備の設計・製作・
納入を行った上記業者と会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４
第３号に基づき随意契約するものである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11845 （株）東芝
内海歩道トンネルＣＣＴＶ設備
修繕　一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 18年03月15日 170,100

本契約は内海歩道トンネルＣＣＴＶ設備に障害が発生しているため、修繕を行
うものである。本契約にあたっては設備の設計・製作に関する技術的資料を有
し製造・機能・動作を充分に熟知し、修繕交換品を手配できる唯一の製造業者
が履行することにより、今後の障害防止及び障害時における迅速な復旧運用は
もとより責任の所在を明確にすることが求められる。従って、設備の設計・製
作・納入を行った上記業者と会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条
の４第３号に基づき随意契約するものである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11846 名古屋電機工業（株）
白浦トンネル非常用設備修繕
一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年11月17日 344,610

本契約は白浦トンネル非常用設備に障害が発生しているため、修繕を行うもの
である。本契約にあたっては設備の設計・製作に関する技術的資料を有し製
造・機能・動作を充分に熟知し、修繕交換品を手配できる唯一の製造業者が履
行することにより、今後の障害防止及び障害時における迅速な復旧運用はもと
より責任の所在を明確にすることが求められる。従って、設備の設計・製作・
納入を行った上記業者と会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４
第３号に基づき随意契約するものである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11847 小糸工業（株）
法華津トンネル非常用設備修繕
一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年12月06日 409,500

本契約は法華津トンネル非常設備に障害が発生しているため、修繕を行うもの
である。本契約にあたっては設備の設計・製作に関する技術的資料を有し製
造・機能・動作を充分に熟知し、修繕交換品を手配できる唯一の製造業者が履
行することにより、今後の障害防止及び障害時における迅速な復旧運用はもと
より責任の所在を明確にすることが求められる。従って、設備の設計・製作・
納入を行った上記業者と会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４
第３号に基づき随意契約するものである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11848 星和電機（株）
嵐坂歩道トンネル防犯設備修繕
一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年08月26日 993,951

本契約は嵐坂歩道トンネル防犯設備に障害が発生しているため、修繕を行うも
のである。本契約にあたっては設備の設計・製作に関する技術的資料を有し製
造・機能・動作を充分に熟知し、修繕交換品を手配できる唯一の製造業者が履
行することにより、今後の障害防止及び障害時における迅速な復旧運用はもと
より責任の所在を明確にすることが求められる。従って、設備の設計・製作・
納入を行った上記業者と会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４
第３号に基づき随意契約するものである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11849 （株）東芝
松尾トンネル換気設備制御装置
基板修理　一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年10月03日 567,000

本件にあたっては、制御装置の設計・製作に関する技術的資料を有し、装置の
機能・動作を充分に熟知していなければならない。本業者は、松尾トンネル換
気設備制御装置を製作したメーカーであるため、設計・製作に関する技術的資
料を唯一有している業者であり、装置の機能・動作も充分に熟知している。以
上から本業者は本件を履行できる唯一の業者である。（会計法第29条の3第4号,
予決令第102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11850 日本電気（株）
平成１７年度　情報提供業務一
式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年04月01日 464,310

本業務は「平成１４年度情報提供業務」（競争入札において平成１４年度２月
１日業務開始）で契約している業務を平成１７年度も継続して行うものであ
る。会計法２９条の３第４項に基づき、上記業者と随意契約を行うものであ
る。 その他 随意契約によらざるを得ないもの

11851
（株）ケーブルネットワー
ク西瀬戸

ＣＡＴＶ利用料一式
鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 18年03月24日 35,280
長期契約（会計法第29条の12、予決令102の2）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11852 四国リコ－（株）
デジタル複写機（複合機）賃貸
借及び保守（その７）一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成17年4月1日 114,199
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度以降において国庫債務負担行為を計

単価契約

11853 富士ゼロックス（株）
デジタル複写機（複合機）賃貸
借及び保守（その２）

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成17年4月1日 566,396
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

単価契約

11854 富士ゼロックス（株）
デジタル複写機（複合機）賃貸
借及び保守（その３）

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成17年4月1日 252,193
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

単価契約

11855 富士ゼロックス（株）
デジタル複写機（複合機）賃貸
借及び保守（その４）

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成17年4月1日 886,493
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

単価契約

11856 富士ゼロックス（株）
デジタル複写機（複合機）賃貸
借及び保守（その５）

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成17年4月1日 1,028,862
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度以降において国庫債務負担行為を計

単価契約

11857 富士ゼロックス（株）
デジタル複写機（複合機）賃貸
借及び保守（その６）

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成17年4月1日 882,449
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度以降において国庫債務負担行為を計

単価契約

11858 富士ゼロックス（株）
デジタル複写機（複合機）賃貸
借及び保守（その８）

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年08月08日 388,644
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

単価契約
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11859 富士ゼロックス（株）
デジタル複写機（複合機）賃貸
借及び保守（その９）

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年09月13日 68,096
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

単価契約

11860 四国リコ－（株） 図面入出力システム保守一式
鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年05月16日 293,328

本案件は、リコーの図面入出力システムＩｍａｇｉｏｗｉｄｅ8100を賃貸借に
より導入するにあたり、システムが常時正常な状態で稼働するよう保守点検を
行い、システムに必要な消耗品（ドラムディベロッパー、トナー等）を円滑に
供給するものである。図面入出力システムの保守にあたり、リコーにより保守
を委託されている、四国リコー株式会社愛媛支社八幡浜営業所と会計法第29条
の3第4項に基づき、随意契約するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

単価契約

11861 リコーリース（株） 図面入出力システム賃貸借一式
鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年04月01日 1,871,100
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

単価契約

11862 独立行政法人　国立印刷局 官報公告料一式
鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年06月13日 418,950
法令に基づき一般競争入札公告の掲載先が特定されるため（会計法２９条の３
第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11863 ドコモ・システムズ（株） 位置情報サービス利用料一式
鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年04月22日 63,523
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11864 西日本電信電話（株） 電話専用料一式
鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成17年4月1日 5,133,261
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11865 西日本電信電話（株） 電話料一式
鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成17年4月1日 5,568,511
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11866 西日本電信電話（株） 電線施設添架料一式
鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年4月1日 176,400
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11867
ＮＴＴコミュニケーション
ズ（株）

電話料一式
鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成17年4月1日 57,708
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11868
（株）エヌ・ティ・ティ・
ドコモ四国

電話料一式
鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成17年4月1日 4,137,913
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11869 ＫＤＤＩ（株） 電話料一式
鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成17年4月1日 1,110,438
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11870 日本郵政公社 後納郵便料一式
鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成17年4月1日 2,202,265
法令等により契約の相手方が特定されるため（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11871 四国電力（株） 電気料一式
鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成17年4月1日 113,027,559
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11872 （津島町）町金庫　上水道 水道料一式
鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成17年4月1日 40,810
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11873
西予市　宇和上水道　企業
出納員

水道料一式
鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成17年4月1日 8,400
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11874
大洲市水道事業企業　出納
員

水道料一式
鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成17年4月1日 440,668
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11875
大洲市水道事業企業　出納
員

下水道料一式
鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成17年4月1日 26,422
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11876 宇和島市水道事業会計 水道料一式
鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成17年4月1日 259,545
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11877 内子町収入役 水道料一式
鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成17年4月1日 17,196
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11878 非公表 土地借料 　計４件
鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年04月01日 125,681
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

11879
（株）荒谷建設コンサルタ
ント

平成１７年度昭和橋上部工事の
施工に関する設計施工調整一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年10月27日 45,003

上記業者は、平成１４年度昭和橋実施設計業務委託及び平成１２年度中央橋実
施設計業務委託において上記工事目的物の詳細設計を行っている。以上から、
会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約
を行うものである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11880 （株）ウエスコ
平成17年度祝森改良工事の施工
に関する設計施工調整（その1）
一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年11月15日 63,000
工事の施工にあたり、設計施工調整会議に設計を担当したコンサルタントを出
席させるものである。（会計法第29条の3第4号,予決令第102条の4第3号） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11881 （株）ウエスコ
平成17年度　遠近改良工事の施
工に関する設計施工調整一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 18年02月03日 42,000 工事の施工にあたり、設計施工調整会議に設計を担当したコンサルタントを出
席させるものである。（会計法第29条の3第4号,予決令第102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11882
四国建設コンサルタント
（株）

平成17年度祝森改良工事の施工
に関する設計施工調整（その2）
一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年11月15日 76,545
工事の施工にあたり、設計施工調整会議に設計を担当したコンサルタントを出
席させるものである。（会計法第29条の3第4号,予決令第102条の4第3号） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11883
四国建設コンサルタント
（株）

平成17年度新篠川橋床版外1件工
事の施工に関する設計施工調整
一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年11月25日 73,080
工事の施工にあたり、設計施工調整会議に設計を担当したコンサルタントを出
席させるものである。（会計法第29条の3第4号,予決令第102条の4第3号） その他 随意契約によらざるを得ないもの
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11884
セントラルコンサルタント
（株）

平成17年度大洲道路北只跨道橋
床版工事の施工に関する設計施
工一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年11月25日 92,400
工事の施工にあたり、設計施工調整会議に設計を担当したコンサルタントを出
席させるものである。（会計法第29条の3第4号,予決令第102条の4第3号） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11885 沖電気工業（株）
平成１７年度　プローブデータ
提供作業　一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年04月01日 4,086,180

本作業に実施にあたっては、ASPに関する豊富な知識や経験を有するとともに、
機器購入を要しないASPサービスを展開し、任意地点でのデータ取得を可能とす
るサービスを有することが求められる。更に、管内において常時プローブデー
タを取得していて、それを提供できる必要がある。本企業は以上の条件を満た
し、本作業の目的を確実に履行できる唯一の企業である。（会計法第29条の3第
4号,予決令102条の4第3項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11886 （株）ぎょうせい 追録一式
鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成17年4月1日 3,895,328
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11887 新日本法規出版（株） 追録一式
鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成17年4月1日 1,181,950
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11888 第一法規（株） 追録一式
鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成17年4月1日 232,560
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11889 （株）大成出版社 追録一式
鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成17年4月1日 110,070
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11890 東京法令出版（株） 追録一式
鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成17年4月1日 648,644
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11891 （有）愛媛県官報販売所 追録一式
鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成17年4月1日 38,225
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11892 （財）電気通信振興会 追録一式
鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成17年4月1日 14,155
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11893 （株）ぎょうせい 追録一式
鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成17年4月1日 211,062
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11894 岡田印刷（株） 占用パンフレット作成
鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年12月01日 399,000
少額なことによる随意契約（会計法第29条の3第5項、予決令99条第七号）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11895
（株）北四国不動産鑑定セ
ンター

不動産等価格調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 17年11月21日 328,650

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11896
（株）北四国不動産鑑定セ
ンター

不動産等価格調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 17年11月21日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11897
（株）北四国不動産鑑定セ
ンター

不動産等価格調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 17年11月21日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11898
（株）北四国不動産鑑定セ
ンター

不動産等価格調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 17年11月21日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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11899
（株）北四国不動産鑑定セ
ンター

不動産等価格調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 17年11月21日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11900
（株）北四国不動産鑑定セ
ンター

不動産等価格調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 17年11月21日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11901
（株）北四国不動産鑑定セ
ンター

不動産等価格調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 17年11月21日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11902 （株）ケンホ－ムズ 不動産等価格調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 17年10月11日 1,126,650

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11903 （株）ケンホ－ムズ 不動産等価格調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 17年10月11日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11904 （株）ケンホ－ムズ 不動産等価格調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 17年10月11日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11905 （株）ケンホ－ムズ 不動産等価格調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 17年10月11日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11906 伊予高筑不動産鑑定事務所 不動産等価格調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 18年02月06日 303,450

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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11907 伊予高筑不動産鑑定事務所 不動産等価格調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 18年02月06日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11908 伊予高筑不動産鑑定事務所 不動産等価格調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 18年02月24日 303,450

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11909 伊予高筑不動産鑑定事務所 不動産等に関する調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 18年03月01日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11910
（有）岡田不動産評価シス
テム

不動産等価格調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 17年10月03日 823,200

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11911
（有）岡田不動産評価シス
テム

不動産等価格調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 17年10月03日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11912
（有）岡田不動産評価シス
テム

不動産等価格調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 17年10月03日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11913
（有）不動産評価研究所石
井事務所

不動産等価格調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 18年02月22日 455,700

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11914
（有）不動産評価研究所石
井事務所

不動産等価格調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 18年02月22日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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11915
（有）さくら総合鑑定事務
所

不動産等価格調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 17年10月17日 328,650

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11916
（有）さくら総合鑑定事務
所

不動産調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 17年11月14日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11917
（有）さくら総合鑑定事務
所

不動産調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 17年11月14日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11918
（有）さくら総合鑑定事務
所

不動産調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 17年11月14日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11919 伊予高筑不動産鑑定事務所 不動産調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 17年07月01日 84,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11920 （有）藤本不動産鑑定 不動産等価格調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 17年06月23日 312,470

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11921 （有）藤本不動産鑑定 不動産等価格調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 17年06月23日 211,670

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11922 （有）藤本不動産鑑定 不動産等価格調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 17年06月23日 312,470

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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11923 （有）藤本不動産鑑定 不動産調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 17年06月23日 126,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11924 （有）藤本不動産鑑定 不動産調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 17年06月23日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11925 （有）藤本不動産鑑定 不動産調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 17年06月23日 84,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11926 （有）藤本不動産鑑定 不動産調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 17年06月23日 84,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11927 （有）藤本不動産鑑定 不動産調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 17年06月23日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11928 （有）藤本不動産鑑定 不動産調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 18年02月02日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11929 （有）藤本不動産鑑定 不動産調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 18年02月02日 210,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11930 （有）藤本不動産鑑定 不動産調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 18年02月02日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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11931 （有）藤本不動産鑑定 不動産調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 18年02月02日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11932 （有）藤本不動産鑑定 不動産調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 18年02月02日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11933 （有）藤本不動産鑑定 不動産調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 18年02月02日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11934 （有）藤本不動産鑑定 不動産調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 18年02月02日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11935 （有）藤本不動産鑑定 不動産調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 18年02月02日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11936 （有）藤本不動産鑑定 不動産調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 18年02月02日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11937 （有）藤本不動産鑑定 不動産調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 18年02月02日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11938 （有）藤本不動産鑑定 不動産調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 18年02月02日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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11939 （有）藤本不動産鑑定 不動産調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 18年02月02日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11940 （有）藤本不動産鑑定 不動産調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 18年02月02日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11941 （有）藤本不動産鑑定 不動産調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 18年02月02日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11942 （有）藤本不動産鑑定 不動産調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 18年02月02日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11943 （有）藤本不動産鑑定 不動産調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 18年02月02日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11944 （有）藤本不動産鑑定 不動産調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 18年02月02日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11945 （有）藤本不動産鑑定 不動産調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 18年02月02日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11946
（有）不動産評価研究所石
井事務所

不動産調査報酬料
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 17年07月01日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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11947
（社）愛媛県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会

平成１７年度　登記業務委託
鳥居謙一
四国地方整備局大洲河川国道事務所
大洲市中村210

平成 17年06月13日 5,297,290

本業務の実施には、不動産の表示に関する登記の専門的知識と土地家屋調査士
法に基づく土地家屋調査士の資格及び広域的な範囲で同時・多量の業務を実施
できる能力が必要である。当協会は、土地家屋調査士法第63条第1項に基づき、
官公署による不動産の表示に関する登記嘱託又は申請の適性かつ迅速な実施に
寄与することを目的に設立された法人であり、不動産表示登記に関する専門的
知識や技能、豊富な経験を有し、かつ現地の状況等に精通した土地家屋調査士
を確保しており、公共嘱託表示登記の専門機関として県内唯一の法人であるた
め、当協会以外に本業務を実施できる能力を有する団体は存しない。（会計法
第29条の3第4項予決令第102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11948 （株）建設技術研究所
平成１７年度山鳥坂ダム水質予
測検討業務委託（一式）

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成17年7月20日 33,810,000

プロポーザル方式により特定。（会計法第２９条の３第４項及び、予決令第１
０２条の４第３項） その他

その他（プロポーザル方式による継
続）

11949
特定非営利活動法人風土工
学デザイン研究所

平成１７年度山鳥坂ダム風土資
産調査業務委託（一式）

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成17年7月11日 4,830,000

風土工学に関し優れた知見・技術を持ち、的確かつ円滑に業務を遂行できる者
は上記法人以外に無い為。（会計法第２９条の３第４項及び、予決令第１０２
条の４第３項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度以降において当該事務・事業の委託
を行わない。）

11950 （株）愛媛新聞社
「防災・減災フォーラム２００
５ｉｎ愛媛」運営作業

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成 17年06月20日 449,274

（株）愛媛新聞社は、「防災・減災フォーラム」についての企画骨子を自主的
に提案する全国地方新聞社連合会に加盟しており、また自社再録特集を圧倒的
に多い世帯普及率により県民に周知することができる。以上により本件の目的
を確実かつ効果的に達成できる唯一の企業であるため。（会計法第２９条の３
第４項及び予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11951 （株）愛媛新聞社
「防災・減災フォーラム２００
５ｉｎ愛媛」新聞広報作成

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成 17年06月06日 469,875

（株）愛媛新聞社は、愛媛県内における新聞の世帯普及率が他社に比べ圧倒的
に多く、本件の趣旨を実現するに充分足りる要件を備えており、かつ本件を遂
行できる唯一の業者であるため（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０
２条の４第３項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11952 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　電子計算機器賃
貸借（その２）

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成 17年04月01日 1,457,820

複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計
上）

11953 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度　電子計算機器賃
貸借（その１）

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成 17年04月01日 217,350

複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計
上）

11954 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　山鳥坂ダム工事
事務所ルータ機器賃貸借

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成 17年04月01日 173,880

複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計
上）

11955 ＮＥＣリース（株） 平成１７年度　サーバ賃貸借

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成 17年04月01日 2,177,280

複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計
上）

11956 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度　電子計算機器賃
貸借（その４）

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成 17年04月27日 73,500

複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計
上）

11957 大洲市長大森隆雄 庁舎敷地賃貸借

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成17年4月1日 39,516

場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11958 大洲市長大森隆雄 進入路敷地賃貸借

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成17年4月1日 73,296

場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11959 大洲市長大森隆雄 倉庫敷地賃貸借

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成17年4月1日 9,084

場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11960 四国リコ－（株）
図面入出力システム保守（その
１）

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成 17年04月01日 45,360

図面入出力システム保守を委託されている業者であるため（会計法第２９条の
３第４項及び予決令第１０２条の４第３項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

11961
リコーリース（株）四国支
社

平成１７年度図面入出力システ
ム賃貸借（その１）

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成 17年04月01日 333,900

複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

11962 ひじかわ開発（株） 肱川町宿舎借上

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成17年4月1日 352,000

場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11963 ひじかわ開発（株） 肱川町宿舎借上

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成17年4月27日 352,000

場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの
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11964 ひじかわ開発（株） 倉庫借上

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成17年4月27日 880,000

場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11965 ひじかわ開発（株） 肱川町宿舎借上

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成17年5月30日 3,520,000

場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11966 四国リコ－（株）
電子複写機賃貸借及び保守（そ
の３）

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成 17年04月01日 159,959

複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

11967 四国リコ－（株）
電子複写機賃貸借及び保守（そ
の２）

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成 17年04月01日 609,858

複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

11968 （株）ヤマイチテクノ
発注者業務支援システム（ＣＳ
―ＧＶ）保守

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成 17年04月01日 31,920

ソフトの作成会社である（株）ヤマイチテクノが販売・保守も直接おこなって
いるので代理店が存在せず、業務を確実に履行できる業者が他に無いため（会
計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より公募を
実施）

11969 ナカシマプロペラ（株）
平成１７年度密度流拡散装置保
守点検業務

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成 17年07月21日 1,312,500

本製品及びシステムの独占排他的な製造及び営業に関する権利を有しており、
本装置の構造に精通している唯一の業者であるので、円滑かつ的確に本件を遂
行できる業者が他に存在しないため。（会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11970 日本郵政公社 後納郵便料

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成17年4月1日 345,250

法令等により契約の相手方が特定されるため（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11971 四国電力（株） 電気料

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成17年4月1日 2,531,135

長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11972
大洲市歳計前公金大洲市収
入役

水道料

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成17年4月1日 93,366

長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11973 西日本電信電話（株） 電話料（ＮＴＴ）

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成17年4月1日 548,091

長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11974
（株）エヌ・ティ・ティ・
ドコモ四国

電話料

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成17年4月1日 618,158

長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11975 四国電力（株） 管理用通信線共架料

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成17年4月1日 22,680

場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11976 ＫＤＤＩ（株） 電話料（ＫＤＤＩ）

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成17年4月1日 68,861

長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

11977 （株）ぎょうせい 追録　計７件

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成17年4月1日 305,250

既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11978 新日本法規出版（株） 追録　計４件

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成17年4月1日 539,600

既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11979 第一法規（株） 追録　計１２件

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成17年4月1日 268,500

既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11980 （株）大成出版社 追録　計７件

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成17年4月1日 46,259

既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11981 東京法令出版（株） 追録　計２件

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成17年4月1日 32,650

既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11982 （有）愛媛県官報販売所 追録　計５件

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成17年4月1日 38,225

既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの
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11983 （株）建設技術研究所
平成１７年度　新宇治川放水路
管理方針検討業務委託（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年05月16日 21,315,000

　本業務は、所定の成果を得るために複数年にわたり継続して業務を実施する
旨の条件を付し、過年度においてプロポーザル方式により契約された業務にか
かる継続業務である。本業務の履行にあたっては、本業務と一体不可分である
過年度業務を履行した者に契約の相手方が特定される。以上から、上記の業者
と会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号に基づき随意契約を行うも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

11984 （株）福山コンサルタント
平成１７年度　高知環状道路の
道路空間整備調査業務委託（1
式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年07月25日 32,340,000

　本業務の履行にあたっては、道路空間の有効利用の調査・計画に精通してい
ることや、環状道路機能及び各道路の整備効果把握等、都市圏における総合的
なマネジメント力を要する。本業務は、所定の成果を得るためには複数年にわ
たり継続して業務を実施する旨条件を付し、過年度においてプロポーザル方式
により契約された業務に係る継続業務である。本業務の履行にあたっては、本
業務と一体不可分である過年度業務を履行した者に契約の相手方が特定され
る。よって会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４
第３号により、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

11985
パシフィックコンサルタン
ツ（株）

平成１７年度　高知広域環状道
路路線検討業務委託（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年10月03日 7,402,500

　本業務は、所定の成果を得るためには複数年にわたり継続して業務を実施す
る旨条件を付し、過年度においてプロポーザル方式により契約された業務に係
る継続業務である。本業務の履行にあたっては、本業務と一体不可分である過
年度業務を履行した者に契約の相手方が特定される。よって会計法２９条の３
第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約を行
うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

11986
（株）東京建設コンサルタ
ント

平成１７年度　仁淀川内水氾濫
監視システム検討業務委託（1
式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年12月02日 10,920,000

  本業務は平成15年度においてプロポーザル方式により契約された業務にかか
る継続業務である。　本業務の履行にあたっては、本業務と一体不可分である
過年度業務を履行した当業者は、仁淀川の内水氾濫監視システムに関する豊富
な情報並びに専門的技術を有しており、本業を継続して業務を遂行できる唯一
の業者である。　よって会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

11987 （株）高知新聞社
「防災・減災フォーラム２００
５ｉｎ高知」開催広報（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年07月01日 3,171,000

株式会社 高知新聞社は、「防災・減災フォーラム２００５」について企画提案
する　全国地方新聞社連合会に高知県内で唯一加盟し、昨年「緊急防災フォー
ラム」主催し　多くの地域住民に災害予防や緊急時の対策など、短期間で防災
意識を浸透させるという目的を達成した。また、高知県内の朝刊発行部数約２
３万３千部でシェア８４％（全国トップ）と極めて高く、地方紙で抜きんでて
高い数字となっている。以上により株式会社高知新聞社は、本件の目的を有効
かつ効果的に遂行できる唯一の機関である。（会計法第２９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

11988 （株）高知新聞社
「明日の四国の基盤づくりを考
える」高知地区新聞広報作成（1
式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年07月05日 1,281,000

株式会社高知新聞社は、高知県内の朝刊発行部数約２３万３千部でシェア８
４％（全国トップ）と極めて高く、地方紙で抜きんでて高い数字となってい
る。以上により株式会社高知新聞社は、本件の目的を有効かつ効果的に遂行で
きる唯一の機関である。（会計法２９の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

11989 （株）ユーエスケー
仁淀川安全利用普及・啓発広報
（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年07月15日 2,100,000

本件の実施にあたっては、高知県内の広範囲でテレビＣＭを放送しているテレ
ビ局の広告代理店であることが条件の外、上記の目的に関する認識も必要不可
欠である。また、昨年に引き続き、仁淀川安全利用の共通キャラクターであ
る”サワ丸君”を起用することで、幅広い年齢層に認知させ、河川の安全利用
に寄与させることが条件である。　株式会社ユーエスケーは、一昨年に「サワ
ガニ君の仁淀川わんぱく塾」を製作しており、そのキャラクターであるサワ丸
君の著作権を取得している。また、昨年作成したサワ丸君を使用したテレビＣ
Ｍ用マザーテープの著作権も取得しているため、この広報活動を担える唯一の
機関である。（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11990 （株）高知放送
ＲＫＣラジオ番組を活用した広
報活動（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 18年02月06日 735,000

㈱高知放送は、高知県唯一のＡＭ民放放送として県内全域をカバーしており、
高知県内で聴取率が も高いラジオ放送局であり、身近で誰もが知り得る情報
源として広く市民に親しまれている。また、土佐国道事務所で実施している
「川村育子のこころーど」の放送など、道路行政に関する番組制作について、
豊富な経験を有している。以上により、㈱高知放送は、本業務を遂行できる唯
一の機関である。（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

11991 （株）福山コンサルタント
土佐市バイパス費用便益資料収
集作成（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 18年03月22日 672,000 少額なことによる随意契約（会計法２９条の３第５項）
問題があるもの

その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）

11992 （株）福山コンサルタント
土佐道路費用便益資料収集作成
（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 18年02月27日 903,000 少額なことによる随意契約（会計法２９条の３第５項）
問題があるもの

その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）

11993 （株）第一コンサルタンツ 池尻地区構造物図面作成（1式）
岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 18年01月06日 892,500 少額なことによる随意契約（会計法２９条の３第５項）
見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）

11994 （株）第一コンサルタンツ 池尻地区坂路図面作成（1式）
岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年12月07日 892,500 少額なことによる随意契約（会計法２９条の３第５項）
見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）
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11995 応用地質（株）
新宇治川放水路地質調査資料整
理作業（その２）（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年09月26日 954,450 少額なことによる随意契約（会計法２９条の３第５項）
見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）

11996 応用地質（株）
新宇治川放水路地質調査資料整
理作業（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年07月21日 463,050 少額なことによる随意契約（会計法２９条の３第５項）
見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）

11997 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　サーバ賃貸借（1
式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年04月01日 5,569,200
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

11998 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　ネットワーク機
器賃貸借（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年04月01日 2,212,560
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

11999 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度 パーソナルコン
ピュータ賃貸借（その２）（1
式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年04月01日 193,200
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

12000 都築電気（株）
平成１７年度 パーソナルコン
ピュータ賃貸借（その６）（1
式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 18年02月16日 1,995
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

12001 都築電気（株）
平成１７年度 パーソナルコン
ピュータ賃貸借（その４）（1
式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年04月01日 106,260
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

12002 都築電気（株）
平成１７年度　パーソナルコン
ピュータＧＩＳ等賃貸借（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年04月01日 181,440
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

12003 都築電気（株）
平成１７年度 パーソナルコン
ピュータＧＩＳ等賃貸借（その
２）（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年12月27日 13,860
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

12004 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度 パーソナルコン
ピュータ賃貸借（その１）（1
式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年04月01日 4,878,001
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

12005 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度 パーソナルコン
ピュータ賃貸借（その３）（1
式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年04月01日 289,800
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

12006 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　ルータ機器賃貸
借（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年04月01日 1,758,960
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

12007 都築電気（株）
平成１７年度　水文水質データ
ベース関連機器賃貸借（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年04月01日 176,820
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

12008 都築電気（株）
平成１７年度 水文水質データ
ベース関連機器賃貸借（その
２）（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年05月30日 258,300
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

12009 リコーリース（株）
平成１７年度　洪水予測システ
ム等関連機器賃貸借（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年04月01日 211,050
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

12010 リコーリース（株）
平成１７年度 洪水予測システ
ム等関連機器賃貸借（その２）
（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年09月30日 16,380
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

12011 大和工商リース（株） プレハブ倉庫賃貸借（1式）
岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年04月01日 38,850 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12012 富士ゼロックス（株）
平成１７年度大型図面用デジタ
ル複合機保守及び消耗品供給そ
の２（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年05月30日 496,245

　本件の対象としている機器は、富士ゼロックス株式会社の製品であり、保守
にあたってはメーカーの専門訓練を受けた技術員により行わなければならな
い。また、交換部品・消耗品供給等についても純正品を使用しなければならな
いため、当該機器の製造者と保守契約する必要がある。よって会計法２９条の
３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約を
行うものである。(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

12013
特定非営利活動法人　高知
ＮＰＯ　理事長　吉村文次

ペレットストーブ賃貸借（1式）
岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年11月24日 367,500

本件の実施にあたっては、ペレットストーブのレンタル業務や、熱源であるぺ
レットの安定供給、ペレットストーブ本体のメンテナンス作業を始めとする、
構造、取扱を熟知していることが不可欠の他、上記目的の認識についても契約
条件として不可欠である。                          高知ＮＰＯは、高知県
内を中心とする「住民主体」の社会を構築することを目的に、平成１１年１１
月に設立された特定非営利活動                    法人であり、参加と連携
による地域作りのモデル的実践のために、「嶺北５ヶ町村連携事業」や、市民
自らが裏戸湾の将来像を考える、「浦戸湾みらい会議」を行うなど、行政と住
民のパイプ役を担う様々な活動をしている。以上のことから、上記法人は、こ
れから全ての条件を満足し、本件の目的を確実に履行できる唯一の法人であ
る。（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12014
キヤノンマーケティング
ジャパン（株）

デジタルカラー複合機賃貸借及
び保守（その２）（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年04月01日 1,477,163
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

12015 富士ゼロックス四国（株）
デジタルモノクロ複合機賃貸借
及び保守（その１）（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年04月01日 1,173,398
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

12016 富士ゼロックス四国（株）
デジタルカラー複合機賃貸借及
び保守（その１）（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年04月01日 7,837,534
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約
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12017 富士ゼロックス四国（株）
平成１７年度　電子複写機保守
及び消耗品供給（災害対策室）
（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年04月01日 46,359

本件の対象としている機器は、富士ゼロックス株式会社の製品であり、保守に
あたってはメーカーの専門訓練を受けた技術員により行わなければならない。
また、交換部品・消耗品供給等についても純正品を使用しなければならないた
め、当該機器の製造者と保守契約する必要がある。よって会計法２９条の３第
４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約を行う
ものである。(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

12018 富士ゼロックス四国（株）
平成１７年度　デジタル複合機
保守及び消耗品供給（その１）
（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年04月01日 4,014,123

本件の対象としている機器は、富士ゼロックス株式会社の製品であり、保守に
あたってはメーカーの専門訓練を受けた技術員により行わなければならない。
また、交換部品・消耗品供給等についても純正品を使用しなければならないた
め、当該機器の製造者と保守契約する必要がある。よって会計法２９条の３第
４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約を行う
ものである。(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

12019 四国リコー（株）
平成１７年度デジタルカラー複
合機保守及び消耗品供給（出張
所）（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年04月01日 529,846

本件の対象としている機器は、リコー株式会社の製品であり、保守にあたって
はメー　カーの専門訓練を受けた技術員により行わなければならない。また、
交換部品・消耗品供給等についても純正品を使用しなければならないため、当
該機器の製造者と保守契約する必要がある。よって会計法２９条の３第４項及
び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約を行うもので
ある。(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

12020 四国リコー（株）
平成１７年度　デジタルカラー
複写機保守及び消耗品供給（１
階）（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年04月01日 415,235

本件の対象としている機器は、リコー株式会社の製品であり、保守にあたって
はメーカーの専門訓練を受けた技術員により行わなければならない。また、交
換部品・消耗品供給等についても純正品を使用しなければならないため、当該
機器の製造者と保守契約する必要がある。よって会計法２９条の３第４項及
び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約を行うもので
ある。(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

12021 日立キャピタル（株）
平成１７年度　大型図面用デジ
タル複合機外賃貸借（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年04月01日 753,900
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12022 日立キャピタル（株）
平成１７年度　デジタル複合機
賃貸借（その１）（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年04月01日 2,695,140
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12023 富士ゼロックス（株）
平成１７年度　大型図面用デジ
タル複合機保守及び消耗品供給
（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年04月01日 99,172

本件の対象としている機器は、富士ゼロックス株式会社の製品であり、保守に
あたってはメーカーの専門訓練を受けた技術員により行わなければならない。
また、交換部品・消耗品供給等についても純正品を使用しなければならないた
め、当該機器の製造者と保守契約する必要がある。よって会計法２９条の３第
４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約を行う
ものである。(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

12024 （株）高知広告センター
「道路ふれあい月間」会場設営
外（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年07月15日 995,925 少額なことによる随意契約（会計法２９条の３第５項）
問題があるもの

その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）

12025 富士ゼロックス（株）
平成１７年度　複合機保守及び
消耗品供給（西高知監督官詰
所）再（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年04月01日 187,070

本件の対象としている機器は、富士ゼロックス株式会社の製品であり、保守に
あたってはメーカーの専門訓練を受けた技術員により行わなければならない。
また、交換部品・消耗品供給等についても純正品を使用しなければならないた
め、当該機器の製造者と保守契約する必要がある。よって会計法２９条の３第
４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約を行う
ものである。(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

12026 リコーリース（株）
平成１７年度　デジタルカラー
複合機賃貸借（出張所）（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年04月01日 440,370
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12027 リコーリース（株）
平成１７年度　デジタルカラー
複写機賃貸借（１階）（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年04月01日 206,640
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12028 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度デジタルカラー複
合機賃貸借（西高知監督官詰
所）再（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年04月01日 8,960
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12029 日立キャピタル（株）
平成１７年度 大型図面用デジ
タル複合機外賃貸借（その２）
（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年05月30日 376,950
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12030 富士ゼロックス（株）
平成１７年度大型図面用デジタ
ル複合機保守及び消耗品供給そ
の２（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年05月30日 496,245

本件の対象としている機器は、富士ゼロックス株式会社の製品であり、保守に
あたってはメーカーの専門訓練を受けた技術員により行わなければならない。
また、交換部品・消耗品供給等についても純正品を使用しなければならないた
め、当該機器の製造者と保守契約する必要がある。よって会計法２９条の３第
４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約を行う
ものである。(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

12031 リコーリース（株）
平成１７年度 デジタルカラー
複合機賃貸借（出張所）その２
（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年06月30日 44,037
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12032 （株）高知広告センター
「道路ふれあい月間」看板作成
設置（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年07月22日 756,000 少額なことによる随意契約（会計法２９条の３第５項）
問題があるもの

その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）
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12033 （株）ヤマイチテクノ
発注者業務支援システム（ＣＳ
―ＧＶ）保守（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年04月01日 85,260

この発注者業務支援システム（ＣＳ－ＧＶ）は、納品された電子納品成果物の
チェック及び全文検索、閲覧機能を装備しているが、電子納品成果物のチェッ
クなどについては、電子納品要領及び基準が改定されるため、ソフトのバー
ジョンアップが必要となる。また、誤使用及び誤操作によるソフトの不具合が
発生した場合には、ソフト作成会社からの対応が必要となる。株式会社ヤマイ
チテクノにおいては、本ソフトの作成会社であり、また、本ソフトの販売、保
守は直接行っているため、代理店が存在しないことから、保守を受けられる唯
一の業者である。以上のことから上記法人は、本保守の目的を確実に履行でき
る唯一の業者である。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より公募を
実施）

12034
日成エンジニアリング
（株）

機械式駐車場保守（1式）
岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年05月09日 220,500

本機は、日成ビルド工業（株）製造の立体駐車場で、日成エンジニアリング
（株）は専門保守子会社であり、相互に技術情報の提供、予防保全技術の提
供、システムの変更・改良が的確に行われている。また、メーカ子会社であ
り、予備部品の供給が円滑に行われ、日成ビルド工業（株）指導のもと、保守
管理水準の向上が図られており、上記業者以外での保守は困難である。よって
会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号によ
り、随意契約を行うものである。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）

12035
日成エンジニアリング
（株）

機械式駐車場落下防止装置交換
（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 18年03月17日 283,500

本機は、日成ビルド工業（株）製造の立体駐車場で、日成エンジニアリング
（株）は専門保守子会社であり、相互に技術情報の提供、予防保全技術の提
供、システムの変更・改良が的確に行われている。今年度の保守作業を日成エ
ンジニアリング（株）と契約しており、また、メーカ子会社であるため予備部
品の供給が円滑に行われ、適切な管理が実施できることから、上記業者以外で
の交換作業は困難である。よって会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。（会計法２
９条の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度は公募を実
施）

12036 （株）高知新聞社 記事使用料（1式）
岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年04月13日 1,470 新聞著作物使用のため（会計法第２９条の３第４項）
その他 随意契約によらざるを得ないもの

12037 西日本電信電話（株） 電話料（1式）
岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成17年4月1日 5,706,920 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12038
ＮＴＴコミュニケーション
ズ（株）

電話料（1式）
岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成17年4月1日 654,294 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12039 （株）ＳＴＮｅｔ 専用回線料（1式）
岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成17年4月1日 623,700 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの

12040
（株）エヌ・ティ・ティ・
ドコモ四国

電話料（1式）
岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成17年4月1日 2,959,720 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12041 日本郵政公社 後納郵便料（1式）
岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成17年4月1日 927,100 法令等により契約の相手方が特定されるため（会計法２９条の３第４項）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12042 ＫＤＤＩ（株） 電話料（1式）
岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成17年4月1日 503,412 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12043 四国ガス（株） ガス代（1式）
岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成17年4月1日 2,094,946 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12044 四国電力（株） 電気料（1式）
岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成17年4月1日 34,001,316 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12045 新居土地改良区 農業用水使用料（1式）
岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成17年4月1日 20,175 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの

12046 非公表 事業用地借入　計７件
岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年04月01日 65,028 場所が限定され、供給者が一に限定されており随意契約（会計法第２９条の３
第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12047 非公表 宿舎用地借入　計２件
岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年04月01日 6,002,328 場所が限定され、供給者が一に限定されており随意契約（会計法第２９条の３
第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12048 非公表 事業所用地借入１件
岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年04月01日 1,431,492 場所が限定され、供給者が一に限定されており随意契約（会計法第２９条の３
第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12049 西日本電信電話（株） 電線施設添架料（1式）
岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年04月01日 138,390 場所が特定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12050 四国電力（株） 管理用通信線共架料（1式）
岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年04月01日 236,250 場所が特定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12051 四国電力（株） 管理用通信線共架料（1式）
岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年04月01日 28,350 場所が特定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12052
スペシャルレスキューサー
ビスジャパン（株）

安全利用に係る広報用品購入（1
式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年08月09日 152,000

本広報用品は、レスキュー３インターナショナル及び国際レスキューインスト
ラクター協会公認のテキストであり、現場でいかにして救助者の安全性を確保
すべきなのか、そしてそのためにはどのような知識と方法論を持ち、また、ど
のような装備が必要なのかといった基本的なレスキュー方法を記載したもので
ある。スペシャルレスキューサービスジャパン（株）は、本広報用品の著作権
を取得しているため、この広報用品の購入を担える唯一の業者である。（会計
法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12053 （株）ぎょうせい 追録「現行日本法規」外（1式）
岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成17年4月1日 3,745,530 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12054 新日本法規出版（株）
追録「財政会計法規類集」外（1
式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成17年4月1日 1,946,750 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12055 第一法規（株）
追録「チェックリスト消防設備
基準」外（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成17年4月1日 561,470 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12056 （株）大成出版社
追録「国土交通省会計関係例規
集」外（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成17年4月1日 333,982 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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12057 （財）電気通信振興会 追録「電波法令集」外（1式）
岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成17年4月1日 30,055 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12058 東京法令出版（株） 追録「道路管理必携」外（1式）
岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成17年4月1日 110,123 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12059
（有）山本洋子不動産鑑定
所

不動産等に関する調査報酬料（1
式）

岡本　誠一郎
四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年06月13日 84,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12060 （有）中内不動産鑑定所
不動産等に関する調査報酬料（1
式）

岡本　誠一郎
四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年07月22日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12061
（社）高知県公共嘱託登記
司法書士協会

平成１７年度　登記業務委託（1
式）

岡本　誠一郎
四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年08月09日 304,500

本業務の実施には、不動産の権利に関する登記の専門的知識と司法書士法に基
づく司法書士の資格及び広域的な範囲で同時・多量の業務を実施できる能力が
必要である。当協会は、司法書士法第68条第1項に基づき、官公署等による不動
産の権利に関する登記嘱託又は申請の適性かつ迅速な実施に寄与することを目
的に設立された法人であり、不動産権利登記に関する専門的知識や技能、豊富
な経験を有し、かつ現地の状況等に精通した司法書士を確保しており、公共嘱
託権利登記の専門機関として県内唯一の法人であるため、当協会以外に本業務
を実施できる能力を有する団体は存しない。（会計法第29条の3第4項予決令第
102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12062 （有）伊藤不動産鑑定
不動産等に関する調査報酬料（1
式）

岡本　誠一郎
四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年11月07日 168,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12063 （株）高知新聞社
「説明会の開催について」に関
する告知広告（1式）

岡本　誠一郎
四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年12月14日 163,800

中央用対連通知により公共事業に係る不動産鑑定報酬基準が定められているこ
と及び不動産の鑑定評価に関する法律第２条第３項に規定する不動産鑑定業者
で評価の公正を妨げる事情がなく実績からみて適当と認められ、専門的知識及
び資格を有し、公平・中立的な業務執行の必要性から契約の性質が競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12064
（有）山本洋子不動産鑑定
所

不動産等価格調査報酬料（1式）
岡本　誠一郎
四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 18年01月23日 683,550

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12065 （有）伊藤不動産鑑定
不動産等に関する調査報酬料（1
式）

岡本　誠一郎
四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 18年02月02日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの



件数
契約の相手方の商号又は名
称及び住所

公共工事の名称、場所、期間、
及び種別若しくは物品役務等の
名称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の
名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置 備考

12066
（有）山本洋子不動産鑑定
所

不動産等に関する調査報酬料（1
式）

岡本　誠一郎
四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 18年02月02日 84,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12067 （有）伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査報酬料（1式）
岡本　誠一郎
四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 18年02月06日 576,450

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12068
（有）山本洋子不動産鑑定
所

不動産等に関する調査報酬料（1
式）

岡本　誠一郎
四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 18年02月06日 210,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12069
（有）山本洋子不動産鑑定
所

不動産等に関する調査報酬料（1
式）

岡本　誠一郎
四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 18年02月06日 84,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12070 （有）伊藤不動産鑑定
不動産等に関する調査報酬料（1
式）

岡本　誠一郎
四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 18年03月17日 84,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12071 豚座建設（株）
台風14号に伴う水防作業（その
３）

伊藤　友善
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山2033-14

平成17年9月5日 21,000

本件は、台風14号に伴う水防作業をおこなうもので、洪水時の異常な自然現象
下での迅速且つ的確な対応が必要であり、管内周辺に技術者を有し、的確な作
業を直ちに対応できることが求められる。本件の作業を履行するために必要と
される確実な連絡体制及び的確な作業体制が確保されている業者であり、中村
河川国道事務所長と「災害時における応急復旧に関する協定」を締結し、協力
体制が確立されている業者（会計法第29条の3第4項、予決令第１０２条の３第
４号）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

12072 植田興業（株）
台風14号に伴う水防作業（その
１）

伊藤　友善
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山2033-14

平成17年9月5日 42,000

本件は、台風14号に伴う水防作業をおこなうもので、洪水時の異常な自然現象
下での迅速且つ的確な対応が必要であり、管内周辺に技術者を有し、的確な作
業を直ちに対応できることが求められる。本件の作業を履行するために必要と
される確実な連絡体制及び的確な作業体制が確保されている業者であり、中村
河川国道事務所長と「災害時における応急復旧に関する協定」を締結し、協力
体制が確立されている業者（会計法第29条の3第4項、予決令第１０２条の３第
４号）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

12073 （株）ダイリン
台風14号に伴う水防作業（その
２）

伊藤　友善
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山2033-14

平成17年9月5日 73,500

本件は、台風14号に伴う水防作業をおこなうもので、洪水時の異常な自然現象
下での迅速且つ的確な対応が必要であり、管内周辺に技術者を有し、的確な作
業を直ちに対応できることが求められる。本件の作業を履行するために必要と
される確実な連絡体制及び的確な作業体制が確保されている業者であり、中村
河川国道事務所長と「災害時における応急復旧に関する協定」を締結し、協力
体制が確立されている業者（会計法第29条の3第4項、予決令第１０２条の３第
４号）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの



件数
契約の相手方の商号又は名
称及び住所

公共工事の名称、場所、期間、
及び種別若しくは物品役務等の
名称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の
名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置 備考

12074 中山興業（株）
台風14号に伴う水防作業（その
４）

伊藤　友善
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山2033-14

平成17年9月5日 231,000

本件は、台風14号に伴う水防作業をおこなうもので、洪水時の異常な自然現象
下での迅速且つ的確な対応が必要であり、管内周辺に技術者を有し、的確な作
業を直ちに対応できることが求められる。本件の作業を履行するために必要と
される確実な連絡体制及び的確な作業体制が確保されている業者であり、中村
河川国道事務所長と「災害時における応急復旧に関する協定」を締結し、協力
体制が確立されている業者（会計法第29条の3第4項、予決令第１０２条の３第
４号）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

12075
（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

平成１７年度　宿毛湾港周辺地
域基盤連携調査業務委託

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 17年05月31日 26,880,000

本業務は、所定の成果を得るためには複数年にわたり継続して業務を実施する
旨条件を付し、過年度においてプロポーザル方式により契約された業務に係わ
る継続業務である。本業務の履行にあったては、本業務と一体不可分である過
年度業務を履行した者に契約の相手方を特定したため。（会計法２９条の３第
４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

12076
（社）トンボと自
然を考える会

トンボ池資料収集
伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所長
高知県四万十市右山2033-14

平成18年2月3日 681,000   

四万十川沿線に設置しているトンボ池周辺の環境情報を継続的に収集するもの
で、当団体は、高知西南地域のトンボに精通しているほか四万十川下流域の水
生動物データを保有している唯一の団体であるため（会計法第２９条の３第４
号及び予決令第１０２条の４第３号） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12077
（株）総合建設
コンサルタント

後川左岸地区一般
被害調査

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所長
高知県四万十市右山2033-14

平成17年9月5日 620,000   

出水等により後川左岸地区において発生した一般被害の調査を行うもので、迅
速な調査が求められるものであり、当該調査については、事前に「災害におけ
る一般被害調査に関する協定」を本業者と締結しており、その協力体制が確立
されているため（会計法第２９条の３第４号及び予決令第１０２条の４第３
号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12078
（株）西部測量
設計事務所

四万十川左岸下流
地区一般被害調査

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所長
高知県四万十市右山2033-14

平成17年9月5日 966,000   

出水等により四万十川左岸下流地区において発生した一般被害の調査を行うも
ので、迅速な調査が求められるものであり、当該調査については、事前に「災
害における一般被害調査に関する協定」を本業者と締結しており、その協力体
制が確立されているため（会計法第２９条の３第４号及び予決令第１０２条の
４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12079
西建設技術コン
サルタント（有）

四万十川左岸上流
・後川右岸地区外
一般被害調査

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所長
高知県四万十市右山2033-14

平成17年9月5日 760,200   

出水等により四万十川左岸上流地区等において発生した一般被害の調査を行う
もので、迅速な調査が求められるものであり、当該調査については、事前に
「災害における一般被害調査に関する協定」を本業者と締結しており、その協
力体制が確立されているため（会計法第２９条の３第４号及び予決令第１０２
条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12080
（株）ワタリコ
ンサルタント

四万十川右岸地区
外一般被害調査

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所長
高知県四万十市右山2033-14

平成17年9月5日 782,250   

出水等により四万十川右岸地区等において発生した一般被害の調査を行うもの
で、迅速な調査が求められるものであり、当該調査については、事前に「災害
における一般被害調査に関する協定」を本業者と締結しており、その協力体制
が確立されているため（会計法第２９条の３第４号及び予決令第１０２条の４
第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12081
（有）ニッケン
土木コンサルタント

中筋川地区一般被
害調査

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所長
高知県四万十市右山2033-14

平成17年9月5日 987,000   

出水等により中筋川地区等において発生した一般被害の調査を行うもので、迅
速な調査が求められるものであり、当該調査については、事前に「災害におけ
る一般被害調査に関する協定」を本業者と締結しており、その協力体制が確立
されているため（会計法第２９条の３第４号及び予決令第１０２条の４第３
号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12082
（社）トンボと自
然を考える会

西の谷地区トンボ
池資料収集

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所長
高知県四万十市右山2033-14

平成18年2月17日 658,000   

西の谷地に設置しているトンボ池周辺の環境情報を継続的に収集するもので、
当団体は、高知西南地域のトンボに精通しているほか四万十川下流域の水生動
物データを保有している唯一の団体であるため（会計法第２９条の３第４号及
び予決令第１０２条の４第３号） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12083
日本建設コンサルタント
（株）

平成１７年度河川堤
防質的整備検討業
務委託

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所長
高知県四万十市右山2033-14

平成17年8月9日 19,530,000 

渡川水系直轄管理区間内において堤防の質的整備に関する整備計画、調査計画
の立案をおこなうもので、本業者と昨年度に複数年プロポーザル方式により契
約した継続業務であり、昨年度業務と一体不可分のため（会計法第２９条の３
第４号及び予決令第１０２条の４第３号） その他

その他（プロポーザル方式による継
続）

12084 （株）高知放送
平成１７年度中村河
川国道事務所ラジオ放送広報企
画

増田厚雄
四国地方整備局中村河川国道事務所長
高知県四万十市右山2033-14

平成17年5月25日    724,500

河川、道路情報等をラジオ放送によりリアルタイムに発信し、事務所の広報効
果を得ることを目的とするもので、本業者は、リアルタイムに情報提供が可能
な放送枠を持つ高知県内唯一の放送局のため（会計法第２９条の３第４号及び
予決令第１０２条の４第３号） その他 随意契約によらざるを得ないもの
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12085 （株）高知新聞社
四万十・南予地域づくり連携
フォーラム　高知新聞広告掲載
作業

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 18年03月01日 1,038,975

できるだけ多くの方に知ってもらい、協力と参加を頂くためには新聞紙面を利
用して広くＰＲを行う必要がある。高知新聞は（（株）高知新聞社）は、高知
県内において 大のシェアを持っており、開催のＰＲや参加者の募集に関して
も効果が期待できる。これらの要件から、本件の目的を確実にかつ効果的に

達成できるのは、上記業者以外に無いため。（会計法第２９条の３第４項、予
決令第１０２条の４第３号）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

12086 （株）四国新聞社
四万十・南予地域づくり連携
フォーラム　四国新聞広告掲載
作業

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 18年03月01日 997,500

できるだけ多くの方に知ってもらい、協力と参加を頂くためには新聞紙面を利
用して広くＰＲを行う必要がある。四国新聞は（（株）四国新聞社）は、香川
県内において 大のシェアを持っており、開催のＰＲや参加者の募集に関して
も効果が期待できる。これらの要件から、本件の目的を確実にかつ効果的に

達成できるのは、上記業者以外に無いため。（会計法第２９条の３第４項、予
決令第１０２条の４第３号）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

12087 （社）徳島新聞社
四万十・南予地域づくり連携
フォーラム　徳島新聞広告掲載
作業

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 18年03月01日 1,118,250

できるだけ多くの方に知ってもらい、協力と参加を頂くためには新聞紙面を利
用して広くＰＲを行う必要がある。徳島新聞は（（株）徳島新聞社）は、香川
県内において 大のシェアを持っており、開催のＰＲや参加者の募集に関して
も効果が期待できる。これらの要件から、本件の目的を確実にかつ効果的に

達成できるのは、上記業者以外に無いため。（会計法第２９条の３第４項、予
決令第１０２条の４第３号）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

12088 （株）高知放送
シーニックバイウエイ「四万十
かいどう」ラジオ放送広報企画

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 18年03月17日 735,000

本業務の履行にあっては、各情報をラジオ放送によりリアルタイムに提供可能
な放送枠の確保と高知県内全域へ放送可能な放送枠が求められる。（株）高知
放送は、昭和２８年２月１８日に設立され、同年９月１日にラジオ放送を開始
した放送局で、高知県内全域を網羅する放送網を持つとともにリアルタイムに
放送が可能な放送枠を持つ高知県内唯一の放送局であるため。（会計法第２９
条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12089 （株）高知放送
平成１７年度中村河川国道事務
所ラジオ放送広報企画その２

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 17年10月07日 882,000

本業務の履行にあっては、各情報をラジオ放送によりリアルタイムに提供可能
な放送枠の確保とリスナーへのより効果的な放送に対する知識と豊富な経験が
求められる。（株）高知放送は、昭和２８年２月１８日に設立され、同年９月
１日にラジオ放送を開始し、豊富な知識を有するとともに、ラジオ放送の豊富
な経験を持つアナウンサーを保有し、また、リアルタイムに情報提供が可能な
放送枠を持つ高知県内唯一の放送局であるため。（会計法第２９条の３第４
項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12090 （株）高知新聞社広告局
「防災・減災フォ
ーラム2005ｉｎ
高知」新聞広報

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所長
高知県四万十市右山2033-14

平成17年7月6日 861,000   

「防災・減災フォーラム2005in高知」について新聞紙上を活用した広報を高知
県内の住民等に広範囲におこなうもので、本業者は、高知県内の朝刊発行部数
においてシェア84％と極めて高く、 も効果的な広報ができるため（会計法第
２９条の３第４号及び予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12091 （株）高知放送
平成１７年度中村河
川国道事務所ラジオ放送広報企
画

増田厚雄
四国地方整備局中村河川国道事務所長
高知県四万十市右山2033-14

平成17年5月25日 724,500   

河川、道路情報等をラジオ放送によりリアルタイムに発信し、事務所の広報効
果を得ることを目的とするもので、本業者は、リアルタイムに情報提供が可能
な放送枠を持つ高知県内唯一の放送局のため（会計法第２９条の３第４号及び
予決令第１０２条の４第３号） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12092
四国建設コンサルタント
（株）

設計施工調整会議（平成１７年
度加持川橋下部工事）

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成17年10月25日 64,050

本件は、工事の施工にあたり、工事着手前及び工事中に当該工事の設計図と現
場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「設計施工調整会議」にその設
計を担当したコンサルタントを出席させるものである。（会計法第２９条の３
第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12093
四国建設コンサルタント
（株）

設計施工調整会議（平成１７年
度国道５６号管内橋梁補修工
事）

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成17年12月28日 64,050

本件は、工事の施工にあたり、工事着手前及び工事中に当該工事の設計図と現
場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「設計施工調整会議」にその設
計を担当したコンサルタントを出席させるものである。（会計法第２９条の３
第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12094 日立キャピタル（株）
平成１７年度　道路情報機器の
賃貸借

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成17年4月1日 19,635
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12095 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　ルータ機器賃貸
借

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 17年04月01日 2,186,100
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12096 リコーリース（株）
平成１７年度　デジタル複写機
賃貸借

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 17年04月01日 322,308
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12097 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　電子入札機器賃
貸借

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 17年04月01日 26,971
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12098 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度　システム機器賃
貸借（その１）

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 17年04月01日 1,465,590
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12099 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　ネットワーク機
器賃貸借

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 17年04月01日 2,323,440
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）
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12100 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　システム機器賃
貸借（その４）（その５）

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 17年04月01日 2,151,792
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12101 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　ファイルプリン
タサーバ賃貸借

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 17年04月01日 4,347,000
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12102 日本電子計算機（株）
平成１７年度　システム機器賃
貸借（その３）

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 17年04月01日 3,105,900
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12103 リコーリース（株）
平成１７年度　フルカラーシス
テム機賃貸借

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 17年04月01日 1,575,000
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12104 日立キャピタル（株）
平成１７年度　道路情報機器の
賃貸借（その２）

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成17年4月1日 168,000
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12105 日立キャピタル（株）
平成１７年度　ＭＩＣＨＩシス
テム関連機器の賃貸借

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成17年4月1日 710,004
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

12106 日立キャピタル（株）
平成１７年度　図面管理システ
ム関連機器の賃貸借

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成17年4月1日 12,789,000
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12107 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度　道路巡回システ
ム関連機器の賃貸借

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成17年4月1日 1,260,154
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12108
ＮＥＣリース（株）

平成１７年度河川
ＧＩＳシステム機
器賃貸借

増田厚雄
四国地方整備局中村河川国道事務所長
高知県四万十市右山2033-14

平成17年4月1日 278,584   
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

12109 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度水文水
質データベース関連機器賃貸借

増田厚雄
四国地方整備局中村河川国道事務所長
高知県四万十市右山2033-14

平成17年4月1日 275,887   
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

12110 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度水文水
質データベース関連
機器賃貸借（その２）

増田厚雄
四国地方整備局中村河川国道事務所長
高知県四万十市右山2033-14

平成17年6月14日 182,039   
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

12111 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度防災
情報提供装置賃
貸借

増田厚雄
四国地方整備局中村河川国道事務所長
高知県四万十市右山2033-14

平成17年4月1日 13,452    
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成20年度
以降において国庫債務負担行為を計

12112
特定非営利活
動法人　高知ＮＰＯ

ペレットストーブ
賃貸借

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所長
高知県四万十市右山2033-14

平成 17年11月29日 367,500   

四万十川流域において、主要産業である林業の衰退などによって、過疎化に拍
車がかかっている。更に、間伐などが十分に行われない等の放置人工林が増加
しており、森林土壌の流出による保水力の低下などが深刻な問題となってい
る。ここに、水源地域への持続可能な支援策として、間伐材を燃料とするペ
レットストーブを中村河川国道事務所に設置し、水源涵養林保全に向けた“支
援策の実現可能性”“間伐材の有効活用性”のある、ペレットストーブを試行
使用していくものである。本件の実施にあたっては、ペレットストーブの構
造、取り扱いを熟知していることが不可欠の他、ペレットストーブの普及を四
万十川流域の持続可能な支援策としていくという上記の目的に関する認識も必
要不可欠である。高知NPOは高知県内を中心とする「住民主体」の会社を構築す
ることを目的に、平成１１年１月に設立された特定非営利活動法人である。同
法人は本件の実施に際し、間伐材を燃料とするペレットストーブのレンタルを
行っている四国で唯一の法人である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第
１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12113 （株）ヤマイチテクノ
発注者業務支援システム（ＣＳ
―ＧＶ）保守

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 17年04月01日 229,320

株式会社ヤマイチテクノにおいては、本ソフトの作成会社であり、また、本ソ
フトの販売、保守は直接行っているため、代理店が存在しないことから、保守
を受けられる唯一の業者であるため。（会計法第２９条の３第４項、予決令第
１０２条の４第３号） 見直しの余地があり

公募を実施（平成１９年度は公募を実
施）

12114
（株）拓和

地球局定期検査
伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成18年1月11日    168,000

電波法の規定に基づく無線局定期検査を受検するもので、衛星通信回線の利用
についての契約により本業社が諸手続を行うこととなっているため（会計法第
２９条の３第４号、予決令第１０２条の４第３号） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12115 セコム高知（株）
平成１７年度四万十川出張所外
３ヶ所警備業務委託

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 17年04月01日 1,485,540

防犯上必要とされる機能のうち、画像変化により異常を感知する「画像セン
サー」を導入している唯一の業者であるため（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12116 （株）三井三池製作所 土のう造成機点検整備
伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 18年03月07日 871,500

製造・販売業者が１社のみであり、他業者では類似機械を製造・販売しておら
ず、機器構造の把握、分解整備対応は困難（会計法第２９条の３第４項、予決
令第１０２条の４第３号） その他 随意契約によらざるを得ないもの
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12117 沖電気工業（株）
平成１７年度　プローブデータ
情報提供作業

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 17年04月01日 2,727,900

本作業の実施にあったては、ASPに関する豊富な知識や経験を有するとともに、
機器購入を要しないASPサービスを展開し、任意地点でのデータ取得を可能とす
るサービスを有することが求められる。更に、管内において常時プローブデー
タを取得していて、それを提供できる必要がある。上記企業は以上の条件を満
たし、本作業の目的を確実に履行できる唯一の企業であるため。（会計法第２
９条の３第４項、予算令第１０２条の４第３項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

12118 （株）ＳＴＮｅｔ
平成１７年度　インターネット
接続サービス

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 17年04月01日 709,380

本賃貸借に関しては、平成９年度に随時契約により契約を締結しており、平成
１７年度も引き続き上記業者との随時契約を行った。（会計法第２９条の３第
４項、予決令第１０２条の４第３号） 見直しの余地があり

公募を実施（平成１９年度は公募を実
施）

12119 日本郵政公社 後納郵便料
伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成17年4月1日 996,695
法令等により契約の相手方が特定されるため（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12120 黒潮町長 水道料
伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成17年4月1日 11,280
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12121 四万十町長 水道料
伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成17年4月1日 75,950
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12122 檮原町助役 水道料
伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成17年4月1日 8,790
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12123 宿毛市企業出納員 水道料
伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成17年4月1日 46,620
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12124 四万十市収入役 水道料
伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成17年4月1日 77,415
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12125
エヌ・ティ・ティ・ドコモ
四国出納責任者

携帯電話料
伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成17年4月1日 3,142,198
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12126
ＮＴＴコミュニケーション
ズ

電話料
伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成17年4月1日 339,282
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12127 四国電力（株） 電気料
伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成17年4月1日 52,884,490
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12128 四国リコー（株）
電子複写機の賃貸借及び保守
（その２）

増田厚雄
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 17年04月01日 2,128,808
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２２年
度より国庫債務負担行為を計上）

単価契約

12129 四国リコー（株） カラー複写機保守
増田厚雄
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 17年04月01日 3,782,319
一般競争入札により調達した機器の専属的取扱店である（会計法第２９条の３
第４項、予決令第１０２条の４第３号） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２２年
度より国庫債務負担行為を計上）

単価契約

12130 四国リコー（株） デジタル複写機の保守
増田厚雄
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 17年04月01日 713,104
一般競争入札により調達した機器の専属的取扱店である（会計法第２９条の３
第４項、予決令第１０２条の４第３号） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２２年
度より国庫債務負担行為を計上）

単価契約

12131 日立キャピタル（株） 電子複写機賃貸借
増田厚雄
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 17年04月01日 2,197,440
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２２年
度より国庫債務負担行為を計上）

12132 富士ゼロックス（株） 電子複写機の保守
増田厚雄
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 17年04月01日 2,220,275
一般競争入札により調達した機器の専属的取扱店である（会計法第２９条の３
第４項、予決令第１０２条の４第３号） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２２年
度より国庫債務負担行為を計上）

単価契約

12133 富士ゼロックス（株）
カラー複写機の賃貸借及び保守
（その１）

増田厚雄
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 17年04月01日 4,892,209
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２２年
度より国庫債務負担行為を計上）

単価契約

12134 富士ゼロックス（株）
電子複写機の賃貸借及び保守
（その１）

増田厚雄
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 17年04月01日 2,251,431
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２２年
度より国庫債務負担行為を計上）

単価契約

12135 リコーリース（株）
平成１７年度カラー複写機賃貸
借

増田厚雄
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 17年04月01日 844,200
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２２年
度より国庫債務負担行為を計上）

12136 西日本電信電話（株） 平成１７年度添架料
増田厚雄
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 17年04月01日 81,758
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12137 四国電力株 平成１７年度共架料
増田厚雄
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 17年04月01日 212,835
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12138 非公表 土地借料
増田厚雄
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 17年04月01日 1,009,176
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12139 非公表 土地借料
増田厚雄
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 17年04月01日 595,032
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12140 非公表 土地借料
増田厚雄
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 17年04月01日 2,580
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12141 非公表 土地借料
増田厚雄
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 17年04月01日 2,568
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報
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12142 非公表 土地借料
増田厚雄
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 17年04月01日 1,236
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12143 橘生産森林組合 土地借料
増田厚雄
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 17年04月01日 200
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12144 非公表 土地借料
増田厚雄
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 17年04月01日 300
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12145 （株）ぎょうせい 追録（現行日本法規外）
増田厚雄
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成17年4月1日 1,068,228
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12146 新日本法規出版（株） 追録（不動産登記総覧外）
増田厚雄
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成17年4月1日 1,405,550
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12147 第一法規（株） 追録（高知県法規集外）
増田厚雄
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成17年4月1日 358,430
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12148 （株）大成出版社
追録（水利権実務ハンドブック
外）

増田厚雄
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成17年4月1日 511,348
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12149 東京法令出版（株） 追録（道路管理必携外）
伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成17年4月1日 389,683
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12150 （株）伸法社 追録（人事院規則及関係法規）
増田厚雄
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成17年4月1日 38,225
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12151 （財）電気通信振興会 追録（電波法令集外）
増田厚雄
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成17年4月1日 19,061
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12152 日本加除出版（株） 追録（日本行政区画便覧）
増田厚雄
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成17年4月1日 126,888
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12153 （有）西村謄写堂
新四国のみち「柏島」パンフ
レット（増刷）

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 17年05月20日 672,000

本業務は、パンフレットの一部修正・増刷をを行うものであり、パンフレット
は西村謄写堂印刷が行っており、概要面、地図面ともに印刷に必要な版は西村
謄写堂が保有しているものである。以上により、（有）西村謄写堂は、本業務
を も効率的かつ安価に提供することが可能な業者であるため。（会計法第２
９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号） 見直しの余地があり

公募を実施（平成１８年度は公募を実
施）

12154 緑川地図印刷（株）
一般国道５６号中村管内平面図
修正・増刷

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 17年12月02日 700,245

本平面図は、緑川地図印刷（株）が調製印刷を行っており、印刷に必要な版は
緑川地図印刷（株）が保有している。緑川地図印刷（株）は、本業務を も効
率的かつ安価に提供することが可能な唯一の業者である。（会計法第２９条の
３第４項、予決令第１０２条の４第３号） 見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）

12155 （有）西村謄写堂 中村宿毛道路パンフレット増刷
伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 17年07月15日 630,000

（有）西村謄写堂は、本パンフレットについて、当初制作を行っているもので
あり、その内容を熟知しているとともに印刷に必要な版を保有しているもので
ある。以上により、（有）西村謄写堂は、本業務を も効率的かつ安価に提供
することが可能な唯一の業者であるため。（会計法第２９条の３第４項、予決
令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１８年度は公募を実
施）

12156 （有）西村謄写堂 地芳道路パンフレット増刷
伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
高知県四万十市右山２０３３－１４

平成 17年07月15日 472,500

（有）西村謄写堂は、本パンフレットについて、当初制作を行っているもので
あり、その内容を熟知しているとともに印刷に必要な版を保有しているもので
ある。以上により、（有）西村謄写堂は、本業務を も効率的かつ安価に提供
することが可能な唯一の業者であるため。（会計法第２９条の３第４項、予決
令第１０２条の４第３号）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１８年度は公募を実
施）

12157 （有）中内不動産鑑定所 不動産等価格調査
伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
四万十市右山2033-14

平成17年8月29日 419,190

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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12158
（有）高知不動産鑑定事務
所

不動産等価格調査
伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
四万十市右山2033-14

平成17年11月7日 931,980

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12159
（有）高知不動産鑑定事務
所

不動産等価格調査
伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
四万十市右山2033-14

平成17年11月21日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12160 （有）伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査
伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
四万十市右山2033-14

平成17年6月20日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12161 （有）伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査
伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
四万十市右山2033-14

平成17年6月20日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12162 （有）伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査
伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
四万十市右山2033-14

平成17年6月20日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12163 （有）伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査
伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
四万十市右山2033-14

平成17年6月20日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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12164 （有）伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査
伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
四万十市右山2033-14

平成17年6月20日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12165 （有）伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査
伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
四万十市右山2033-14

平成17年7月8日 311,820

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12166 （有）伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査
伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
四万十市右山2033-14

平成17年8月4日 566,910

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12167 （有）伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査
伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
四万十市右山2033-14

平成17年8月10日 126,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12168 （有）伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査
伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
四万十市右山2033-14

平成17年8月10日 126,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12169 （有）伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査
伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
四万十市右山2033-14

平成17年10月5日 449,560

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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12170 （有）伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査
伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
四万十市右山2033-14

平成17年10月7日 168,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12171 （有）伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査
伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
四万十市右山2033-14

平成17年10月31日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12172 （有）伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査
伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
四万十市右山2033-14

平成17年11月7日 126,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12173 （有）伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査
伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
四万十市右山2033-14

平成17年11月7日 1,174,530

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12174 （有）伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査
伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
四万十市右山2033-14

平成17年11月24日 417,410

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12175 （有）伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査
伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
四万十市右山2033-14

平成17年12月13日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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12176 （有）伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査
伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
四万十市右山2033-14

平成18年1月23日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12177
（有）山本洋子不動産鑑定
所

不動産等価格調査
伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
四万十市右山2033-14

平成17年8月4日 566,910

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12178
（有）山本洋子不動産鑑定
所

不動産等価格調査
伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
四万十市右山2033-14

平成17年9月6日 610,280

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12179
（有）山本洋子不動産鑑定
所

不動産等価格調査
伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
四万十市右山2033-14

平成17年11月8日 1,174,530

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12180
（有）山本洋子不動産鑑定
所

不動産等価格調査
伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
四万十市右山2033-14

平成17年11月24日 417,410

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12181
（有）山本洋子不動産鑑定
所

不動産等価格調査
伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
四万十市右山2033-14

平成18年2月3日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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12182
（有）山本洋子不動産鑑定
所

不動産等価格調査
伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
四万十市右山2033-14

平成18年3月6日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12183 矢野統一（不動産鑑定士） 不動産等価格調査
伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
四万十市右山2033-14

平成17年11月8日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12184 矢野不動産鑑定事務所 不動産等価格調査
伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
四万十市右山2033-14

平成17年9月9日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12185 岡崎不動産鑑定事務所 不動産等価格調査
伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
四万十市右山2033-14

平成17年10月28日 84,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12186
（社）高知県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会

平成17年度登記業務委託
伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
四万十市右山2033-14

平成17年8月26日 1,948,661

本業務の実施には、不動産の表示に関する登記の専門的知識と土地家屋調査士
法に基づく土地家屋調査士の資格及び広域的な範囲で同時・多量の業務を実施
できる能力が必要である。当協会は、土地家屋調査士法第63条第1項に基づき、
官公署等による不動産の表示に関する登記嘱託又は申請の適性かつ迅速な実施
に寄与することを目的に設立された法人であり、不動産表示登記に関する専門
的知識や技能、豊富な経験を有し、かつ現地の状況等に精通した土地家屋調査
士を確保しており、公共嘱託表示登記の専門機関として県内唯一の法人である
ため、当協会以外に本業務を実施できる能力を有する団体は存しない。（会計
法第29条の3第4項予決令第102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12187 ㈱高知新聞社広告局
「説明会の開催について」に関
する告知公告

伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
四万十市右山2033-14

平成17年11月15日 257,512

土地収用法施行規則第１条の２の規定により地方の新聞紙に公告するため、本
県における唯一の地方新聞社との随意契約（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12188
（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

平成１７年度　管内道路調査資
料作成業務委託

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年8月22日 30,450,000

所定の成果を得るためには複数年にわたり継続して業務を実施する旨条件を付
し、過年度においてプロポーザル方式により契約された業務に係る継続業務で
ある。ため本業務の履行にあたっては、本業務と一体不可分である過年度業務
を履行した者に契約の相手方が特定される（会計法２９条の３第４項） その他

その他（プロポーザル方式による継
続）

12189
四国建設コンサルタント
（株）

平成17-18年度池ノ内高架橋上部
工事設計施工調整会議

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年12月9日 110,250 当該設計を行った者でないと会議における説明等を行うことが出来ないため
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12190 応用地質（株）
平成１７年度　土佐管内防災地
質観測業務

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年5月23日 20,055,000

システムの運用管理に習熟し、緊急時に即時的に対応でき、関連情報に精通し
ている
（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企画競争に
移行）

12191 （社）システム科学研究所
平成１７年度　高速自動車国道
料金割引効果測定調査業務委託

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年12月13日 1,522,500

先端技術を的確に活用した交通実態の調査・分析や有料道路の料金施策に関
しても、国土交通省、西日本高速道路株式会社（旧日本道路公団）をはじめ豊
富な受託実績も有しているため。（会計法２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの
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12192
（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

平成１７年度　寒風山道路広域
インパクト調査業務委託

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年6月22日 21,840,000

所定の成果を得るためには複数年にわたり継続して業務を実施する旨条件を付
し、過年度においてプロポーザル方式により契約された業務に係る継続業務で
ある。ため本業務の履行にあたっては、本業務と一体不可分である過年度業務
を履行した者に契約の相手方が特定される（会計法２９条の３第４項） その他

その他（プロポーザル方式による継
続）

12193
（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

平成１７年度　高知松山自動車
道整備検討業務委託

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年11月16日 12,600,000

所定の成果を得るためには複数年にわたり継続して業務を実施する旨条件を付
し、過年度においてプロポーザル方式により契約された業務に係る継続業務で
ある。ため本業務の履行にあたっては、本業務と一体不可分である過年度業務
を履行した者に契約の相手方が特定される（会計法２９条の３第４項） その他

その他（プロポーザル方式による継
続）

12194
パシフィックコンサルタン
ツ（株）

平成１７年度　阿南安芸自動車
道整備検討業務委託

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年11月07日 32,130,000

所定の成果を得るためには複数年にわたり継続して業務を実施する旨条件を付
し、過年度においてプロポーザル方式により契約された業務に係る継続業務で
ある。ため本業務の履行にあたっては、本業務と一体不可分である過年度業務
を履行した者に契約の相手方が特定される（会計法２９条の３第４項） その他

その他（プロポーザル方式による継
続）

12195 （財）高知県牧野記念財団
平成１７年度　高知南国道路植
物調査業務委託

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年06月10日 3,486,000

所定の成果を得るためには複数年にわたり継続して業務を実施する旨条件を付
し、過年度においてプロポーザル方式により契約された業務に係る継続業務で
ある。ため本業務の履行にあたっては、本業務と一体不可分である過年度業務
を履行した者に契約の相手方が特定される（会計法２９条の３第４項） その他

その他（プロポーザル方式による継
続）

12196
エヌ・ティ・ティ・インフ
ラネット（株）

平成１７年度　光ケーブルセン
サーによる落石検知検討業務委
託

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成18年3月3日 5,250,000

本業務を達成するに必要な光ファイバケーブルによる振動位置検知システムに
おいて日本国内で唯一長距離（80㎞）センシング技術を有しているため。（会
計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12197 （株）高知新聞社
災害に強い道づくりに関する広
報作業

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年6月22日 1,517,250

（株）高知新聞社の発行する高知新聞は、高知県内唯一の地方新聞であり、県
内における新聞の占有率は約８４％と全国１位であり、メディアとしての十分
な実績、幅広い購読者層を保有しているため。（会計法２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

12198 （株）高知新聞社
ガードレール金属片に関する広
報作業

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年8月11日 1,517,250

（株）高知新聞社の発行する高知新聞は、高知県内唯一の地方新聞であり、県
内における新聞の占有率は約８４％と全国１位であり、メディアとしての十分
な実績、幅広い購読者層を保有しているため。（会計法２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

12199 （株）高知新聞社
ふるさとのみちと地域再生に関
する広報作業

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年11月24日 3,782,100

（株）高知新聞社の発行する高知新聞は、高知県内唯一の地方新聞であり、県
内における新聞の占有率は約８４％と全国１位であり、メディアとしての十分
な実績、幅広い購読者層を保有しているため。（会計法２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

12200 （株）高知放送
平成１７年度　ＲＫＣラジオ番
組を活用した広報活動

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年6月23日 2,205,000

高知放送は、高知県唯一のＡＭ民放放送として県内全域をカバーしており、高
知県内で聴取率が も高いラジオ放送局であり、身近で誰もが知り得る情報源
として広く市民に親しまれている。また、道路行政に関する番組制作につい
て、豊富な経験を有しているため。（会計法第２９条の３第４項) その他 随意契約によらざるを得ないもの

12201 （株）高知放送
平成１７年度　ＲＫＣラジオ番
組を活用した広報活動（その
２）

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年11月29日 2,205,000

高知放送は、高知県唯一のＡＭ民放放送として県内全域をカバーしており、高
知県内で聴取率が も高いラジオ放送局であり、身近で誰もが知り得る情報源
として広く市民に親しまれている。また、道路行政に関する番組制作につい
て、豊富な経験を有しているため。（会計法第２９条の３第４項) その他 随意契約によらざるを得ないもの

12202 ＮＥＣリース（株）
平成17年度パーソナルコン
ピューター賃貸借（その１）

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年4月1日 1,156,205
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12203 ＮＥＣリース（株） 平成17年度サーバー賃貸借
奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年4月1日 5,391,540
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12204 ＮＥＣリース（株）
平成17年度所内情報共有サーバ
賃貸借（その４）

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年4月1日 1,499,400
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12205
リコーテクノシステムズ
（株）

平成17年度パーソナルコン
ピューター賃貸借（その４）

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年4月1日 3,660,300
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12206 ＮＥＣリース（株）
平成17年度パーソナルコン
ピューター賃貸借（その２）

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年4月1日 1,074,780
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）
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12207 ＮＥＣリース（株）
平成17年度パーソナルコン
ピューター賃貸借（その３）

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年4月1日 3,165,120
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12208 ＮＥＣリース（株）
平成17年度ルーター賃貸借（そ
の１）

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年4月1日 2,068,920
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12209 ＮＥＣリース（株）
平成17年度ルーター賃貸借（そ
の２）

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年4月1日 4,422,600
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12210 リコーリース（株）
平成１７年度　プローブ情報シ
ステム機器賃貸借

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年4月1日 107,100
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12211 日立キャピタル（株）
道路情報システム機器賃貸借
（一式）

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年4月1日 8,234,100
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12212 日立キャピタル（株）
平成１７年度　ＭＩＣＨＩシス
テム関連機器賃貸借

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年4月1日 724,620 複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

12213 日立キャピタル（株）
平成１７年度　図面管理システ
ム関連装置賃貸借

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年4月1日 5,140,296 複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

12214 日立キャピタル（株）
平成１７年度　道路管理者用モ
バイルパソコン賃貸借

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年4月1日 2,998,800
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12215 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度　道路巡回システ
ム関連機器賃貸借（その１）

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年4月1日 4,030,950
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12216 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度　道路巡回システ
ム関連機器賃貸借（その２）

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年4月1日 317,520
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12217 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度　道路巡回システ
ム関連機器賃貸借（その３）

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成18年2月24日 74,445
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12218 沖電気工業（株） プローブデータ情報提供作業
奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年4月4日 834,540 少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５項予決令第９９条７号）
見直しの余地があり

企画競争を実施（平成１８年度より企
画競争へ移行）

12219 沖電気工業（株）
プローブデータ情報提供作業
（その２）

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年4月26日 834,540 少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５項予決令第９９条７号）
見直しの余地があり

企画競争を実施（平成１８年度より企
画競争へ移行）

12220 沖電気工業（株）
プローブデータ情報提供作業
（その３）

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年5月24日 834,540 少額なことによる随意契約（会計法第２９条の３第５項予決令第９９条７号）
見直しの余地があり

企画競争を実施（平成１８年度より企
画競争へ移行）

12221
ＮＴＴコミュニケーション
ズ（株）

ＯＣＮサービス料
奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－９

平成17年4月1日 1,193,770 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの

12222 （株）ウィルコム インターネット接続料
奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－９

平成17年4月1日 112,084 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの

12223 （株）ＳＴＮｅｔ インターネット接続サービス料
奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－９

平成17年4月1日 327,600 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの

12224 西日本電信電話（株） 電話料
奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－９

平成17年4月1日 13,255,354 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12225
（株）エヌ・ティ・ティ・
ドコモ四国

電話料
奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－９

平成17年4月1日 4,901,373 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12226 四国ガス（株）高知支店 ガス料
奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－９

平成17年4月1日 102,138 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12227 四国電力（株） 電気料
奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－９

平成17年4月1日 139,895,713 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12228 東芝ファイナンス（株）
デジタル複合機賃貸借（その
１）

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成 17年04月01日 695,100
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12229 リコーリース（株）
デジタル複合機賃貸借（その
２）

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成 17年04月01日 99,120 複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

12230 東芝ファイナンス（株）
デジタル複合機賃貸借（その
３）

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成 17年04月01日 2,238,768
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12231 リコーリース（株）
デジタル複合機賃貸借（その
４）

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成 17年04月01日 334,320
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12232 東芝ファイナンス（株）
デジタル複合機賃貸借（その
５）

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成 17年04月01日 856,800
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12233 富士ゼロックス（株）
デジタル複合機賃貸借及び保守
（その１）

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成 17年04月01日 1,175,939
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12234 富士ゼロックス（株）
デジタル複合機賃貸借及び保守
（その２）

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成 17年04月01日 1,363,886
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12235 四国リコー（株）
デジタル複合機賃貸借及び保守
（その３）

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成 17年04月01日 1,488,228
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12236 四国リコー（株）
デジタル複合機賃貸借及び保守
（その４）

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成 17年04月01日 1,399,764
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12237 富士ゼロックス（株）
デジタル複合機賃貸借及び保守
（その５）

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成 17年04月01日 2,288,488
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12238 富士ゼロックス（株） デジタル複合機保守（その１）
奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成 17年04月01日 908,607
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）
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12239 四国リコー（株） デジタル複合機保守（その２）
奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成 17年04月01日 322,151
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12240 富士ゼロックス（株） デジタル複合機保守（その３）
奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成 17年04月01日 2,239,554
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12241 四国リコー（株） デジタル複合機保守（その４）
奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成 17年04月01日 760,136
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12242 富士ゼロックス（株） デジタル複合機保守（その５）
奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成 17年04月01日 191,670
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12243 東芝ファイナンス（株）
Ａ０対応デジタル機賃貸借（そ
の１）

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成 17年04月01日 180,072
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12244 東芝ファイナンス（株）
Ａ０対応デジタル機賃貸借（そ
の２）

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成 17年04月01日 343,560
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12245 富士ゼロックス（株） Ａ０対応デジタル機保守
奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成 17年04月01日 237,163
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12246 東芝ファイナンス（株）
Ａ０対応デジタル機賃貸借（そ
の３）

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成 17年11月01日 17,176
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12247
越知町水道事業会計　越知
町長

水道料
奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－９

平成17年4月1日 31,356 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12248 ＫＤＤＩ（株） 電話料
奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－９

平成17年4月1日 221,160 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12249 （株）ぎょうせい 現行日本法規外（追録）
奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年4月1日 2,492,620 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12250 新日本法規出版（株） 不動産登記総覧外（追録）
奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年4月1日 3,016,800 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12251 第一法規（株）
ＩＳＯ環境マネジメントチェッ
クリスト環境保全基準外（追

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年4月1日 348,340 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12252 （株）大成出版社
建設リサイクル実務要覧外（追
録）

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年4月1日 77,125 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12253 東京法令出版（株）
道路運送車両関係例規集（追
録）

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年4月1日 628,769 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12254 （株）伸法社
人事院規則及関係法規集（追
録）

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年4月1日 38,225 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12255 （財）電気通信振興会 電波法令集（追録）
奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年4月1日 10,280 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12256 日本加除出版（株） 日本行政区画便覧（追録）
奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年4月1日 130,773 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12257 高知県立農業大学校 「ふれあい海道」事業推進
奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年11月18日 150,500

高知県立農業大学校は、地域に開かれた学校づくりの一環として当事務所と覚
え書きを締結しており、また花苗の育成環境や緑化に対する専門知識を有し、
市場価格より安価かつ安定的に花苗を供給できる機関である。（会計法第２９
条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12258 ㈱愛媛新聞社
一般国道３３号事業説明会開催
に関する新聞公告掲載

奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成17年4月13日 396,900
土地収用法施行規則第１条の２の規定により地方の新聞紙に公告するため、本
県における唯一の地方新聞社との随意契約（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12259 ㈱愛媛新聞社
一般国道３３号事業説明会開催
に関する新聞公告掲載

奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成17年4月19日 386,400
土地収用法施行規則第１条の２の規定により地方の新聞紙に公告するため、本
県における唯一の地方新聞社との随意契約（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12260 ㈱高知新聞社広告局
「説明会の開催について」に関
する告知広告

奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成17年4月12日 172,725
土地収用法施行規則第１条の２の規定により地方の新聞紙に公告するため、本
県における唯一の地方新聞社との随意契約（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12261 ㈱高知新聞社広告局
「説明会の開催について」に関
する追加広告

奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成17年4月19日 218,925
土地収用法施行規則第１条の２の規定により地方の新聞紙に公告するため、本
県における唯一の地方新聞社との随意契約（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12262 ㈱高知新聞社広告局
「説明会の開催について」に関
する告知広告

奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成17年5月25日 257,512
土地収用法施行規則第１条の２の規定により地方の新聞紙に公告するため、本
県における唯一の地方新聞社との随意契約（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12263
(社)高知県公共嘱託登記土
地家屋調査士協会

平成１７年度　登記業務委託
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成17年8月2日 2,965,471

本業務の実施には、不動産の表示に関する登記の専門的知識と土地家屋調査士
法に基づく土地家屋調査士の資格及び広域的な範囲で同時・多量の業務を実施
できる能力が必要である。当協会は、土地家屋調査士法第63条第1項に基づき、
官公署等による不動産の表示に関する登記嘱託又は申請の適性かつ迅速な実施
に寄与することを目的に設立された法人であり、不動産表示登記に関する専門
的知識や技能、豊富な経験を有し、かつ現地の状況等に精通した土地家屋調査
士を確保しており、公共嘱託表示登記の専門機関として県内唯一の法人である
ため、当協会以外に本業務を実施できる能力を有する団体は存しない。（会計
法第29条の3第4項予決令第102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12264 ㈱高知新聞社広告局
「一般国道５６号道路説明会の
開催について」に関する告知広
告

奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成17年4月27日 172,725
土地収用法施行規則第１条の２の規定により地方の新聞紙に公告するため、本
県における唯一の地方新聞社との随意契約（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの
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12265 ㈲中内不動産鑑定所 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成18年1月17日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12266 ㈲高知不動産鑑定事務所 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成17年4月28日 84,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12267 ㈲高知不動産鑑定事務所 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成17年6月9日 210,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12268 ㈲高知不動産鑑定事務所 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成17年6月21日 378,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12269 ㈲高知不動産鑑定事務所 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成17年7月28日 84,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12270 ㈲高知不動産鑑定事務所 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成17年12月20日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12271 ㈲高知不動産鑑定事務所 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成18年1月25日 4,518,150

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12272 ㈲伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成17年5月10日 303,450

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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12273 ㈲伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成17年7月1日 303,450

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12274 ㈲伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成17年7月1日 126,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12275 ㈲伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成17年7月1日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12276 ㈲伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成17年10月4日 1,062,600

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12277 ㈲伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成17年10月26日 84,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12278 ㈲伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成17年10月26日 84,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12279 ㈲伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成17年10月26日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12280 ㈲伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成17年11月2日 606,900

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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12281 ㈲伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成17年11月17日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12282 ㈲伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成18年1月18日 152,250

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12283 ㈲伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成18年1月18日 84,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12284 ㈲松村不動産鑑定所 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成18年1月26日 354,900

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12285 ㈲山本洋子不動産鑑定所 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成17年5月10日 303,450

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12286 ㈲山本洋子不動産鑑定所 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成17年7月1日 303,450

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12287 ㈲山本洋子不動産鑑定所 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成17年10月4日 303,450

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12288 ㈲山本洋子不動産鑑定所 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成17年11月2日 303,450

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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12289 ㈲山本洋子不動産鑑定所 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成18年2月13日 84,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12290 ㈲山本洋子不動産鑑定所 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成18年3月3日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12291
岡崎不動産鑑定事務所　岡
崎靜道

不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成17年10月26日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12292 ㈲中内不動産鑑定所 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成17年6月10日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12293 ㈲中内不動産鑑定所 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成18年1月16日 303,450

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12294 ㈲伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成17年6月10日 294,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12295 ㈲伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成17年6月10日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12296 ㈲伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成17年6月22日 126,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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12297 ㈲伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成17年6月22日 168,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12298 ㈲伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成17年9月20日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12299 ㈲伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成18年1月16日 303,450

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12300 ㈲伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成18年1月16日 683,550

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12301 ㈲伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成18年3月1日 84,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12302 ㈲伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成18年3月13日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12303 ㈲山本洋子不動産鑑定所 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成18年1月16日 303,450

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12304 ㈲山本洋子不動産鑑定所 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成18年1月16日 683,550

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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12305 ㈲山本洋子不動産鑑定所 不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成18年2月10日 607,950

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12306
矢野不動産鑑定事務所　矢
野　統一

不動産等価格調査報酬料
奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知市江陽町２番２号

平成17年8月4日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12307 西日本電信電話（株） 管理用通信線添架料
五藤　隆彦
四国地方整備局中筋川総合開発工事事務所
高知県宿毛市平田町戸内１６９２番地１

平成 17年04月01日 2,520
長期継続による（会計法第２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12308 四国電力（株） 管理用通信線共架料
五藤　隆彦
四国地方整備局中筋川総合開発工事事務所
高知県宿毛市平田町戸内１６９２番地１

平成 17年04月01日 99,225
長期継続による（会計法第２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12309 非公表 土地借料
五藤　隆彦
四国地方整備局中筋川総合開発工事事務所
高知県宿毛市平田町戸内１６９２番地１

平成 17年04月01日 12,528
場所が特定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12310 非公表 土地借料
五藤　隆彦
四国地方整備局中筋川総合開発工事事務所
高知県宿毛市平田町戸内１６９２番地１

平成 17年04月01日 322,680
場所が特定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12311 非公表 宿舎借上料
五藤　隆彦
四国地方整備局中筋川総合開発工事事務所
高知県宿毛市平田町戸内１６９２番地１

平成 17年04月01日 612,000
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12312 非公表 土地借料
五藤　隆彦
四国地方整備局中筋川総合開発工事事務所
高知県宿毛市平田町戸内１６９２番地１

平成 17年04月01日 1,295,568
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12313 非公表 庁舎敷地借上料
五藤　隆彦
四国地方整備局中筋川総合開発工事事務所
高知県宿毛市平田町戸内１６９２番地１

平成 17年04月01日 1,507,104
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12314 非公表 庁舎敷地借上料
五藤　隆彦
四国地方整備局中筋川総合開発工事事務所
高知県宿毛市平田町戸内１６９２番地１

平成 17年04月01日 169,548
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12315 非公表 庁舎敷地借上料
五藤　隆彦
四国地方整備局中筋川総合開発工事事務所
高知県宿毛市平田町戸内１６９２番地１

平成 17年04月01日 1,968,144
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12316 非公表 庁舎敷地借上料
五藤　隆彦
四国地方整備局中筋川総合開発工事事務所
高知県宿毛市平田町戸内１６９２番地１

平成 17年04月01日 2,120,436
場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12317 四国リコー（株） 電子複写機賃貸借及び保守
五藤　隆彦
四国地方整備局中筋川総合開発工事事務所
高知県宿毛市平田町戸内１６９２番地１

平成17年4月1日 847,826
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

12318 四国リコー（株） デジタル複写機賃貸借及び保守
五藤　隆彦
四国地方整備局中筋川総合開発工事事務所
高知県宿毛市平田町戸内１６９２番地１

平成17年4月1日 577,080
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

12319 富士ゼロックス四国（株）
カラー複写機賃貸借及び保守
（その１）

五藤　隆彦
四国地方整備局中筋川総合開発工事事務所
高知県宿毛市平田町戸内１６９２番地１

平成17年4月1日 987,056
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

12320 富士ゼロックス四国（株）
カラー複写機賃貸借及び保守
（その２）

五藤　隆彦
四国地方整備局中筋川総合開発工事事務所
高知県宿毛市平田町戸内１６９２番地１

平成17年4月1日 430,984
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

12321 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　パーソナルコン
ピュータ外３件賃貸借

五藤　隆彦
四国地方整備局中筋川総合開発工事事務所
高知県宿毛市平田町戸内１６９２番地１

平成 17年04月01日 9,654,460
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12322 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度　パーソナルコン
ピュータ賃貸借

五藤　隆彦
四国地方整備局中筋川総合開発工事事務所
高知県宿毛市平田町戸内１６９２番地１

平成 17年04月01日 553,140
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12323 セコム高知（株）
平成１７年度中筋川総合開発工
事事務所警備業務委託

五藤　隆彦
四国地方整備局中筋川総合開発工事事務所
高知県宿毛市平田町戸内１６９２番地１

平成 17年04月01日 744,660
防犯上必要とされる機能のうち、画像変化により異常を感知する「画像セン
サー」を導入している唯一の業者であるため（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12324 有岡郵便局 後納郵便料
五藤　隆彦
四国地方整備局中筋川総合開発工事事務所
高知県宿毛市平田町戸内１６９２番地１

平成17年4月1日 255,050
法令等により契約の相手方が特定されるため（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12325 西日本電信電話（株） 電話料
五藤　隆彦
四国地方整備局中筋川総合開発工事事務所
高知県宿毛市平田町戸内１６９２番地１

平成17年4月1日 1,018,363
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12326
ＮＴＴコミュニケーション
ズ（株）

電話料
五藤　隆彦
四国地方整備局中筋川総合開発工事事務所
高知県宿毛市平田町戸内１６９２番地１

平成17年4月1日 109,032
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12327
（株）エヌ・ティ・ティ・
ドコモ四国

電話料
五藤　隆彦
四国地方整備局中筋川総合開発工事事務所
高知県宿毛市平田町戸内１６９２番地１

平成17年4月1日 785,961
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約
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12328 ＫＤＤＩ（株） 電話料
五藤　隆彦
四国地方整備局中筋川総合開発工事事務所
高知県宿毛市平田町戸内１６９２番地１

平成17年4月1日 61,711
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12329 四国電力（株） 電気料
五藤　隆彦
四国地方整備局中筋川総合開発工事事務所
高知県宿毛市平田町戸内１６９２番地１

平成17年4月1日 8,031,104
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12330 宿毛市企業出納員 水道料（宿毛）
五藤　隆彦
四国地方整備局中筋川総合開発工事事務所
高知県宿毛市平田町戸内１６９２番地１

平成17年4月1日 310,190
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12331 四万十市水道事業出納員 水道料（中村）
五藤　隆彦
四国地方整備局中筋川総合開発工事事務所
高知県宿毛市平田町戸内１６９２番地１

平成17年4月1日 14,340
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12332 （株）ぎょうせい 追録（建設法令総覧外）
五藤　隆彦
四国地方整備局中筋川総合開発工事事務所
高知県宿毛市平田町戸内１６９２番地１

平成17年4月1日 1,072,080
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12333 （株）大成出版社 追録（河川法令便覧外）
五藤　隆彦
四国地方整備局中筋川総合開発工事事務所
高知県宿毛市平田町戸内１６９２番地１

平成17年4月1日 117,271
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12334 （財）電気通信振興会 追録（電波法令集）
五藤　隆彦
四国地方整備局中筋川総合開発工事事務所
高知県宿毛市平田町戸内１６９２番地１

平成17年4月1日 5,430
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12335 新日本法規出版（株）
追録（管工事施工管理関係法規
集外）

五藤　隆彦
四国地方整備局中筋川総合開発工事事務所
高知県宿毛市平田町戸内１６９２番地１

平成17年4月1日 712,050
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12336 第一法規（株）
追録（チェックリスト　廃棄物
処理基準外）

五藤　隆彦
四国地方整備局中筋川総合開発工事事務所
高知県宿毛市平田町戸内１６９２番地１

平成17年4月1日 216,980
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12337 東京法令出版（株） 追録（河川管理必携）
五藤　隆彦
四国地方整備局中筋川総合開発工事事務所
高知県宿毛市平田町戸内１６９２番地１

平成17年4月1日 31,298
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12338
（社）高知県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会

登記資料作成外
五藤　隆彦
四国地方整備局中筋川総合開発工事事務所
高知県宿毛市平田町戸内１６９２番地１

平成 17年04月22日 65,341

本業務の実施には、不動産の表示に関する登記の専門的知識と土地家屋調査士
法に基づく土地家屋調査士の資格及び広域的な範囲で同時・多量の業務を実施
できる能力が必要である。当協会は、土地家屋調査士法第63条第1項に基づき、
官公署等による不動産の表示に関する登記嘱託又は申請の適性かつ迅速な実施
に寄与することを目的に設立された法人であり、不動産表示登記に関する専門
的知識や技能、豊富な経験を有し、かつ現地の状況等に精通した土地家屋調査
士を確保しており、公共嘱託表示登記の専門機関として県内唯一の法人である
ため、当協会以外に本業務を実施できる能力を有する団体は存しない。（会計
法第29条の3第4項予決令第102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12339
（社）高知県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会

登記資料作成外（その２）
五藤　隆彦
四国地方整備局中筋川総合開発工事事務所
高知県宿毛市平田町戸内１６９２番地１

平成 17年08月10日 194,901

本業務の実施には、不動産の表示に関する登記の専門的知識と土地家屋調査士
法に基づく土地家屋調査士の資格及び広域的な範囲で同時・多量の業務を実施
できる能力が必要である。当協会は、土地家屋調査士法第63条第1項に基づき、
官公署等による不動産の表示に関する登記嘱託又は申請の適性かつ迅速な実施
に寄与することを目的に設立された法人であり、不動産表示登記に関する専門
的知識や技能、豊富な経験を有し、かつ現地の状況等に精通した土地家屋調査
士を確保しており、公共嘱託表示登記の専門機関として県内唯一の法人である
ため、当協会以外に本業務を実施できる能力を有する団体は存しない。（会計
法第29条の3第4項予決令第102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12340 （株）アイ・エヌ・エー
平成１７年度　柳瀬ダム施設改
良検討業務委託

竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
郡池田町字西山谷尻4235-1

平成 17年04月06日 20,265,000 前年度にﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式により選定され､当該年度業務と密接な関係にあるため
（会計法第29条の3第4項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

12341 ＴＳＰ太陽（株）
早明浦ダム「森と湖に親しむ旬
間」運営等業務

竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
郡池田町字西山谷尻4235-1

平成 17年06月14日 56,038,500 前年度にﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式により選定され､当該年度業務と密接な関係にあるため
（会計法第29条の3第4項）

その他
その他（プロポーザル方式による継
続）

12342 山陽映画（株） 早明浦ダム渇水記録撮影
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
郡池田町字西山谷尻4235-1

平成 17年06月30日 966,000 少額のため（会計法第２９条の３第５号）
問題があるもの

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

12343 山陽映画（株） 早明浦ダム渇水航空撮影
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
郡池田町字西山谷尻4235-1

平成 17年07月06日 976,500 少額のため（会計法第２９条の３第５号）
問題があるもの

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

12344 山陽映画（株）
早明浦ダム渇水の記録・航空撮
影その２

竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
郡池田町字西山谷尻4235-1

平成 17年07月27日 976,500 少額のため（会計法第２９条の３第５号）
問題があるもの

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

12345 山陽映画（株）
早明浦ダム渇水の記録撮影その
２

竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
郡池田町字西山谷尻4235-1

平成 17年08月02日 252,000 少額のため（会計法第２９条の３第５号）
問題があるもの

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

12346 宇摩森林組合
柳瀬ダム光ケーブル支障物撤去
作業

竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成17年12月07日 83,160

本作業は急峻な岩山での作業となり、現場に十分な実績と経験を持たなければ
安全な施工を確保出来ないため（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会
計令第１０２条の４第３項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12347 富士通（株） 端局装置用ケーブル敷設作業
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成18年03月16日 52,500

本作業は装置内の操作手順、内部機器構成、ソフト設定等の細部仕様に関して
熟知する必要があり。他業者では重要なデータの欠測等を招く恐れがあるた
め。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12348 独立行政法人　国立印刷局 官報公告料
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
郡池田町字西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 145,530 法令に基づき一般競争入札公告の掲載先が特定されるため（会計法２９条の３
第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単契

12349 富士ゼロックス四国（株）
デジタル複合機賃貸借及び保守
（その１）

竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
郡池田町字西山谷尻4235-1

平成 17年４月１日 2,624,542
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より国庫債務負担行為を計上）

単契
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12350 （株）金剛
デジタル複合機賃貸借及び保守
（その２）

竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
郡池田町字西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 1,146,202
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より国庫債務負担行為を計上）

単契

12351
（社）愛媛県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会

平成１７年度　愛媛地区登記業
務委託

竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
郡池田町字西山谷尻4235-1

平成17年7月5日 406,770 本業務の目的を確実に遂行できる唯一の法人であるため（会計法第２９条の３
第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単契

12352 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　電子計算機器シ
ステム賃貸借（その２）

竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
郡池田町字西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 7,430,220
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より国庫債務負担行為を計上）

12353 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　統合管理システ
ム機器賃貸借（その３）

竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
郡池田町字西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 180,684
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より国庫債務負担行為を計上）

12354 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　電子計算機器シ
ステム賃貸借

竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
郡池田町字西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 544,414
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より国庫債務負担行為を計上）

12355 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　電子計算機器シ
ステム賃貸借（その６）

竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
郡池田町字西山谷尻4235-1

平成 17年10月24日 35,238
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より国庫債務負担行為を計上）

12356 日本電子計算機（株）
平成１７年度　統合管理システ
ム機器賃貸借（その２）

竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
郡池田町字西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 14,527,800
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より国庫債務負担行為を計上）

12357 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度　電子計算機器シ
ステム賃貸借（その４）

竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
郡池田町字西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 238,140
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より国庫債務負担行為を計上）

12358 アンリツ（株）
光ファイバ線路監視装置ＬＡＮ
ケーブル配線外

竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成17年09月22日 245,700

本装置を設計・製造した業者以外が作業を行う場合、障害発生時の責任分界、
保証体制に重大な支障が生じる恐れがあるため（会計法第２９条の３第４項、
予算決算及び会計令第１０２条の４第３項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12359
（株）池田ケーブルネット
ワーク

ケーブルテレビ受信料
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
郡池田町字西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 21,420 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの

12360
（株）池田ケーブルネット
ワーク

平成１７年度　オンライン情報
提供業務

竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
郡池田町字西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 93,240 必要帯域が唯一確保できる業者であるため（会計法第２９条の３第４号）
その他 随意契約によらざるを得ないもの

12361 西日本電信電話（株） 電話料
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成17年4月1日 1,725,473 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12362
（株）エヌ・ティ・ティ・
ドコモ四国

電話料
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成17年4月1日 1,196,923 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12363 ＫＤＤＩ（株） 電話料
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成17年4月1日 381,933 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12364 四国電力（株） 庁舎電気料
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成17年4月1日 12,614,919 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12365 日本郵政公社 後納郵便料
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成17年4月1日 517,550 法令等により契約の相手方が特定されるため（会計法２９条の３第４項）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12366
（株）ＮＴＴ西日本－四国
徳島事業部

共架料
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 86,520 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12367
（株）ＮＴＴ西日本－四国
愛媛支店

共架料
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 4,200 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12368
（株）ＮＴＴ西日本－四国
愛媛支店

共架料
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 15,120 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12369
（株）ＮＴＴ西日本－四国
高知事業部

共架料
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 23,520 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12370
西部不動産鑑定所　代表者
藤本　誠司

不動産等価格調査報酬料
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 17年12月13日 303,450

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12371
西部不動産鑑定所　代表者
藤本　誠司

不動産等価格調査報酬料
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 18年01月25日 208,950

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12372
西部不動産鑑定所　代表者
藤本　誠司

不動産等価格調査報酬料
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 18年02月14日 303,450

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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12373
西部不動産鑑定所　代表者
藤本　誠司

不動産等価格調査報酬料
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 18年03月10日 455,700

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12374
住友林業（株）山林部　新
居浜山林事業所

土地借料（中七番ロボット雨量
観測所）

竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 5,700 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12375 非公表 土地借料
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 327,339 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12376 非公表 土地借料
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 8,532 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12377 非公表 土地借料
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 19,980 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12378 非公表 土地借料
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 17年10月11日 6,450 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12379 非公表 土地借料
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 3,375 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12380 非公表 土地借料
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 1,368 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12381 非公表 土地借料
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 1,788 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12382 非公表 土地借料（岩鍋反射板）
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 444 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12383 非公表 土地借料（南小川水位観測所）
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 1,872 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12384 非公表
土地借料（雨量観測テレメータ
局舎西峰）

竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 20,316 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12385 非公表 土地借料（一宇雨量観測所）
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 22,188 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12386 非公表
土地借料（中西（新宮）警報
所）

竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 4,356 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12387 非公表 土地借料（北浦警報所）
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 3,996 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12388 非公表 土地借料（川渕警報所）
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 3,552 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12389 四国電力（株） 共架料
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 265,545 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12390 西日本電信電話（株） 三辻山無線中継所道路借料
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 14,910 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12391 西日本電信電話（株） 共架料
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 28,560 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12392 四国中央市長 土地借料（脇之谷警報所）
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 1,092 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12393 非公表 土地借料
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 1,848 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12394 非公表 土地借料
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 17年12月09日 107,067 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12395 四国電力（株） 共架料
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 196,560 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12396 四国電力（株） 共架料
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 113,400 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12397 四国電力（株）
土地借料（繁藤テレメータ局
舎）

竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 3,600 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12398 四国電力（株） 共架料
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 169,365 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12399 （株）Ｅ－システム 土地借料（西ノ尾反射板）
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 4,536 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12400 四国中央市水道事業会計 上下水道料
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成17年4月1日 73,500 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12401 箱助林業（株）
土地借料（丸笹テレメータ局
舎）

竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 25,032 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12402 非公表 土地借料（大野警報所）
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 12,024 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12403 非公表 土地借料（川渕放流警報板）
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 84 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12404
（有）阿部不動産鑑定事務
所

不動産等価格調査報酬料
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 18年01月25日 208,950

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12405 非公表 土地借料（古野警報所）
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 4,332 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報
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12406 非公表 土地借料（上山無線警報所）
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 3,948 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12407 非公表 土地借料（古田雨量観測所）
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 1,068 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12408 非公表
土地借料（光ケーブル整備に伴
う支線設置用地）

竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 1,730 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12409 非公表 土地借料（岩鍋反射板）
竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
市池田町西山谷尻4235-1

平成 17年04月01日 1,308 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12410 （株）ぎょうせい 追録
竹島　和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三
好郡池田町字西山谷尻４２３５－１

平成17年4月1日 58,700 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12411 新日本法規出版（株） 追録
竹島　和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三
好郡池田町字西山谷尻４２３５－１

平成17年4月1日 1,052,300 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12412 第一法規（株） 追録
竹島　和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三
好郡池田町字西山谷尻４２３５－１

平成17年4月1日 140,410 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12413 （株）大成出版社 追録
竹島　和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三
好郡池田町字西山谷尻４２３５－１

平成17年4月1日 133,481 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12414 東京法令出版（株） 追録
竹島　和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三
好郡池田町字西山谷尻４２３５－１

平成17年4月1日 19,561 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12415 （財）電気通信振興会 追録
竹島　和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三
好郡池田町字西山谷尻４２３５－１

平成17年4月1日 18,235 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12416 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　端末装置賃貸借
（クライアント及びプリンタ）

則勢四国地方整備局野村ダム管理所愛媛県西予
市野村町野村8－153－1

平成17年4月1日 609,840
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より国庫債務負担行為を計上）

12417 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　端末装置賃貸借
（水文水質）

則勢四国地方整備局野村ダム管理所愛媛県西予
市野村町野村8－153－1

平成17年4月1日 5,670
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より国庫債務負担行為を計上）

12418 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　サーバ外端末装
置賃貸借

則勢四国地方整備局野村ダム管理所愛媛県西予
市野村町野村8－153－1

平成17年4月1日 3,952,620
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より国庫債務負担行為を計上）

12419 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　野村ダム管理所
ルータ機器賃貸借

則勢四国地方整備局野村ダム管理所愛媛県西予
市野村町野村8－153－1

平成17年4月1日 2,532,600
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より国庫債務負担行為を計上）

12420 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　端末装置賃貸借
（水文水質）（その２）

則勢四国地方整備局野村ダム管理所愛媛県西予
市野村町野村8－153－1

平成17年9月30日 5,670
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より国庫債務負担行為を計上）

12421 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度　防災端末装置賃
貸借

則勢四国地方整備局野村ダム管理所愛媛県西予
市野村町野村8－153－1

平成17年4月1日 364,980
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より国庫債務負担行為を計上）

12422 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度　防災端末装置賃
貸借（その２）

則勢四国地方整備局野村ダム管理所愛媛県西予
市野村町野村8－153－1

平成17年4月1日 355,320
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より国庫債務負担行為を計上）

12423 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度　端末装置賃貸借
（クライアント）

則勢四国地方整備局野村ダム管理所愛媛県西予
市野村町野村8－153－1

平成17年4月1日 296,856
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より国庫債務負担行為を計上）

12424 日本無線（株）
平成１７年度　野村ダム情報処
理設備改造

則勢四国地方整備局野村ダム管理所愛媛県西予
市野村町野村8－153－1

平成18年1月26日 6,300,000 ソースプログラム改造に際して、製造者との随意契約（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１９年度より公募を
実施）

12425 ニフティ（株） オンライン情報提供業務
則勢四国地方整備局野村ダム管理所愛媛県西予
市野村町野村8－153－1

平成17年5月23日 24,926 情報提供業務契約（会計法第２９条の３第４項）
その他 随意契約によらざるを得ないもの

12426 野村ケーブルテレビ（株） ケーブルテレビ利用料
則勢四国地方整備局野村ダム管理所愛媛県西予
市野村町野村8－153－1

平成17年4月1日 42,840 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの

12427 西日本電信電話（株） 電話料（その１）
則勢四国地方整備局野村ダム管理所愛媛県西予
市野村町野村8－153－1

平成17年4月1日 747,965 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12428 西日本電信電話（株） 電話専用料
則勢四国地方整備局野村ダム管理所愛媛県西予
市野村町野村8－153－1

平成17年4月1日 260,673 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12429
（株）エヌ・ティ・ティ・
ドコモ四国

電話料（その４）
則勢四国地方整備局野村ダム管理所愛媛県西予
市野村町野村8－153－1

平成17年4月1日 428,715 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12430 日本郵政公社 後納郵便料
則勢四国地方整備局野村ダム管理所愛媛県西予
市野村町野村8－153－1

平成17年4月1日 230,570 法令等により契約の相手方が特定されるため（会計法２９条の３第４項）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12431 四国リコー（株）
平成１７年度　デジタル複写機
（複合機）賃貸借及び保守

則勢四国地方整備局野村ダム管理所愛媛県西予
市野村町野村8－153－1

平成17年4月1日 662,123

複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より国庫債務負担行為を計上）

単価契約

12432 （有）ヤマト商事
平成１７年度　図面入出力シス
テム賃貸借及び保守

則勢四国地方整備局野村ダム管理所愛媛県西予
市野村町野村8－153－1

平成17年6月8日 995,074

複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より国庫債務負担行為を計上）

12433 四国電力（株） 電気料
則勢四国地方整備局野村ダム管理所愛媛県西予
市野村町野村8－153－1

平成17年4月1日 2,178,168 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12434 西日本電信電話（株） 電線施設共架料
則勢四国地方整備局野村ダム管理所愛媛県西予
市野村町野村8－153－1

平成17年4月1日 59,640 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12435 四国電力（株） 電線施設共架料
則勢四国地方整備局野村ダム管理所愛媛県西予
市野村町野村8－153－1

平成17年4月1日 283,500 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12436 四国電力（株） 電線施設共架料
則勢四国地方整備局野村ダム管理所愛媛県西予
市野村町野村8－153－1

平成17年4月1日 315 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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12437 四国電力（株） 電線施設共架料
則勢四国地方整備局野村ダム管理所愛媛県西予
市野村町野村8－153－1

平成17年4月1日 10,395 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12438 日本テレコム（株） 電話料（その３）
則勢四国地方整備局野村ダム管理所愛媛県西予
市野村町野村8－153－1

平成17年4月1日 126,441 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12439 （株）ぎょうせい 追録「源泉徴収実務提要」外
則勢四国地方整備局野村ダム管理所愛媛県西予
市野村町野村8－153－1

平成17年4月1日 152,990 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12440 新日本法規出版（株）
追録「集録建築法規　愛媛県
版」外

則勢四国地方整備局野村ダム管理所愛媛県西予
市野村町野村8－153－1

平成17年4月1日 710,667 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12441 第一法規（株） 追録「河川関係法令例規集」外
則勢四国地方整備局野村ダム管理所愛媛県西予
市野村町野村8－153－1

平成17年4月1日 154,340 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12442 （株）大成出版社
追録「水利権実務ハンドブッ
ク」外

則勢四国地方整備局野村ダム管理所愛媛県西予
市野村町野村8－153－1

平成17年4月1日 68,081 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12443 東京法令出版（株） 追録「河川管理必携」
則勢四国地方整備局野村ダム管理所愛媛県西予
市野村町野村8－153－1

平成17年4月1日 15,649 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12444 （財）電気通信振興会 追録「電気通信法令集」
則勢四国地方整備局野村ダム管理所愛媛県西予
市野村町野村8－153－1

平成17年4月1日 14,545 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12445 （株）アイエステー
森山地区地すべり対策補強工事
設計施工調整　一式

松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年12月13日 155,400
（株）アイエステーは、平成16年度大渡ダム斜面調査解析業務委託において平
成17－18年度森山地区地すべり対策補強工事外1件の工事の目的物の詳細設計を
行っている。（会計法29条の3第4項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

12446 富士ゼロックス（株） デジタル複合機保守　一式
松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年5月17日 1,155,464 デジタル複合機は賃貸借物件であるため適正な保守が必要である。・製造元で
ある当初の業者と契約することが も適正である。（会計法第29条3第4項）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

単価契約

12447 富士ゼロックス（株）
デジタル複合機保守（その2）一
式

松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年5月17日 94,500 デジタル複合機は賃貸借物件であるため適正な保守が必要である。・製造元で
ある当初の業者と契約することが も適正である。（会計法第29条3第4項）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

単価契約

12448 ＮＥＣリース（株）
平成17年度　大渡ダム管理所
ルータ機器賃貸借　一式

松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年4月1日 1,988,280
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より国庫債務負担行為を計上）

12449 日立キャピタル（株）
平成17年度　デジタル複合機賃
貸借 一式

松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年4月1日 1,614,564 複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

12450 東芝ファイナンス（株）
平成17年度　河川情報提供端末
機器の賃貸借 一式

松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年4月1日 143,325 複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

12451 東芝ファイナンス（株）
平成17年度　電子計算機器の賃
貸借（その3）一式

松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年4月1日 104,160 複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

12452 富士ゼロックス（株）
電子複写機賃貸借及び保守　一
式

松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年5月17日 382,050
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より国庫債務負担行為を計上）

単価契約

12453 東芝ファイナンス（株）
平成17年度　電子計算機器の賃
貸借（その4）一式

松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年4月1日 375,480
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より国庫債務負担行為を計上）

12454 ＮＥＣリース（株）
平成17年度　大渡ダム管理所
サーバ賃貸借　一式

松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年4月1日 2,942,100
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より国庫債務負担行為を計上）

12455 東芝ファイナンス（株）
平成17年度　電子計算機器の賃
貸借（その1）一式

松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年4月1日 680,400
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より国庫債務負担行為を計上）

12456 ＮＥＣリース（株）
平成17年度　電子計算機器の賃
貸借（再リース1）　一式

松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年4月1日 14,017 複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

12457 東芝ファイナンス（株）
平成17年度　電子計算機器の賃
貸借（再リース2）一式

松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年4月1日 2,257 複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

12458 （株）開発技術センター
大渡ダム管理システム改良作業
一式

松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成18年3月14日 690,900

大渡ダム管理システムはダムの管理および操作において非常に重要なシステム
であり、本業務は安全にダムを管理する上で早急かつ正確に行う必要があ
る。・（株）開発技術センターは「洪水調節支援システム」等のシステム開発
導入を行っており、早急かつ正確な対応が可能である。（会計法29条の3第4
項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

12459 （株）開発技術センター
ただし書き操作要領変更に伴う
管理システム改良　一式

松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年8月3日 973,350

ダムのただし書き操作はダムの操作方法において非常に重要な操作方法であ
る。・「ダム操作支援システム」は平成16年度に（株）開発技術センターがシ
ステム開発導入したものであり、早急かつ正確な対応が可能である。（会計法
29条の3第4項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

12460 富士通（株）
ＶｏｌＰ電話設備セキュリティ
対策作業　一式

松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成18年2月6日 262,500

・ウイルス感染や、それに伴う当該装置の不稼働は、ダム管理にとどまらず防
災ネットワーク全体に多大な影響を及ぼすため一刻も早くセキュリティ機能を
向上させる必要がある。・対策にあたって必要となるシステムの動作保証、及
び対策中の不測の事態に対しての施設環境及び品質管理体制を保有しているの
は、前製造者に限られる。（会計法29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12461 アンリツ（株） 支線系光伝送装置修繕 一式
松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年12月5日 227,850

装置本体の電子回路設計等は、前製造者が独自に開発、保有しているため、所
要の機能を確実に復元できる。・当該装置の不稼働はダム管理に多大な影響を
及ぼすため緊急に修復する必要がある。（会計法29条の3第4項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12462 富士通（株）
大渡ダムセキュリティ設備修繕
一式

松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年9月28日 388,500

本設備の修繕にあたっては、一刻も早く機能を向上させる必要がある。・異な
る業者が修繕を行う場合内部解析に多大な時間を要し、また保証体制及び保守
管理に重大な支障を生じることとなる。（会計法29条の3第4項） その他 随意契約によらざるを得ないもの
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12463 （株）拓和 森水位計修繕　一式
松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年9月13日 204,750

本装置の修繕にあたっては、一刻も早く機能を回復させる必要がある。・異な
る業者が修繕を行う場合、内部解析に多大な時間を要し、また保証体制及び保
守管理に重大な支障を生じることとなる。（会計法29条の3第4項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12464 富士通（株）
大渡局テレメータ装置修繕　一
式

松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年7月4日 168,000

本装置の修繕にあたっては、一刻も早く機能を回復させる必要がある。・異な
る業者が修繕を行う場合内部解析に多大な時間を要し、また保証体制及び保守
管理に重大な支障を生じることとなる。（会計法29条の3第4項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12465
パナソニックＣＣソリュー
ションズ（株）

模写電送装置修繕　一式
松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年6月9日 139,020

本装置の修繕にあたっては、出水期前に一刻も早く機能を回復させる必要があ
る。・本設備を設計・製作した業者と異なる業者が修繕を行う場合内部解析に
多大な時間を要し、保証体制及び保守管理に重大な支障を生じることとなる。
（会計法29条の3第4項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12466 （株）ウエザーニューズ
大渡ダム気象情報提供（その
１）一式

松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年4月1日 724,500

（株）ウエザーニューズはダム・河川管理支援情報や独自の台風進路予測等ダ
ム管理において重要な気象情報を提供している。（会計法29条の3第4項） 問題があるもの

競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

12467 （株）ウエザーニューズ
大渡ダム気象情報提供（その
２）一式

松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年7月1日 724,500

（株）ウエザーニューズはダム・河川管理支援情報や独自の台風進路予測等ダ
ム管理において重要な気象情報を提供している。（会計法29条の3第4項） 問題があるもの

競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

12468 （株）ウエザーニューズ
大渡ダム気象情報提供（その
３）一式

松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年9月28日 724,500

（株）ウエザーニューズはダム・河川管理支援情報や独自の台風進路予測等ダ
ム管理において重要な気象情報を提供している。（会計法29条の3第4項） 問題があるもの

競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

12469 （株）ウエザーニューズ
大渡ダム気象情報提供（その
４）一式

松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年12月27日 724,500

（株）ウエザーニューズはダム・河川管理支援情報や独自の台風進路予測等ダ
ム管理において重要な気象情報を提供している。（会計法29条の3第4項） 問題があるもの

競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

12470 西日本電信電話（株） 添加料 一式
松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年4月1日 24,360 目的が競争を許さない随意契約（会計法第29条の3第4項）
その他 随意契約によらざるを得ないもの

12471 四国電力（株） 管理用通信線共架料 一式
松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年4月1日 19,845 目的が競争を許さない随意契約（会計法第29条の3第4項）
その他 随意契約によらざるを得ないもの

12472 四国電力（株） 放流警報線共架料 一式
松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年4月1日 2,835 目的が競争を許さない随意契約（会計法第29条の3第4項）
その他 随意契約によらざるを得ないもの

12473 四国電力（株） 管理用通信線共架料 一式
松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年4月1日 88,830 目的が競争を許さない随意契約（会計法第29条の3第4項）
その他 随意契約によらざるを得ないもの

12474
ＮＴＴコミュニケーション
ズ（株）

ＯＣＮサービス使用料（4月分～
3月分） 1式

松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年4月1日 353,283 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの

12475 日本郵政公社 後納郵便料（4月分～3月分）1式
松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年4月1日 200,840 法令等により契約の相手方が特定されるため（会計法２９条の３第４項）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12476 四国電力（株） 電気料（4月分～3月分） 1式
松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年4月1日 17,181,822 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12477 佐川町収入役 水道料（4月分～3月分）
松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年4月1日 37,291 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12478 （有）伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査報酬料 一式
松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年8月17日 303,450

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12479 （有）伊藤不動産鑑定 不動産等価格調査報酬料 一式
松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成18年3月2日 455,700

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12480 西日本電信電話（株） 電話料（4月分～3月分） 1式
松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年4月1日 935,320 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12481
ＮＴＴコミュニケーション
ズ（株）

電話料（7月分）
松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年4月1日 102 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12482
（株）エヌ・ティ・ティ・
ドコモ四国

電話料（4月分～3月分） 1式
松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年4月1日 1,204,589 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12483 ＫＤＤＩ（株） 電話料（4月分～3月分） 1式
松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年4月1日 132,609 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12484 （株）ぎょうせい 追録「現行日本法規」外 一式
松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年4月1日 657,000 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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12485 タマヤ計測システム（株）
たわみ計外部出力装置外購入
一式

松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成18年2月17日 4,353,300

購入機器及び既存のたわみ測定システム全体について詳細な設計内容を把握し
ている。・目的を確実に達成できるのは、機能・構造を熟知・精通している納
入業者に限られる。（会計法29条の3第4項） 見直しの余地があり

競争入札に移行したもの（平成１９年
度以降一般競争入札へ移行）

12486 久万高原町長
美川雨量観測所敷地土地借料 一
式

松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年4月1日 819 目的が競争を許さない随意契約（会計法第29条の3第4項）
その他 随意契約によらざるを得ないもの

12487 四国森林管理局 小田雨量観測所敷地使用量
松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年4月1日 3,000 目的が競争を許さない随意契約（会計法第29条の3第4項）
その他 随意契約によらざるを得ないもの

12488 (財)地域地盤環境研究所
平成１７年度　地盤情報有効活
用検討業務委託

工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務所
香川県高松市牟礼町１５４５

平成17年6月23日 15,592,500

平成１５年度及び平成１６年度に本業務の基礎となる地盤情報有効活用業務委
託で構築した、地盤情報データベースの著作権を所持し且つ、高度な専門知識
を有しているため（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３
号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12489 (株)建設技術研究所
平成１７年度河川伝統技術効果
検討業務委託

工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務所
香川県高松市牟礼町１５４５

平成17年6月6日 7,560,000
平成１６年度においてプロポ－ザル方式により契約された業務に係る継続業務
であるため（会計法第２９条の３第４項） その他

その他（プロポーザル方式による継
続）

12490 (株)建設環境研究所
平成１７年度四国四国地整管内
外来種詳細調査業務委託

工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務所
香川県高松市牟礼町１５４５

平成17年5月4日 9,975,000
平成１６年度においてプロポ－ザル方式により契約された業務に係る継続業務
であるため（会計法第２９条の３第４号） その他

その他（プロポーザル方式による継
続）

12491
パシフィックコンサルタン
ツ(株)

平成１７年度堤防早期緑化手法
検討業務委託

工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務所
香川県高松市牟礼町１５４５

平成17年5月31日 7,035,000
平成１５年度においてプロポ－ザル方式により契約された業務に係る継続業務
であるため（会計法第２９条の３第４項） その他

その他（プロポーザル方式による継
続）

12492 (株)建設技術研究所
平成17年度　河川浄化施設維持
管理手法等検討業務委託

工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務所
香川県高松市牟礼町１５４５

平成17年7月4日 12,075,000
平成１５年度においてプロポ－ザル方式により契約された業務に係る継続業務
であるため（会計法第２９条の３第４項） その他

その他（プロポーザル方式による継
続）

12493
(株)オリエンタル　　　コ
ンサルタンツ

平成１７年度コンクリ－ト構造
物景観ミティゲ－ション業務委
託

工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務所
香川県高松市牟礼町１５４５

平成17年4月25日 10,500,000
平成１６年度においてプロポ－ザル方式により契約された業務に係る継続業務
であるため（会計法第２９条の３第４項） その他

その他（プロポーザル方式による継
続）

12494 セコム（株）
平成１７年度　四国技術事務所
機械警備業務委託

工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務所
香川県高松市牟礼町１５４５

平成17年04月01日 539,280
防犯上必要とされる機能のうち、画像変化により異常を感知する「画像セン
サー」を導入している唯一の業者であるため（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12495 ＮＥＣリース（株） 機械系情報提供サーバ賃貸借
工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務所
香川県高松市牟礼町１５４５

平成17年04月01日 943,740
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より国庫債務負担行為を計上）

12496 東芝ファイナンス（株） コンピューター賃貸借
工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務所
香川県高松市牟礼町１５４５

平成17年04月01日 6,931,050
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より国庫債務負担行為を計上）

12497 森本清掃
コンピューター賃貸借（その
２）

工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務所
香川県高松市牟礼町１５４５

平成17年04月01日 1,134,000
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より国庫債務負担行為を計上）

12498 非公表 平成１７年度　土地賃貸借料
工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務所
香川県高松市牟礼町１５４５

平成17年04月01日 3,680,640
場所が特定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12499 （株）青柳
電子複写機賃貸借及び保守（そ
の２）

工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務所
香川県高松市牟礼町１５４５

平成17年04月01日 3,928,901
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

12500 四国リコー（株）
電子複写機賃貸借及び保守（そ
の１）

工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務所
香川県高松市牟礼町１５４５

平成17年04月01日 1,547,253
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

12501 富士ゼロックス（株）
電子複写機賃貸借及び保守（そ
の３）

工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務所
香川県高松市牟礼町１５４５

平成17年04月01日 564,833
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

12502 ＮＥＣリース（株） 研修用コンピューター外賃貸借
工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務所
香川県高松市牟礼町１５４５

平成17年04月01日 5,836,764
　複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以
降に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２１年
度より、国庫債務負担行為を計上）

12503 （株）デンソー四国
平成１７年度　災害対策車両位
置情報提供

工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務所
香川県高松市牟礼町１５４５

平成17年05月24日 2,692,293
災害対策用機械に搭載された装置を使用して位置情報を受信・配信する唯一の
業者であるため（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号） その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12504 西日本電信電話（株） 電話料
工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務所
香川県高松市牟礼町１５４５

平成17年4月1日 778,730
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12505
ＮＴＴコミュニケーション
ズ（株）

電話料
工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務所
香川県高松市牟礼町１５４５

平成17年4月1日 12,991
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12506
（株）エヌ・ティ・ティ・
ドコモ四国

電話料
工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務所
香川県高松市牟礼町１５４５

平成17年4月1日 1,097,527
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12507 ＫＤＤＩ（株） 電話料
工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務所
香川県高松市牟礼町１５４５

平成17年4月1日 138,476
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12508 日本郵政公社 後納郵便料
工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務所
香川県高松市牟礼町１５４５

平成17年4月1日 654,880
法令等により契約の相手方が特定されるため（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12509 四国電力（株） 電気料
工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務所
香川県高松市牟礼町１５４５

平成17年4月1日 9,839,943
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12510 高松市 水道料
工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務所
香川県高松市牟礼町１５４５

平成18年02月08日 21,734
長期継続契約による（会計法２９条の１２）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約
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12511 （株）島津製作所 ガスクロマトグラフ修繕
工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務所
香川県高松市牟礼町１５４５

平成18年02月07日 1,047,900

四国技術事務所に設置されているガスクロマトグラフの老朽化した部品の交換
であり、この機器を製作・販売・修理している業者が島津製作所のみであるた
め（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

12512 （有）三誠不動産鑑定所 不動産等価格調査報酬料
工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務所
香川県高松市牟礼町１５４５

平成18年03月01日 42,000

本業務の実施には、不動産鑑定に関する専門的知識と不動産の鑑定評価に関す
る法律に基づく不動産鑑定士の資格が必要である。契約者については取得予定
地周辺の公共用地取得において多くの業務受託実績を有しており、また、固定
資産税評価等において取得予定地の近傍の標準地の鑑定評価業務を受託してい
ることから、当該地域の不動産鑑定における高い信頼性を有する者と認められ
る。よって、本業務を適切かつ迅速に実施できる能力を有する者としては同人
が 適である。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12513 （株）ぎょうせい
追録「公共事業紛争関係資料
集」外

工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務所
香川県高松市牟礼町１５４５

平成17年4月1日 212,980
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12514 新日本法規出版（株） 追録「給与関係法規総覧」外
工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務所
香川県高松市牟礼町１５４５

平成17年4月1日 1,192,950
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12515 第一法規（株） 追録「法令解説資料総覧」外
工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務所
香川県高松市牟礼町１５４５

平成17年4月1日 346,540
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12516 （株）大成出版社
追録「建設リサイクル実務要
覧」

工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務所
香川県高松市牟礼町１５４５

平成17年4月1日 80,053
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12517 東京法令出版（株）
追録「道路運送車両関係例規集
外」

工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務所
香川県高松市牟礼町１５４５

平成17年4月1日 66,678
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12518 （財）日本規格協会 追録「ＪＩＳ　Ａ土建」外
工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務所
香川県高松市牟礼町１５４５

平成17年4月1日 97,692
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12519 三協法規出版（株）
追録「消防設備技術危険物要
覧」

工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務所
香川県高松市牟礼町１５４５

平成17年4月1日 38,340
既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12520 （株）八千代製作所
すべり抵抗測定車データ処理装
置改造

工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務所
香川県高松市牟礼町１５４５

平成18年02月01日 1,344,000

搭載されている装置を構成する機器・部品の作動原理を熟知し、各機器・部品
との関連や作動に関わる設定値等、製造メーカー独自の一体的な設計思想に基
づき実施することが確実にできる、本装置の設計・製作を行った左記のみであ
るため（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12521 独立行政法人　国立印刷局 官報公告料
川崎末和国営讃岐まんのう公園事務所香川県仲
多度郡まんのう町吉野４２４３－１２

平成 18年03月30日 126,420 法令に基づき契約の相手方が特定されるため（会計法第２９条の３第４項）
その他 随意契約によらざるを得ないもの

12522 非公表 宿舎建物賃貸借
川崎末和国営讃岐まんのう公園事務所香川県仲
多度郡まんのう町吉野４２４３－１２

平成 17年04月01日 2,856,000 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12523 非公表 宿舎建物賃貸借
川崎末和国営讃岐まんのう公園事務所香川県仲
多度郡まんのう町吉野４２４３－１２

平成 17年04月01日 2,856,000 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 個人情報

12524
（社）仲善広域シルバー人
材センター

満濃池周辺環境パトロール
川崎末和国営讃岐まんのう公園事務所香川県仲
多度郡まんのう町吉野４２４３－１２

平成 17年04月01日 609,000
満濃池に関する決まりを熟知し、違反者対応を円滑に行える経験を有し、満濃
池の日常管理行為と保護をきたさないパトロール遂行が可能な唯一の機関（会
計法29条の3第4号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12525 西日本電信電話（株） 通信ケーブル添架料
川崎末和国営讃岐まんのう公園事務所香川県仲
多度郡まんのう町吉野４２４３－１２

平成 17年04月01日 45,360 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12526 四国電力（株） 管理用通信線共架料
川崎末和国営讃岐まんのう公園事務所香川県仲
多度郡まんのう町吉野４２４３－１２

平成 17年04月01日 33,075 場所が限定されることにより、供給者が一に特定される賃貸借契約（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12527 四国電力（株） 電気料（４から３月分）
川崎末和国営讃岐まんのう公園事務所香川県仲
多度郡まんのう町吉野４２４３－１２

平成 17年05月16日 17,070,259 長期継続による（会計法第２９条の１２）
見直しの余地があり

競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

単価契約

12528
満濃町水道事業会計管理者
町長

上水道
川崎末和国営讃岐まんのう公園事務所香川県仲
多度郡まんのう町吉野４２４３－１２

平成17年4月1日 9,143,836 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12529
満濃町水道事業会計管理者
町長

下水道
川崎末和国営讃岐まんのう公園事務所香川県仲
多度郡まんのう町吉野４２４３－１２

平成17年4月1日 3,484,666 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12530 琴平町長 上水道
川崎末和国営讃岐まんのう公園事務所香川県仲
多度郡まんのう町吉野４２４３－１２

平成17年4月1日 10,800 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12531 琴平町長 下水道
川崎末和国営讃岐まんのう公園事務所香川県仲
多度郡まんのう町吉野４２４３－１２

平成17年4月1日 13,476 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12532 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　パーソナルコン
ピュータ賃貸借（その３）

川崎末和国営讃岐まんのう公園事務所香川県仲
多度郡まんのう町吉野４２４３－１２

平成 17年04月01日 674,004 複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平成１８年
度より競争入札に移行）

12533 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　パーソナルコン
ピュータ賃貸借（その４）

川崎末和国営讃岐まんのう公園事務所香川県仲
多度郡まんのう町吉野４２４３－１２

平成 17年04月01日 16,695 複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

12534 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　パーソナルコン
ピュータ賃貸借（その５）

川崎末和国営讃岐まんのう公園事務所香川県仲
多度郡まんのう町吉野４２４３－１２

平成 17年04月01日 450,252 複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

12535 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　Ｃ／Ｓ機器賃貸
借

川崎末和国営讃岐まんのう公園事務所香川県仲
多度郡まんのう町吉野４２４３－１２

平成 17年04月01日 4,032,000
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より国庫債務負担行為を計上）

12536 ＮＥＣリース（株） 平成１７年度　端末装置賃貸借
川崎末和国営讃岐まんのう公園事務所香川県仲
多度郡まんのう町吉野４２４３－１２

平成 17年04月01日 2,181,060
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より国庫債務負担行為を計上）

12537 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　パーソナルコン
ピュータ賃貸借（その６）

川崎末和国営讃岐まんのう公園事務所香川県仲
多度郡まんのう町吉野４２４３－１２

平成 17年04月28日 14,015 複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの
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12538 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　パーソナルコン
ピュータ賃貸借（その９）

川崎末和国営讃岐まんのう公園事務所香川県仲
多度郡まんのう町吉野４２４３－１２

平成 17年09月30日 8,409 複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

12539 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　パーソナルコン
ピュータ賃貸借（その１３）

川崎末和国営讃岐まんのう公園事務所香川県仲
多度郡まんのう町吉野４２４３－１２

平成 17年12月26日 27,981 複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

12540 ＮＥＣリース（株）
平成１７年度　パーソナルコン
ピュータ賃貸借（その１４）

川崎末和国営讃岐まんのう公園事務所香川県仲
多度郡まんのう町吉野４２４３－１２

平成 17年12月26日 2,803 複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

12541 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度　パーソナルコン
ピュータ賃貸借（その１）

川崎末和国営讃岐まんのう公園事務所香川県仲
多度郡まんのう町吉野４２４３－１２

平成 17年04月01日 357,840
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成１９年
度より国庫債務負担行為を計上）

12542 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度　パーソナルコン
ピュータ賃貸借（その２）

川崎末和国営讃岐まんのう公園事務所香川県仲
多度郡まんのう町吉野４２４３－１２

平成 17年04月01日 236,880 複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

12543 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度　パーソナルコン
ピュータ賃貸借（その７）

川崎末和国営讃岐まんのう公園事務所香川県仲
多度郡まんのう町吉野４２４３－１２

平成 17年06月30日 94,500 複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

12544 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度　パーソナルコン
ピュータ賃貸借（その１０）

川崎末和国営讃岐まんのう公園事務所香川県仲
多度郡まんのう町吉野４２４３－１２

平成 17年09月30日 94,500 複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

12545 東芝ファイナンス（株）
平成１７年度　パーソナルコン
ピュータ賃貸借（その１２）

川崎末和国営讃岐まんのう公園事務所香川県仲
多度郡まんのう町吉野４２４３－１２

平成 17年12月26日 31,500 複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

12546
（株）ジェイアール四国企
画

琴平駅待合室特殊広告掲示作業
川崎末和国営讃岐まんのう公園事務所香川県仲
多度郡まんのう町吉野４２４３－１２

平成 17年04月01日 152,328

JR琴平駅は全国有数の観光地「金刀比羅宮」の玄関であるとともに当公園の直
近駅である。そのため、年間を通じ多くの観光客が利用しているほか、通勤通
学手段として地域の交通機関として活用されており、この駅に広告を掲載でき
る唯一の機関（会計法29条の3第4号） その他

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

12547 西日本電信電話（株） 電話料（４から３月分）
川崎末和国営讃岐まんのう公園事務所香川県仲
多度郡まんのう町吉野４２４３－１２

平成17年4月1日 602,777 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12548
ＮＴＴコミュニケーション
ズ（株）

電話料（４から３月分）
川崎末和国営讃岐まんのう公園事務所香川県仲
多度郡まんのう町吉野４２４３－１２

平成17年4月1日 7,704 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12549
（株）エヌ・ティ・ティ・
ドコモ四国

電話料（４から３月分）
川崎末和国営讃岐まんのう公園事務所香川県仲
多度郡まんのう町吉野４２４３－１２

平成17年4月1日 434,692 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12550 ＫＤＤＩ（株） 電話料（４から３月分）
川崎末和国営讃岐まんのう公園事務所香川県仲
多度郡まんのう町吉野４２４３－１２

平成17年4月1日 121,841 長期継続契約による（会計法２９条の１２）
その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

12551 （株）ぎょうせい
追録（都市計画法の運用Ｑ＆Ａ
外）

川崎末和国営讃岐まんのう公園事務所香川県仲
多度郡まんのう町吉野４２４３－１２

平成17年4月1日 20,820 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12552 新日本法規出版（株）
追録（集録建築法規　香川県版
外）

川崎末和国営讃岐まんのう公園事務所香川県仲
多度郡まんのう町吉野４２４３－１２

平成17年4月1日 872,400 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12553 第一法規（株） 追録（現行法規総覧）
川崎末和国営讃岐まんのう公園事務所香川県仲
多度郡まんのう町吉野４２４３－１２

平成17年4月1日 227,200 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12554 （株）大成出版社
追録（国土交通省会計関係例規
集）

川崎末和国営讃岐まんのう公園事務所香川県仲
多度郡まんのう町吉野４２４３－１２

平成17年4月1日 18,739 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12555 東京法令出版（株） 追録（道路管理必携）
川崎末和国営讃岐まんのう公園事務所香川県仲
多度郡まんのう町吉野４２４３－１２

平成17年4月1日 13,089 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12556 日本加除出版（株）
追録（現行登記総覧不動産登記
の書式と解説）

川崎末和国営讃岐まんのう公園事務所香川県仲
多度郡まんのう町吉野４２４３－１２

平成17年4月1日 19,992 既存図書の追録版の購入契約であり、供給可能な業者が一のため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12557 四国リコー（株）
複写機賃貸借及び保守（その
３）

川崎末和国営讃岐まんのう公園事務所香川県仲
多度郡まんのう町吉野４２４３－１２

平成18年4月1日 1,152,900
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

12558 （株）ダイソク
複写機賃貸借及び保守（その
２）

川崎末和国営讃岐まんのう公園事務所香川県仲
多度郡まんのう町吉野４２４３－１２

平成18年4月1日 214,106
複数年度を前提として初年度に一般競争により契約を行ったものの次年度以降
に係る契約のため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの（平成２０年
度より、国庫債務負担行為を計上）

単価契約

12559 （株）東予中検
平成１７年度野村ダム水質分析
業務

則勢四国地方整備局野村ダム管理所愛媛県西予
市野村町野村8－153－1

平成17年4月27日 12,967,500 不落随契による（予決令９９条の２）
その他 競争入札に移行したもの

12560 西南綜合建設（株）
平成１７年度土佐清水海上保安
署特修工事

横田耕治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町4-26-32

平成17年9月20日 5,281,500
不落随契による（予決令９９条の２）

その他 競争入札に移行したもの

12561 正和電機（株）
平成１７－１８年度後川出張所
庁舎新築設備工事

伊藤　友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所
四万十市右山2033-14

平成18年3月8日 50,610,000
不落随契による（予決令９９条の２）

その他 競争入札に移行したもの

12562
（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

平成１７年度四国地域社会資本
整備施策展開検討業務委託

横田耕治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成17年07月25日 16,905,000
プロポーザル方式により特定した業者と、会計法第２９条の３第４項、予決令
第１０２条の４第３号に基づき、随意契約を行うものである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12563
中電技術コンサルタント
（株）

高松港周辺地域基盤連携調査業
務委託

北橋建治
四国地方整備局
高松市福岡町4丁目26番32号

平成17年10月20日 7,875,000 プロポーザル方式により特定されたため(会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12564 （株）建設技術研究所
平成１７年度　道路ＣＣＴＶ設
備ＩＰ化外設計業務委託

北橋建治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成18年02月09日 28,980,000 プロポーザル方式により特定（会計法第29条の3第4項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12565 （株）地域計画建築研究所
平成１７年度　高齢者対応の住
宅整備調査業務委託

北橋建治四国地方整備局香川県高松市福岡町4-
26-32

平成18年2月22日 3,780,000
本業務は、プロポーザル方式により特定した業者と、会計法第２９条の３第４
項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に基づき、随意契約を行う
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12566
アイドールエンジニヤリン
グ（株）

平成１７年度　堤体安定性検討
業務委託

横田耕治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町4-26-32

平成17年7月13日 8,190,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12567 国際航業（株）
平成１７年度　四国地方整備局
管内河川航空レーザ測量業務

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目26-32

平成17年10月12日 43,890,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12568
大日本コンサルタント
（株）

平成１７年度　事業マネジメン
ト支援システム検討業務委託

北橋建治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成 17年11月10日 18,900,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12569 復建調査設計（株）
平成１７年度　道路管理マネジ
メント検討業務委託

北橋建治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成 18年02月16日 12,915,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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12570
中電技術コンサルタント
（株）

平成１７年度 インターネット
道路情報提供システム開発業務
委託

北橋建治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成 17年11月15日 76,440,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12571 （株）梓設計
平成17年度香川県警察学校生徒
寮その他設計業務委託

横田耕治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町4-26-32

平成17年8月9日 34,650,000

プロポーザル方式を採用し、提出された技術提案書を総合的に評価した結果、
も優れていると評価された者を契約の相手方として特定し、随意契約するも

のである。（会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４
第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12572 応用地質（株）
平成１７年度　吉野川詳細点検
業務委託

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 18年01月19日 47,250,000
プロポーザル方式により特定した。【選定理由：業務内容を的確に理解してお
り、実施方針、業務フローとも具体的且つ的確な提案で、十分に妥当なもので
あることから特定。】（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12573 復建調査設計（株）
平成１７年度　山口谷川樋門予
備設計外１件業務委託

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年12月20日 16,170,000
プロポーザル方式により特定した。【選定理由：業務内容を的確に理解してお
り、実施方針、業務フローとも具体的且つ的確な提案で、十分に妥当なもので
あることから特定。】（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12574
四国建設コンサルタント
（株）

平成１７年度　芝生・中鳥川樋
門詳細設計業務委託

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年12月19日 35,700,000
プロポーザル方式により特定した。【選定理由：業務内容を的確に理解してお
り、実施方針、業務フローとも具体的且つ的確な提案で、十分に妥当なもので
あることから特定。】（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12575
（株）東京建設コンサルタ
ント

平成１７年度　角の瀬排水機場
詳細設計業務委託

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年06月01日 32,970,000
プロポーザル方式により特定した。【選定理由：業務内容を的確に理解してお
り、実施方針、業務フローとも具体的且つ的確な提案で、十分に妥当なもので
あることから特定。】（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12576 （株）アイ・エヌ・エー
平成１７年度　旧吉野川津波検
討業務委託

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 18年01月06日 6,825,000
ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式により特定した。選定理由は、業務の着眼点・実施方針など業務
に関する取組姿勢が十分に妥当なものであるためである。（会計法第２９条の
３第４項、予決令102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
H17-18プ
ロポ

12577 アジア航測（株）
平成１７年度　洪水流空中写真
撮影・解析業務

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年09月27日 6,510,000
ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式により特定した。選定理由は、業務の着眼点・実施方針など業務
に関する取組姿勢が十分に妥当なものであるためであ（会計法第２９条の３第
４項、予決令102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12578
日本建設コンサルタント
（株）

平成１７年度　吉野川流域住民
等意見調査業務

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年10月03日 7,245,000

本業務は、吉野川水系に係る河川整備計画（案）の作成のため、河川整備計画
（原案）等を関係者に広く周知するとともに、関係者から意見を聴取し整理す
るものである。本業務の実施にあたっては、河川関係に関する豊富な知識や経
験等が求められる業務である。本業務は、プロポーザル方式において当該業務
に必要な経験、知識、技術提案書の審査により契約の相手方を特定したもので
ある。よって随意契約を締結する。（会計法２９条の３第４項、予決令第１０
２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12579
（株）東京建設コンサルタ
ント

平成１７年度　角の瀬排水機場
ポンプ設備実施設計業務委託

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年06月10日 15,435,000
プロポーザル方式による（会計法２９条の３第４項、予算決算及び会計令第102
条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12580 （株）建設環境研究所
平成１７年度　鳥類繁殖地保全
調査業務委託

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月27日 8,610,000
プロポーザル方式により、業務の着目点・実施方針など業務に関する取り組み
姿勢が十分に妥当であると判断され、特定した上記の業者と、随意契約を締結
する。（会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12581 総合科学（株）
平成１７年度　多自然型川づく
り追跡調査業務委託

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年07月27日 6,930,000

プロポーザル方式により、業務の着目点・実施方針など業務に関する取り組み
姿勢が十分に妥当であると判断され、特定した上記の業者と、随意契約を締結
するものである。（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３
号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12582 復建調査設計（株）
平成１７年度　管内橋梁補修設
計業務委託

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年06月07日 42,840,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12583
四国建設コンサルタント
（株）

平成１７年度　管内橋梁耐震補
強設計業務委託

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年11月09日 14,175,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12584 復建調査設計（株）
平成１７年度　園瀬川外魚類基
礎調査業務委託

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 18年01月24日 4,095,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12585 復建調査設計（株）
平成１７―１８年度　箸蔵第
１・第２トンネル詳細設計業務
委託

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 18年02月24日 16,800,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12586
（株）エイトコンサルタン
ト

平成１７―１８年度　西山トン
ネル詳細設計業務委託

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 18年02月24日 18,900,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12587
（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

平成１７年度　法花ランプ橋詳
細設計業務委託

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年07月01日 17,220,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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12588 （株）建設技術研究所
平成１７―１８年度　四国横断
自動車道道路詳細設計業務委託

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 18年03月14日 29,400,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12589 （株）建設環境研究所
平成１７年度　徳島南環状道路
環境調査業務委託

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年04月06日 49,140,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12590 （株）建設環境研究所
平成１７―１８年度　四国横断
自動車道動植物環境調査業務委
託

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 18年02月23日 46,515,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12591 （株）構造技術センター
平成１７―１８年度　羽ノ浦ト
ンネル坑門工設計業務委託

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 18年02月23日 16,800,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12592 国際航業（株）
平成１７年度　福井道路環境調
査業務委託

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 18年02月15日 2,782,500
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12593
四国建設コンサルタント
（株）

平成１７年度　法花高架橋詳細
設計業務委託

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年06月30日 49,035,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12594
四国建設コンサルタント
（株）

平成１７年度　徳島本町横断歩
道橋実施設計業務委託

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年08月26日 12,180,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12595
四国建設コンサルタント
（株）

平成１７―１８年度　新那賀川
橋予備設計業務委託

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 18年02月23日 21,840,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12596
大日本コンサルタント
（株）

平成１７年度　大歩危トンネル
詳細設計業務委託

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年08月26日 28,560,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12597
大日本コンサルタント
（株）

平成１７―１８年度　猪ノ鼻道
路橋梁予備設計業務委託

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 18年02月28日 20,265,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12598
日本建設コンサルタント
（株）

平成１７年度　徳島南環状道路
排水対策検討業務委託

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 18年01月30日 8,820,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12599
パシフィックコンサルタン
ツ（株）

平成１７年度　京柱道路概略設
計業務委託

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年08月10日 15,750,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12600
パシフィックコンサルタン
ツ（株）

平成１７―１８年度　徳島南環
状道路構造物設計業務委託

石川浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 18年03月14日 14,490,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12601 ㈱アイ・エヌ・エー
平成17年度
那賀川総合整備施設検討業務委
託

大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成17年6月1日 26,250,000
プロポーザル方式による特定
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12602 ㈱ニュージェック
平成17年度
那賀川総合整備堆砂対策検討業
務委託

大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成17年6月2日 30,030,000
プロポーザル方式による特定
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12603 日本建設コンサルタント㈱
平成17年度
那賀川水系津波防災対策検討業
務委託

大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成17年6月3日 11,340,000
プロポーザル方式による特定
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12604 ㈱建設技術研究所
平成17年度
那賀川水系河道計画外検討業務
委託

大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成17年6月3日 63,735,000
プロポーザル方式による特定
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12605 ㈱建設技術研究所
平成17年度
那賀川河床変動特性調査業務委
託

大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成17年6月8日 36,015,000
プロポーザル方式による特定
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12606 ㈱東京建設コンサルタント
平成17年度
那賀川流域内水対策検討業務委
託

大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成17年8月30日 17,062,500
プロポーザル方式による特定
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12607 ㈱アイ・エヌ・エー
平成17-18年度
桑野川堤防解析業務委託

大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成18年3月13日 22,575,000
プロポーザル方式による特定
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12608 四国建設コンサルタント㈱
平成１７年度　桑野川施工計画
検討外業務委託

大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成17年4月25日 10,815,000
プロポーザル方式による特定
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12609 四国建設コンサルタント㈱
平成１７ー１８年度　那賀川漏
水対策測量設計業務委託

大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成18年3月24日 29,085,000
プロポーザル方式による特定
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12610 ㈱東京建設コンサルタント
平成１７年度熊谷川排水機場詳
細設計業務委託

大谷博信
四国地方整備局那賀川河川事務所
徳島県阿南市領家町室の内３９０

平成17年7月28日 45,937,500
プロポーザル方式による特定
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12611
日本工営（株） 平成１７年度　善徳地すべり地

質調査業務（その２）
長井　隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井
川町西井川６８－１

平成 18年01月24日 14,910,000
プロポーザル方式のため
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12612
（株）建設環境研究所 平成１７年度　南小川自然環境

調査外業務委託
長井　隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井
川町西井川６８－１

平成 17年08月02日 15,225,000
プロポーザル方式のため
（会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12613 （株）芙蓉コンサルタント
平成１７年度　宮ノ谷堰堤測量
設計業務委託

長井隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井川
町西井川68-1

平成 17年11月17日 18,900,000 プロポーザル方式による特命随契のため（会計法２９条３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12614
（株）フジタ建設コンサル
タント

平成１７年度　閑定東谷堰堤群
測量設計業務委託

長井隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井川
町西井川68-1

平成 17年11月29日 30,450,000 プロポーザル方式による特命随契のため（会計法２９条３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12615 （株）五星
平成１７年度　長尾地区環境整
備設計業務委託

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年10月11日 11,182,500 プロポーザル方式のため（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの
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12616
日本建設コンサルタント
（株）

平成１７年度　土器川整備計画
検討業務委託

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年07月06日 27,720,000 プロポーザル方式のため（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12617 復建調査設計（株）
平成１７年度　高松中央通り再
整備計画検討業務委託

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年08月19日 13,545,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12618 （株）建設技術研究所
平成１７年度　温暖化防止対策
検討業務委託

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年09月16日 28,350,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12619 （株）建設技術研究所
平成１７年度　高速道路の有効
活用調査業務委託

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年11月15日 24,255,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12620 （株）構造技術センター
平成１７年度　前山トンネル実
施設計業務委託

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年09月21日 21,525,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12621
パシフィックコンサルタン
ツ（株）

平成１７年度　高速道路の安全
性検討業務委託

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年10月26日 60,375,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12622
大日本コンサルタント
（株）

平成１７年度　道路管理マネジ
メント業務委託

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年09月14日 17,850,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12623 （株）長大
平成１７年度　管内橋梁補強外
設計業務委託

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年09月29日 26,670,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12624 （株）建設技術研究所
平成１７年度　重信川河川整備
計画検討業務委託

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成18年1月10日 6,825,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決令第102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12625 日本工営（株）
平成１７年度　丹原道路環境調
査業務委託

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年07月27日 18,637,500
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12626
（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

平成１７年度　道路交通環境整
備検討業務委託

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年6月7日 17,955,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12627
四国建設コンサルタント
（株）

平成１７年度　１９６号外橋梁
耐震設計業務委託

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年7月19日 20,790,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12628
大日本コンサルタント
（株）

平成１７年度　１１号外橋梁耐
震設計業務委託

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年7月19日 21,000,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12629 復建調査設計（株）
平成１７年度　内川第２橋梁詳
細設計（その２）業務委託

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年10月14日 42,630,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12630 （株）芙蓉コンサルタント
平成１７年度　内川第１橋梁詳
細設計業務委託

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年10月14日 30,135,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12631
（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

平成１７年度　管内道路事業効
果検討業務委託

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年09月29日 24,150,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12632
四国建設コンサルタント
（株）

平成１７年度　内川第２橋梁詳
細設計（その１）業務委託

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年10月14日 24,045,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12633 （株）長大
平成１７年度　松山管内交通量
推計業務委託

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年07月22日 7,560,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12634 復建調査設計（株）
平成１７年度　小坂交差点渋滞
緩和対策検討業務委託

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年05月27日 51,975,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12635 （株）建設技術研究所
平成17年度　石手川ダム貯水池
管理検討業務委託

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年11月15日 4,725,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決令第102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12636 日本工営（株）
平成17年度　石手川ダム水力発
電設備概略設計業務委託

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成17年10月6日 4,777,500
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決令第102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12637 復建調査設計（株）
平成１７年度 松山都市圏にお
ける総合交通円滑化調査業務委
託

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年11月08日 19,110,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12638
パシフィックコンサルタン
ツ（株）

平成１７年度　松山外環状道路
予備設計業務委託

菊池雅彦
四国地方整備局松山河川国道事務所
愛媛県松山市土居田町７９７－２

平成 17年07月28日 39,480,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12639 （株）ケー・テック
平成１７年度　管内道路遠隔監
視システム設計業務委託一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年12月27日 8,925,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12640 復建調査設計（株）
平成17-18年度　宇和島道路（3
工区）橋梁予備設計業務委託

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 18年03月20日 24,360,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12641
（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

平成17年度　南予地区道路整備
方針検討調査業務委託 一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 18年02月10日 10,290,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12642
（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

平成17年度　八幡浜地域交通結
節機能検討調査業務委託　一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 18年02月10日 7,560,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12643
（株）ダイヤコンサルタン
ト

平成17年度　大洲管内水文調査
業務 一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年06月07日 7,140,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12644 （株）長大
平成17年度　大洲管内交通量推
計業務委託 一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 18年02月06日 11,550,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12645
パシフィックコンサルタン
ツ（株）

平成17年度　南予活性化支援検
討業務委託 一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 18年03月17日 1,081,500
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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12646
四国建設コンサルタント
（株）

平成１７年度　肱川橋予備設計
外業務委託

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年12月14日 28,717,500
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12647
大日本コンサルタント
（株）

平成１７年度　明倫橋外５橋耐
震補強設計業務委託

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年12月20日 16,485,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12648
（株）荒谷建設コンサルタ
ント

平成１７年度　上老松地区堤防
詳細設計業務委託一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年08月11日 39,480,000
プロポーザル方式により上記の業者を特定した。よって会計法２９条の３第４
項及び、予算決算及び会計令１０２条の４第３号により、随意契約を行うもの
である。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12649 （株）建設環境研究所
平成１７年度　肱川水と緑の
ネットワーク詳細設計業務委託
一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年07月01日 34,335,000
プロポーザル方式により上記の業者を特定した。よって会計法２９条の３第４
項及び、予算決算及び会計令１０２条の４第３号に基づき、随意契約を行うも
のである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12650
セントラルコンサルタント
（株）

平成１７年度　長浜大橋嵩上げ
計画検討業務委託一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年10月21日 15,487,500
プロポーザル方式により上記の業者を特定した。よって会計法２９条の３第４
項及び、予算決算及び会計令１０２条の４第３号により、随意契約を行うもの
である。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12651
（株）富士建設コンサルタ
ント

平成１７年度　小浦地区護岸設
計業務委託一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年07月22日 21,315,000
プロポーザル方式により上記の業者を特定した。よって会計法２９条の３第４
項及び、予算決算及び会計令１０２条の４第３号に基づき、随意契約を行うも
のである。

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12652 復建調査設計（株）
平成１７年度　多田地区水源地
実施設計業務委託 一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年08月04日 12,075,000
本業務は、プロポーザル方式により上記の業者を特定した。(会計法２９条の３
第４項、予決令第102条の4第3号)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12653 復建調査設計（株）
平成１７年度　阿蔵地区樋門実
施設計業務委託 一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年09月02日 34,125,000
本業務は、プロポーザル方式により上記の業者を特定した。(会計法２９条の３
第４項、予決令第102条の4第3号)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12654 （株）芙蓉調査設計事務所
平成１７年度　多田地区樋門実
施設計業務委託　一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年08月31日 12,684,000
本業務は、プロポーザル方式により上記の業者を特定した。(会計法２９条の３
第４項、予決令第102条の4第3号)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12655 （株）建設技術研究所
平成１７年度　肱川氾濫管理検
討業務委託　一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年12月19日 38,535,000
本業務はプロポーザル方式により業者を特定した。（会計法２９条の３第４
項、予決令第102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12656 （株）建設技術研究所
平成１７年度　矢落川浄化施設
機能評価調査業務委託 一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年12月19日 10,815,000
本業務は、プロポーザル方式により上記の業者を特定した。（会計法２９の３
第４項、予決令第102条の4第3号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12657
（株）エイトコンサルタン
ト

平成１７年度水質改善検討業務
委託（一式）

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成18年1月31日 6,300,000
プロポーザル方式により特定。（会計法第２９条の３第４項及び、予決令第１
０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12658 日本工営（株）
平成１７年度山鳥坂ダム生態系
等環境調査業務委託（一式）

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成17年5月18日 36,435,000
プロポーザル方式により特定。（会計法第２９条の３第４項及び、予決令第１
０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12659 （株）建設技術研究所
平成１７年度山鳥坂ダム下流物
理環境調査業務委託（一式）

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成17年8月23日 13,755,000
プロポーザル方式により特定。（会計法第２９条の３第４項及び、予決令第１
０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12660 （株）建設技術研究所
平成１７年度ダムサイト横坑調
査業務（一式）

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成17年1月30日 19,425,000
プロポーザル方式により特定。（会計法第２９条の３第４項及び、予決令第１
０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12661
（株）東京建設コンサルタ
ント

平成１７年度　新堀川内水対策
検討業務委託（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
長高知市六泉寺町96-7

平成 17年07月14日 20,034,000
　当該契約業者が、他の技術提案書と比較して、提案内容が優位であった。
よって会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号により、随意契約を行うものである。（会計法２９条３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12662 （株）建設環境研究所
平成１７年度　仁淀川水環境検
討業務委託（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
長高知市六泉寺町96-7

平成 17年08月05日 42,735,000
　本業務は、プロポーザル方式により特定した上記業者と、会計法２９条の３
第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に基づき、随意契約を
行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12663 （株）建設環境研究所
平成１７年度　物部川低水流量
検討業務委託（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
長高知市六泉寺町96-7

平成 17年08月09日 16,170,000
　本業務は、プロポーザル方式により特定した上記業者と、会計法２９条の３
第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に基づき、随意契約を
行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12664
日本建設コンサルタント
（株）

平成１７年度　物部川高水対策
検討業務委託（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
長高知市六泉寺町96-7

平成 17年11月08日 20,632,500

　上記業者は、プロポーザル方式により提出された技術提案書が他社と比較し
て、提案内容が優位であった。　よって、会計法２９条の３第４項及び、予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12665 （株）建設環境研究所
平成１７年度　仁淀川下流水質
調査解析業務委託（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
長高知市六泉寺町96-7

平成 17年12月13日 10,563,000
本業務は、プロポーザル方式により業務契約を行うものであり、上記業者を

特定したものである。　よって会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。（会計法２９

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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12666 （株）ケー・テック
平成１７年度 新宇治川放水路
遠隔操作システム設計業務委託
（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
長高知市六泉寺町96-7

平成 17年12月28日 8,925,000
本設計業務は、プロポーザル方式により特定した上記の業者と、会計法２９条

の３第４項及び、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、随意契約
を行うものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12667 （株）建設技術研究所
平成１７年度　仁淀川下流生態
系調査業務委託（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
長高知市六泉寺町96-7

平成 18年01月16日 9,555,000
本業務は、プロポーザル方式により業務契約を行うものであり、上記業者を

特定したものである。　よって会計法２９条の３第４項及び、予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号により、随意契約を行うものである。（会計法２９

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12668
四国建設コンサルタント
（株）

平成１７―１８年度 土佐市Ｂ
Ｐ中島地区構造物実施設計業務
委託（1式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
長高知市六泉寺町96-7

平成 18年03月23日 19,950,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決令１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12669 （株）アイ・エヌ・エー
平成１７年度四万十
川地震等防災対策
検討業務委託

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所長
高知県四万十市右山2033-14

平成17年11月11日 14,385,000 

南海地震に対する防災対策を立案するための基礎資料として、地震による河道
等への津波遡上、氾濫解析を実施し、被害軽減方策、防災活動計画を検討する
もので、本業者をプロポーザル方式により特定したため（会計法第２９条の３
第４号及び予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12670
四国建設コンサルタント
（株）

平成１７年度四万十
川自然再生事業効果
検討業務委託

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所長
高知県四万十市右山2033-14

平成17年11月29日 5,880,000 
四万十川自然再生事業の実施に伴い期待される効果として、直接的、間接的利
用価値等や波及効果等の検討を行うもので、本業者をプロポーザル方式により
特定したため（会計法第２９条の３第４号及び予決令第１０２条の４第３号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12671 応用地質（株）
平成１７年度　地芳道路法面対
策設計業務委託

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所長
高知県四万十市右山2033-14

平成 18年01月31日 15,750,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12672 復建調査設計（株）
平成１７年度　片坂バイパス予
備修正設計業務委託

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所長
高知県四万十市右山2033-14

平成 17年07月22日 5,302,500
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12673 （株）構造技術センター
平成１７年度　和田トンネル実
施設計業務委託

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所長
高知県四万十市右山2033-14

平成 18年01月10日 18,900,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12674 国際航業（株）
平成１７年度　中村宿毛道路環
境影響評価検討業務委託

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所長
高知県四万十市右山2033-14

平成 17年11月09日 8,190,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12675
四国建設コンサルタント
（株）

平成１７年度　間ＩＣ実施設計
業務委託

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所長
高知県四万十市右山2033-14

平成 17年07月19日 24,360,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12676
大日本コンサルタント
（株）

平成１７年度　寺山トンネル断
面検討業務委託

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所長
高知県四万十市右山2033-14

平成 18年01月13日 21,420,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12677 （株）長大
平成１７年度　中村管内将来交
通量推計業務委託

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所長
高知県四万十市右山2033-14

平成 17年12月27日 11,340,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12678
パシフィックコンサルタン
ツ（株）

平成１７年度　高知西南地域
「道の駅」連携施策調査業務委
託

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所長
高知県四万十市右山2033-14

平成 17年12月05日 5,775,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12679
（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

平成１７年度　あんしん歩行エ
リア整備検討業務委託

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所長
高知県四万十市右山2033-14

平成17年8月24日 10,920,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12680
四国建設コンサルタント
（株）

平成１７年度　中村管内橋梁補
強設計業務委託

伊藤友喜
四国地方整備局中村河川国道事務所長
高知県四万十市右山2033-14

平成17年9月2日 9,765,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12681 日本工営（株）
平成１７年度　地域ＩＴＳ実現
のための具体的施策検討業務委
託

奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知県高知市江陽町２－２

平成17年11月8日 41,160,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12682
大日本コンサルタント
（株）

平成１７年度　道路業績計画資
料作成業務委託

奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知県高知市江陽町２－２

平成18年1月17日 5,785,500
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12683
パシフィックコンサルタン
ツ（株）

平成１７年度　道路評価資料作
成業務委託

奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知県高知市江陽町２－２

平成18年1月27日 9,292,500
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12684 （株）三菱総合研究所
平成１７年度　管内渋滞対策の
ための解析検討業務

奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知県高知市江陽町２－２

平成17年9月5日 24,465,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12685 復建調査設計（株）
平成１７年度　香我美地区橋梁
実施設計業務委託

奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知県高知市江陽町２－２

平成17年10月4日 36,225,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12686 復建調査設計（株）
平成１７年度　伊達野地区構造
物設計業務委託

奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知県高知市江陽町２－２

平成17年10月18日 18,585,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12687
（株）エイトコンサルタン
ト

平成１７年度　北地地区構造物
設計業務委託

奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知県高知市江陽町２－２

平成17年10月11日 24,780,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12688
（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

平成１７年度　高知東ＩＣラン
プ橋実施設計業務委託

奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知県高知市江陽町２－２

平成17年10月19日 52,815,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12689
四国建設コンサルタント
（株）

平成１７年度　南国安芸道路構
造物設計業務委託

奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知県高知市江陽町２－２

平成17年10月05日 40,425,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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12690
四国建設コンサルタント
（株）

平成１７年度　夜須・芸西地区
橋梁実施設計業務委託

奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知県高知市江陽町２－２

平成17年10月05日 11,077,500
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12691
パシフィックコンサルタン
ツ（株）

平成１７年度　大山トンネル実
施設計業務委託

奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知県高知市江陽町２－２

平成17年11月16日 13,860,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12692 ㈱荒谷建設コンサルタント
平成１７年度　交通安全対策測
量設計（その１）業務委託

奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知県高知市江陽町２－２

平成17年10月7日 28,560,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12693 復建調査設計㈱
平成１７年度　交通安全対策測
量設計（その２）業務委託

奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知県高知市江陽町２－２

平成17年10月6日 28,875,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12694 ㈱ウエスコ
平成１７年度　土佐管内橋梁補
修設計業務委託

奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知県高知市江陽町２－２

平成17年9月22日 41,895,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12695
㈱オリエンタルコンサルタ
ント

平成１７年度　土佐管内橋梁補
強設計業務委託

奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知県高知市江陽町２－２

平成17年9月22日 19,005,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12696 ㈱長大
平成１７年度　３２・５５号構
造物補修設計業務委託

奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知県高知市江陽町２－２

平成17年10月27日 14,700,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12697
㈱オリエンタルコンサルタ
ント

平成１７年度　３３・５６号構
造物補修設計業務委託

奥谷正
四国地方整備局土佐国道事務所
高知県高知市江陽町２－２

平成17年10月27日 12,180,000
プロポーザル方式により特定した業者と随意契約（会計法第２９条の３第４項
及び予決例１０２条の４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12698 （株）建設技術研究所
平成１７年度　銅山川３ダム連
携操作検討業務委託

竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
郡池田町字西山谷尻4235-1

平成 17年09月08日 15,540,000
プロポーザル方式において当該業務に必要な経験、知識、技術提案等の審査に
基づき特定した。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12699 西日本技術開発（株）
平成１７年度　洪水予測システ
ム改良検討業務委託

竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
郡池田町字西山谷尻4235-1

平成 17年10月06日 16,275,000
プロポーザル方式において当該業務に必要な経験、知識、技術提案等の審査に
基づき特定した。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12700 ㈱建設技術研究所
平成１７年度柳瀬ダム周辺環境
整備事業事後評価検討業務委託

竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
郡池田町字西山谷尻4235-1

平成 17年06月15日 8,505,000
プロポーザル方式において当該業務に必要な経験、知識、技術提案等の審査に
基づき特定した。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12701
㈱フジタ建設コンサルタン
ト

平成１７年度渓流工測量設計業
務委託その２

竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
郡池田町字西山谷尻4235-1

平成 17年10月18日 14,385,000
プロポーザル方式において当該業務に必要な経験、知識、技術提案等の審査に
基づき特定した。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12702
アイドールエンジニアリン
グ㈱

平成１７年度早明浦ダム濁水堆
砂対策検討業務委託

竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
郡池田町字西山谷尻4235-1

平成 17年12月19日 11,760,000
プロポーザル方式において当該業務に必要な経験、知識、技術提案等の審査に
基づき特定した。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12703 ㈱建設技術研究所
平成１７年度早明浦ダム濁水対
策工検討業務委託

竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
郡池田町字西山谷尻4235-1

平成 18年01月23日 15,645,000
プロポーザル方式において当該業務に必要な経験、知識、技術提案等の審査に
基づき特定した。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12704 日本工営㈱
平成１７年度宮前地区地すべり
対策工法詳細検討業務委託

竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
郡池田町字西山谷尻4235-1

平成 17年08月31日 8,085,000
プロポーザル方式において当該業務に必要な経験、知識、技術提案等の審査に
基づき特定した。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12705 エヌエス環境㈱
平成１７年度柳瀬ダム貯水池水
質改善対策検討業務委託

竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
郡池田町字西山谷尻4235-1

平成 17年10月05日 6,405,000
プロポーザル方式において当該業務に必要な経験、知識、技術提案等の審査に
基づき特定した。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12706 日本工営㈱
平成１７年度柳瀬ダム恒久堆砂
対策検討業務委託

竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
郡池田町字西山谷尻4235-1

平成 17年12月08日 10,447,500
プロポーザル方式において当該業務に必要な経験、知識、技術提案等の審査に
基づき特定した。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12707 ㈱ニュージェック
平成１７年度柳瀬ダム機能向上
施設予備設計業務委託

竹島和司吉野川ダム統合管理事務所徳島県三好
郡池田町字西山谷尻4235-1

平成 17年12月21日 15,855,000
プロポーザル方式において当該業務に必要な経験、知識、技術提案等の審査に
基づき特定した。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12708 （株）アイ・エヌ・エー
平成１７年度　野村ダム減勢工
外補修設計業務委託

則勢四国地方整備局野村ダム管理所愛媛県西予
市野村町野村8－153－1

H17.11.28 6,090,000 プロポーザル方式による特定（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12709 西日本技術開発（株）
平成１７年度　野村ダム流出予
測検討業務委託

則勢四国地方整備局野村ダム管理所愛媛県西予
市野村町野村8－153－1

H18.2.3 4,725,000 プロポーザル方式による特定（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12710 （株）パスコ
平成１７年度　野村ダム地図情
報システム整備業務委託

則勢四国地方整備局野村ダム管理所愛媛県西予
市野村町野村8－153－1

H18.2.3 8,190,000 プロポーザル方式による特定（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12711 （株）ウエスコ
平成17年度　多目的防災施設設
計業務委託

松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年11月29日 6,510,000
必要な経験知識、提案等を審査することにより、 適な履行能力を有するもの
を特定（会計法第２９条３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12712 （株）アイエステー
平成17年度　大渡ダム斜面調査
解析業務委託

松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成18年2月21日 5,145,000
必要な経験知識、提案等を審査することにより、 適な履行能力を有するもの
を特定（会計法第２９条３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12713
アイドールエンジニヤリン
グ（株）

平成17年度　大渡ダム安全度向
上検討業務委託

松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年12月26日 9,870,000
必要な経験知識、提案等を審査することにより、 適な履行能力を有するもの
を特定（会計法第２９条３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12714 （株）開発技術センター
平成17年度　大渡ダム管理シス
テム改良業務委託

松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年10月5日 7,980,000
必要な経験知識、提案等を審査することにより、 適な履行能力を有するもの
を特定（会計法第２９条３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12715
（株）西日本科学技術研究
所

平成17年度　大渡ダム下流環境
評価業務委託

松本秀應四国地方整備局大渡ダム管理所高知県
吾川郡仁淀川町高瀬3815

平成17年9月12日 9,397,500
必要な経験知識、提案等を審査することにより、 適な履行能力を有するもの
を特定（会計法第２９条３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12716 日本工営(株)
平成１７年度堤防非破壊調査監
理業務委託

工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務所
香川県高松市牟礼町１５４５

平成17年6月9日 1,785,000 プロポ－ザル方式により特定したため（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12717 (株)建設技術研究所
平成１７年度河岸・海岸の景観
検討業務委託

工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務所
香川県高松市牟礼町１５４５

平成17年9月16日 8,505,000 プロポ－ザル方式により特定したため（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12718
（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ

平成１７年度機械開発予備検討
業務委託

工藤建夫
四国地方整備局四国技術事務所
香川県高松市牟礼町１５４５

平成17年1月20日 4,935,000 プロポ－ザル方式により特定したため（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12719
南予広域連携観光交流推進
協議会

南予広域観光支援調査委託
北橋建治
四国地方整備局
高松市福岡町4丁目26番32号

平成17年11月8日 1,000,000 観光地域づくり実践プランに認定されたため（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの
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12720 中村商工会議所
長期滞在型観光をめざすまちづ
くり調査業務委託

北橋建治
四国地方整備局
高松市福岡町4丁目26番32号

平成18年1月16日 5,588,000
都市再生モデル調査に応募し厳正な選考の結果、選定されたため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12721
道後温泉誇れるまちづくり
推進協議会

四国・松山・道後温泉歴史漂う
景観まちづくり宣言(マニフェス
ト)検討モデル調査業務委託

北橋建治
四国地方整備局
高松市福岡町4丁目26番32号

平成17年12月19日 5,588,000
都市再生モデル調査に応募し厳正な選考の結果、選定されたため（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12722
こんぴら地域まちづくり型
観光推進協議会

ことひら地域観光支援調査委託
北橋建治
四国地方整備局
高松市福岡町4丁目26番32号

平成18年2月20日 1,700,000 観光地域づくり実践プランに認定されたため（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12723
四万十川広域観光推進協議
会

四万十川広域観光支援調査委託
北橋建治
四国地方整備局
高松市福岡町4丁目26番32号

平成17年11月8日 1,000,000 観光地域づくり実践プランに認定されたため（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12724 独立行政法人　水資源機構
平成１７年度　早明浦ダム活用
方策検討業務

横田耕治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町4-26-32

平成17年7月5日 9,975,000

本業務の遂行にあたっては、早明浦ダム洪水調節計画や操作上の課題、および
これらに関連する下流河道の整備状況や放流設備、これまでの管理実績等に熟
知している必要があり、また、既存ストックを有効利用した洪水調節機能向上
の検討の際には、既存ストックである早明浦ダム本体や放流設備、あるいは早
明浦ダムの設計に熟知している必要がある。独立行政法人水資源機構は、水資
源開発基本計画に基づく水資源の開発又は利用のための施設の改築及び水資源
開発施設等の管理等を行うことにより、産業の発展及び人口の集中に伴い用水
を必要とする地域に対する水の安定的な供給をはかることを目的に設立された
法人で、昭和42年の承継以来、早明浦ダムを建設し、昭和50年の管理運用開始
からこれまで約30年にわたり早明浦ダムの管理を行い、管理実績や操作上の課
題、早明浦ダムをとりまく環境について熟知している。また、吉野川では早明
浦ダムの他に富郷ダム、新宮ダム、池田ダムの建設・管理を行うとともに、他
水系においてもダムの建設・管理を行っており、ダムの設計から管理について
のノウハウを有している。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12725 独立行政法人　土木研究所
平成１７年度　吉野川水系広域
洪水危険度判断支援システムに
関する調査

北橋建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町4-26-32

平成17年10月24日 29,925,000

本業務の遂行にあたっては、リアルタイムの雨量分布を直接反映した洪水予測
計算が可能であり、上流域、支川流域のような水文資料が乏しい河川において
も高い適用性を有するモデルが必要不可欠である。本業務を委託する独立行政
法人土木研究所は独立行政法人制度の趣旨をふまえ、国民生活および社会経済
の安定等の見地から確実に実施されることが必要である「新材料・新工法等の
先端的な研究開発、現象・メカニズムの解明等の先導的・基礎的な研究開発、
対策工法等の汎用的な技術に関する研究開発」を担うとともに、民間主体では
必ずしも実施されないおそれのある研究開発機関として設立されたものであ
る。同法人は、本業務に必要不可欠である洪水予測が可能なモデル（土研分布
モデル）を保有しているとともに、水文観測技術の研究開発及び河川の流出解
析に関する豊富な知識と経験を有しており、本業務を実施できる唯一の機関で
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12726
高知県教育委員会
委員長

平成１７年度 波介川河口導流
事業埋蔵文化財発掘調査業務委
託（1式）

横田耕治四国地方整備局高松市福岡町4-26-32 平成 17年04月01日 48,671,000
埋蔵文化財の調査、発掘、移転等で特殊な技術手法等を用いる必要があるため
（会計法第２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12727 国立大学法人愛媛大学
平成１７年度　砥部川合流点下
流地区水面再生検討業務委託

横田耕治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町4-26-32

平成17年7月25日 9,712,000

本研究では、砥部川合流点下流で水面を再生することによる動植物への生育・
生息、その環境への影響予測及び評価を行うとともに、昨年度の研究結果を加
え、水面再生を行うことについての流域内での合意形成について検討を行うも
のである。さらに、水質を改善することを目的に、傍示川の水質改善の効果の
検討、水質汚濁等の検討、流域全体における水質予測モデルの検討を行うもの
である。今回委託研究を担当する愛媛大学工学部建設環境工学科の矢田部龍一
教授は、「重信川をはぐくむ会」に参画し、「重信川いきいきネットワーク計
画」づくりにも携わっている。　一方、愛媛大学工学部建設環境工学科の渡辺
政広教授は、「重信川河川技術懇談会（仮称）」で委員として重信川の川づく
りに携わっている。両教授とも重信川をフィールドとして現地調査や各種検討
を行うなど、重信川を熟知しており、表流水と地下水の挙動、汚濁負荷、都市
河川における水質予測モデル等に関する研究について多くの論文を専門誌等へ
発表されるなど本研究分野の第一人者である。よって、今回の研究は、矢田部
龍一教授、渡辺政広教授が所属されている愛媛大学へ委託することとする。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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12728 国立大学法人徳島大学
平成１７年度　河道内植生の治
水効果影響調査業務委託

横田耕治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町4-26-32

平成17年7月11日 4,305,000

吉野川上流区間の堤外地に残存する竹林は、近年、面積と密生度を増大し、洪
水疎通への障害が問題となっている。一方、下流区間では、砂州上でアカメヤ
ナギ群落の発達が顕著である。これらは河川環境基盤としての機能を有してい
るが、河川管理面では、洪水疎通能の低下や砂州高さの上昇と水ハネ効果によ
る局所洗掘が問題となっている。
　以上のような竹林やアカメヤナギ群落を適切に管理してゆくためには、それ
らの洪水流況や河床形状に対する影響の把握と、これに立脚した将来予測が不
可欠である。本調査研究では、第一に、竹林の内外を対象にした洪水流況観測
の成果に基づき、その流水抵抗特性の評価を行う。第二に、アカメヤナギ群落
については、平成16年出水による砂州地形変化の再現計算や群落状態変化の現
地調査成果を総合して、両者の相互関係を明らかにする。
今回、委託研究を担当する徳島大学工学部の岡部健士教授は、かねてよりリ
バーカウンセラーとして吉野川をご担当していただき河道計画全般にわたりご
指導をいただいていることはもとより、植生水理解析の研究について多くの論
文を専門誌等へ発表されるなど本研究分野の第一人者である。
　よって、今回の業務は、岡部健士教授が所属される徳島大学へ委託すること
とする。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12729 四国旅客鉄道（株）
土讃線大間・須崎間大間第２こ
線橋新設工事

北橋建治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成 17年11月17日 50,950,000 協定に基づく事業委託（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12730 土佐くろしお鉄道（株） 右山跨線橋新設工事
北橋建治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成 18年03月16日 172,331,150 協定に基づく事業委託（会計法第２９条の３第４項） その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

12731 ＫＤＤＩ（株）
一般国道２８号本州四国連絡道
路における電気通信設備保守

横田耕治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成 17年04月01日 73,869 協定に基づく負担金（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12732 高松琴平電気鉄道（株）
高松東道路に係る琴電長尾線立
体事業（借地）吉田川

横田耕治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成 17年04月01日 376,000 協定に基づく原因者負担金（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12733 高松琴平電気鉄道（株）
高松東道路と琴電長尾線との立
体交差工事に係る借地

横田耕治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成 17年04月01日 1,010,000 協定に基づく原因者負担金（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12734 高松琴平電気鉄道（株）
一般国道３２号歩道整備事業に
伴う琴電琴平線羽間踏切道整備
工事

北橋建治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成 18年03月16日 18,530,000
軌道施設の工事で軌道経営会社以外には無いため（会計法第２９条の３第４
項）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

12735 高松琴平電気鉄道（株）
一般国道１１号高松東道路及び
県道と琴電長尾線立体交差軌道
工事

北橋建治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成 17年10月12日 111,617,000 協定に基づく原因者負担金（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12736 四国旅客鉄道（株）
予讃線新谷駅構内新谷こ線橋耐
震補強工事

横田耕治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成 17年09月29日 23,524,062
軌道施設の工事で軌道経営会社以外には無いため（会計法第２９条の３第４
項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12737 松山市
平成１７年度一般国道３３号松
山外環状道路水文調査（松山
市）

横田耕治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成 17年06月09日 10,175,550 国道・市道の改築事業の協定に基づく負担金（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12738 四国旅客鉄道（株）
土讃線佃・阿波池田間西井川こ
線橋他３耐震補強他工事

横田耕治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成 17年8月15日 143,400,000
軌道施設の工事で軌道経営会社以外には無いため（会計法第２９条の３第４
項）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

12739 四国旅客鉄道（株）
予讃線鴨川・八十場こ線橋他４
耐震補強他工事

横田耕治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成 17年8月15日 49,058,836
軌道施設の工事で軌道経営会社以外には無いため（会計法第２９条の３第４
項）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

12740 土佐電気鉄道（株）
平成１７年度上町４丁目交差点
内軌道敷舗装修繕工事

北橋建治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成 18年2月3日 42,920,000
軌道施設の工事で軌道経営会社以外には無いため（会計法第２９条の３第４
項）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

12741 愛媛県
平成１７年度一般国道３３号松
山外環状道路水文調査（愛媛
県）

横田耕治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成 17年06月09日 13,674,150 国道・県道の改築事業の協定に基づく負担金（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12742 高知県
一般国道５５号高知南国道路及
び高知北環状線の相互関連工事

横田耕治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成 17年08月10日 39,600,000 国道・県道の改築事業の協定に基づく負担金（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの
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12743 香川県
一般国道１１号高松東道路及び
県道と琴電長尾線立体交差調査
業務

横田耕治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成 17年04月01日 3,374,000 協定に基づく原因者負担金（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12744 高知県
平成１７年度 土佐市バイパス
埋蔵文化財発掘調査業務委託（1
式）

横田耕治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成 17年04月01日 4,032,000
「史跡、名勝、天然記念物および埋蔵文化財包蔵地等の保護について」（昭和
３９年　文教記第１４号　文化財保護委員会事務局長から建設省官房長あて）
（３）により県教育委員会に委嘱することになっているため（会計法第２９条

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12745 大洲市長　大森 隆雄 公共施設管理者負担金
北橋建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目２６－３２

平成18年3月7日 15,000,000

土地区画整理事業において、すでに区域内に計画されている河川等公共施設を
新設する場合、施行者は施設管理者に対して用地取得費などを求めることがで
きることとなっており。施行者である大洲市に対して負担金として支出するも
のである。(会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12746 宇和島市土地開発公社
平成１７年度一般国道５６号宇
和島道路用地調査等業務委託

横田耕治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目２６－３２

平成17年5月11日 9,786,000

平成１７年度に宇和島道路の用地取得を慨成させ、処理困難な案件を裁決申請
するためには、事務所職員では対応できず、過年度から用地先行取得の実績が
あり、地元情勢に精通し、用地取得隘路を好転させるため土地所有者及び関係
人との信頼関係を構築している宇和島市土地開発公社に用地取得事務の一部を
委託し、窓口を一本化することにより、効率・効果的な用地取得等を図るもの
である。(会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12747 愛媛県
平成１７年度松山外環状道路イ
ンター線用地取得事務委託

横田耕治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町４丁目２６－３２

平成17年4月1日 6,024,900

国土交通省と愛媛県と松山市施行の事業が競合し、取得関係者の重複、補償問
題の調整、代替地要求への対応等、愛媛県と松山市施行事業と当所施行事業の
用地取得等の窓口の一本化を図り、事業を進めるため地元に精通し、補償基準
に関する十分な知識を備え、用地交渉にも習熟した担当者が多く在籍する愛媛
県に用地取得事務委託を行うものである。(会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12748
エヌ・ティ・ティ・インフ
ラネット（株）四国支店

国道１９２号蔵本地区ＣＣＢ
（第１工区）引込管等工事（そ
の１）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年09月28日 9,818,615 協議による委託契約（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12749
エヌ・ティ・ティ・インフ
ラネット（株）四国支店

国道１９２号蔵本地区ＣＣＢ
（第１工区）引込管等工事（そ
の３）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 18年03月14日 5,647,950 協議による委託契約（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12750 四国電力（株）徳島支店
国道１９２号蔵本地区ＣＣＢ
（第１工区）引込管等工事（そ
の２）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 17年09月28日 18,801,511 協議による委託契約（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12751 徳島県
平成１７年度　水門等操作及び
点検整備業務

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 17,182,358
河川法第９９条に基づき、地方公共団体へ委託している。（会計法第２９条の
３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12752 吉野川市
平成１７年度　水門等操作及び
点検整備業務

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 692,538
河川法第９９条に基づき、地方公共団体へ委託している。（会計法第２９条の
３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12753 美馬市
平成１７年度　水門等操作及び
点検整備業務

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 10,180,128
河川法第９９条に基づき、地方公共団体へ委託している。（会計法第２９条の
３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12754 つるぎ町
平成１７年度　水門等操作及び
点検整備業務

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 1,458,630
河川法第９９条に基づき、地方公共団体へ委託している。（会計法第２９条の
３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12755 三加茂町
平成１７年度　水門等操作及び
点検整備業務

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 1,170,750
河川法第９９条に基づき、地方公共団体へ委託している。（会計法第２９条の
３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12756 池田町
平成１７年度　水門等操作及び
点検整備業務

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 406,890
河川法第９９条に基づき、地方公共団体へ委託している。（会計法第２９条の
３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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12757 阿波市
平成１７年度　水門等操作及び
点検整備業務

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 4,580,751 河川法第９９条に基づき、地方公共団体へ委託している。 その他 随意契約によらざるを得ないもの

12758 三野町
平成１７年度　水門等操作及び
点検整備業務

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 2,710,974
河川法第９９条に基づき、地方公共団体へ委託している。（会計法第２９条の
３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12759 鳴門市
平成１７年度　水門等操作及び
点検整備業務

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 849,075
河川法第９９条に基づき、地方公共団体へ委託している。（会計法第２９条の
３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12760 松茂町
平成１７年度　水門等操作及び
点検整備業務

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 735,000
河川法第９９条に基づき、地方公共団体へ委託している。（会計法第２９条の
３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12761 北島町
平成１７年度　水門等操作及び
点検整備業務

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成17年4月1日 436,487
河川法第９９条に基づき、地方公共団体へ委託している。（会計法第２９条の
３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12762 四国電力（株）
国道１９２号蔵本地区ＣＣＢ
（第１工区）引込管等工事（そ
の４）

石川　浩
四国地方整備局徳島河川国道事務所
徳島市上吉野町３丁目３５

平成 18年03月14日 3,673,551 協議による委託契約（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12763 徳島県
平成１７年度　徳島南環状道路
外埋蔵文化財発掘調査委託

横田耕治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成 17年4月1日 372,351,000
「史跡、名勝、天然記念物および埋蔵文化財包蔵地等の保護について」（昭和
３９年　文教記第１４号　文化財保護委員会事務局長から建設省官房長あて）
（３）により県教育委員会に委嘱することになっているため（会計法第２９条

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12764 徳島県知事
平成１７年度　桑野川床上浸水
対策特別緊急事業に伴う埋蔵文
化財発掘調査業務委託

横田耕治
四国地方整備局
高松市福岡町４丁目２６番３２号

平成17年4月1日 115,458,000
政令で定める都道府県の教育委員会との随意契約（会計法第２９条の３第４
項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12765 徳島県
平成17年度 加茂第一地区堤防
の事業に伴う埋蔵文化財整理作
業委託

横田耕治
四国地方整備局
高松市福岡町４丁目26-32

平成17年4月1日 23,520,000 文化財保護法９９条により徳島県に委託（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12766 国立大学法人信州大学
平成１７年度　四国地域土砂災
害発生危険度評価検討業務委託

北橋建治
四国地方整備局長
香川県高松市福岡町４丁目２６番３２号

平成17年10月11日  4,570,000

本研究を委託する信州大学農学部森林科学科農山村環境学講座平松晋也助教授
は、平成４年に「山腹表層崩壊の発生予測に関する基礎的研究」により愛媛大
学で農学博士を取得している。また、土砂生産現象とその予知・予測及びモデ
ル研究の分野において砂防学会を中心に多数の研究業績を持ち、平成6年には、
砂防学会論文奨励賞を受賞している。さらに、砂防計画面においてもその検討
成果を認められ、北陸地建局長表彰等も受賞している。当事務所においても、
平成11年度から16年度までに、土砂災害発生の危険度モデルの検討や森林荒廃
の影響度検討のほか、吉野川・重信川流域の土砂災害時における復旧事業計画
のアドバイスをしていただくと共に、祖谷川とびのす谷において発生した土石
流災害についても砂防学会誌等に研究報告をされるなど、四国山地砂防管内の
状況に精通している。また、本業務の履行上必要な、とびのす谷におけるパイ
プ内流量、土壌水分等を観測しただ一人保有している。（会計法第２９条の３
第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12767 （社）砂防学会
平成１７年度砂防技術研究会共
同研究業務委託

北橋建治
四国地方整備局長
香川県高松市福岡町４丁目２６番３２号

平成17年10月31日  2,362,500 目的が競争を許さない随意契約（会計法第29条の3第4項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12768 満濃町長
平成１７年度　満濃地区樋門操
作委託業務

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月01日 1,955,706 協議委託によるため（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12769 丸亀市長
平成１７年度　丸亀地区樋門操
作委託業務

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年04月01日 3,550,326 協議委託によるため（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12770
エヌ・ティ・ティ・インフ
ラネット（株）

一般国道１１号松福地区電線共
同溝引込管等整備委託（その
２）

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年10月21日 13,004,250 協議委託によるため（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12771 四国電力（株）
一般国道１１号松福地区電線共
同溝引込管等整備委託（その
１）

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年10月21日 27,329,050 協議委託によるため（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12772 香川県
一般国道１１号高松東道路及び
県道と琴電長尾線立体交差本体
工事

森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成 17年12月 7日 75,001,500 協議委託による（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの
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12773 香川県
平成１７年度　香川埋蔵文化財
発掘調査委託

横田耕治
四国地方整備局
高松市福岡町4丁目26番32号

平成 17年04月 1日 103,264,000
「史跡、名勝、天然記念物および埋蔵文化財包蔵地等の保護について」（昭和
３９年　文教記第１４号　文化財保護委員会事務局長から建設省官房長あて）
（３）により県教育委員会に委嘱することになっているため（会計法第２９条

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12774 国立大学法人　愛媛大学
平成17年度　砥部川合流点下流
地区水面再生検討業務委託

横田耕治
四国地方整備局
高松市福岡町4丁目26番32号

平成17年7月25日 9,712,000
重信川をフィールドとして現地調査や各種検討を行うなど、重信川を熟知して
おり、本研究分野の第一人者であるため。愛媛大学と受託研究をおこなう。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12775
（財）愛媛県埋蔵文化財調

査センター
平成１７年度　松山管内埋蔵文

化財発掘調査委託

横田耕治
四国地方整備局
高松市福岡町4丁目26番32号

平成 17年04月01日 229,425,000
「史跡、名勝、天然記念物および埋蔵文化財包蔵地等の保護について」（昭和
３９年　文教記第１４号　文化財保護委員会事務局長から建設省官房長あて）
（３）により県教育委員会に委嘱することになっているため（会計法第２９条

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12776 国立大学法人愛媛大学
平成17年度　大規模地震道路危
険度判定手法検討業務委託

横田耕治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成17年9月29日 5,000,000
管内の地形、地質の状況について豊富なデータを有するとともに、過去の災害
に関する豊富な知識と資料を有しているため、愛媛大学と受託研究を行う。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12777
（財）愛媛県埋蔵文化財調
査センター

平成17年度　大洲管内埋蔵文化
財発掘調査委託　一式

横田耕治
四国地方整備局
高松市福岡町４丁目２６番３２号

平成 17年04月01日 48,300,000
「史跡、名勝、天然記念物および埋蔵文化財包蔵地等の保護について」（昭和
３９年　文教記第１４号　文化財保護委員会事務局長から建設省官房長あて）
（３）により県教育委員会に委嘱することになっているため（会計法第２９条

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12778 大洲市長
平成17年度要津寺谷川樋門外操
作業務委託

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年04月1日 6,696,353 協議（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12779 大洲市
平成１７年度　河川防災ステー
ション管理業務委託 　一式

鳥居謙一四国地方整備局大洲河川国道事務所大
洲市中村210

平成 17年4月1日 2,270,436
肱川河川防災ステーション管理協定に基づく委託契約による（会計法第２９条
の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12780 大洲市長大森隆雄
平成１７年度生活再建相談業務
委託

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成17年4月1日 4,158,000 地元自治体との協議委託による(会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12781 大洲市長大森隆雄
平成１７年度生活再建計画調査
業務委託

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成17年4月1日 2,824,500 地元自治体との協議委託による(会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12782 大洲市長大森隆雄
平成１７年度先例地生活再建実
態調査業務委託

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成17年11月30日 1,144,500 地元自治体との協議委託による(会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12783 大洲市長大森隆雄
平成１７年度生活再建意向調査
業務委託

松尾裕治
四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所
愛媛県大洲市肱川町予子林６－４

平成17年11月30日 2,100,000 地元自治体との協議委託による(会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12784 学校法人高知工科大学
平成１７年度　ＣＣＴＶ多目的
応用検討研究委託

奥谷正四国地方整備局土佐国道事務所高知県高
知市江陽町２－２

平成17年12月22日 8,249,309

本業務に必要な用件は、１）交通行動モニタリングに関する経験・知識を持ち
合わせていること、２）マップマッチング技術に高知工科大学は、平成14年度
以降のITS世界会議に参加し、セッションモデレーターを努めるなど世界の 先
端情報を熟知しており、また、平成14年度～平成15年度に「地域ＩＴＳ施策研
究業務委託」（四国地方整備局）を受託するなど、世界的視点と四国における
地域ITSに精通した研究機関である。また、平成16年度には地域ＩＴＳ社会研究
センターが設立され、各地で得られた地域ＩＴＳの成果の共有化や、警察機関
をはじめとする産官学共同のもとに地域社会に適応したＩＴＳ施策を規格立案
し、推進することによって地域社会の道路交通を中心とした課題の解決を目的
に活動を続けている。また、CCTVの画像処理技術について、この技術を確立す
るにはネットワーク、カメラ、画像処理及び交通工学の各技術が不可欠であ
る。ネットワーク技術に関しては、高知県のKoKoRo他プロジェクトに専門家と
して種々の局面で主体的に参画しており、カメラと画像処理技術については、
カメラ単体としてもWebカメラや全方位カメラの応用開発で実績もある。さらに
交通工学に関しては信号制御や情報提供等のＩＴＳの基礎技術として数々の実
績がある。以上のことから、高知工科大学は本研究を受託できる唯一の研究機
関であるため。（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12785 高知県
平成１７年度 高知南国道路外
１件埋蔵文化財発掘調査業務委
託

横田耕治
四国地方整備局
高松市福岡町4-26-32

平成17年4月1日 295,743,000
「史跡、名勝、天然記念物および埋蔵文化財包蔵地等の保護について」（昭和
３９年　文教記第１４号　文化財保護委員会事務局長から建設省官房長あて）
（３）により県教育委員会に委嘱することになっているため（会計法第２９条

その他 随意契約によらざるを得ないもの



件数
契約の相手方の商号又は名
称及び住所

公共工事の名称、場所、期間、
及び種別若しくは物品役務等の
名称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の
名称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

点検の結果 講ずる措置 備考

12786 独立行政法人土木研究所
平成１７年度　重信川縦工水理
模型実験検討業務

北橋　建治
四国地方整備局
香川県高松市福岡町4-26-32

平成17年10月24日 14,807,029

本業務は昨年度製作済みの河道模型（9.4k～16.6kの1/60縮尺）を用いて、①現
況河道（河床形状および河道内構造物が現況条件）での問題点を把握する。外
力条件は、平均年 大流量から計画高水流量までとし、水位、流況、河床変動
等の状況から問題点を把握する。また、その結果を踏まえ②縦工の設計案を立
案し、それを配置した河道条件で実験を行うことで設計案の問題点を把握し、
根固め工および横工等との併設も考慮しながら 適案を検討するものである。
本業務を委託する独立行政法人土木研究所は独立行政法人制度の趣旨をふま
え、国民生活および社会経済の安定等の見地から確実に実施されることが必要
である「新材料・新工法等の先端的な研究開発、現象・メカニズムの解明等の
先導的・基礎的な研究開発、対策工法等の汎用的な技術に関する研究開発」を
担うとともに、民間主体では必ずしも実施されないおそれのある研究開発機関
として設立されたものである。
　同法人は、本業務に必要不可欠である重信川の河道模型と検証実験データを
保有しているとともに、模型実験にかかる豊富な知識と経験を有しており、本
業務を実施できる唯一の機関である。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12787 春野町長
水門等操作及び点検整備業務（1
式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年04月01日 4,895,624
当該地において地形状況、水文状況に精通し、水門等操作が行える体制を確実
に維持できる必要があるため（会計法第２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12788 土佐市長
水門等操作及び点検整備業務（1
式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年04月01日 8,560,273
当該地において地形状況、水文状況に精通し、水門等操作が行える体制を確実
に維持できる必要があるため（会計法第２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12789 いの町長
水門等操作及び点検整備業務（1
式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年04月01日 9,742,266
当該地において地形状況、水文状況に精通し、水門等操作が行える体制を確実
に維持できる必要があるため（会計法第２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12790 日高村長
水門等操作及び点検整備業務（1
式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年04月01日 2,516,671
当該地において地形状況、水文状況に精通し、水門等操作が行える体制を確実
に維持できる必要があるため（会計法第２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12791 香美市　職務執行者
水門等操作及び点検整備業務（1
式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年04月01日 2,610,065
当該地において地形状況、水文状況に精通し、水門等操作が行える体制を確実
に維持できる必要があるため（会計法第２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12792 南国市長
水門等操作及び点検整備業務（1
式）

岡本誠一郎四国地方整備局高知河川国道事務所
高知市六泉寺町96-7

平成 17年04月01日 876,855
当該地において地形状況、水文状況に精通し、水門等操作が行える体制を確実
に維持できる必要があるため（会計法第２９条の３第４号）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

12792-2 セコム（株） 平成１７年度機械警備業務委託
森山敏雄四国地方整備局香川河川国道事務所香
川県高松市高松町２４２２－１

平成17年4月1日 2,174,760
防犯上必要とされる機能のうち、画像変化により異常を感知する「画像セン
サー」を導入している唯一の業者であるため（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの

12792-3 セコム（株）
平成１７年度重信川砂防出張所
外機械警備業務委託

長井隆幸四国山地砂防事務所徳島県三好市井川
町西井川６８－１

平成17年4月1日 2,461,032
防犯上必要とされる機能のうち、画像変化により異常を感知する「画像セン
サー」を導入している唯一の業者であるため（会計法第２９条の３第４項） その他 随意契約によらざるを得ないもの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
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12793
（社）九州建設技術管
理協会

成績データベース化検討業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年8月30日 12,285,000

本業務の遂行にあたっては、成績評定作
業が複雑であることに加え、データ量が膨
大であり、取り扱う工事・業務成績が発注
の際の業者選定に使用される重要なデー
タであることから、成績評定要領に精通し、
専門的な統計解析能力を有していることが
必要不可欠である。社団法人九州建設技
術管理協会は、「建設事業における施工時
の技術管理業務の実施、建設事業の推進
と普及」を目的として設立された公益法人
である。過去においても、工事成績評定評
価委員会資料作成などに携わり、これらの
実績において機密保持がなされていると共
に、成績評定要領に精通している。以上の
事から、本業務を円滑且つ的確に遂行する
ためには、上記法人が唯一の契約　　相手
と判断するものである。このため本業務
は、会計法第２９条の３第４項及び予算決
算及び会計令第102条の４第三号により、
社団法人九州建設技術管理協会と随意契
約を締結するものである。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があり

12794
特定非営利活動法人
日本水フォーラム

遠賀川流域における市民団体
との連携推進方策に関する検
討業務

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成18年1月6日 11,707,500

本業務の遂行にあたっては、河川行政に
関し、豊富な知識や経験を持ち、全国及び
全世界の市民団体等とのネットワークを有
していることが必要であるとともに、公平・
中立な立場であることが必要不可欠であ
る。特定非営利活動法人日本水フォーラム
は、「世界水フォーラム」にて培われた人的
財産、知識、情報、経験及び国債信用を維
持発展させ、水問題に関わる国内外の水
関係諸機関及び市民をはじめとした水関係
者の交流連携窓口となって活動を支援し、
国際的な水問題や議論の発展調整を図
り、世界の水問題に関する具体的行動を実
現並びに促進させ、もって国内外の水問題
の解決に寄与することを目的とし設立され
た法人であり、人的ネットワークと収集・構
築したデータベースを活用し、国内外の
様々な水問題に関する調査を行っているな
ど幅広く豊富な知識を有しており、本業務
の履行にあたっての知識・経験・技術力を
十分有している。以上のことから、本業務を
円滑かつ的確に遂行するためには、特定
非営利活動法人日本水フォーラムが唯一
の契約相手と判断されるため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地があり 　

12795 （株）昭栄設備工業
彦岳無線中継所機械設備外
（その２）工事

岩屋　信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町５－１０

平成17年4月21日 4,368,000

㈱昭栄設備工業は、平成16年度に実施し
た「彦岳無線中継所機械設備その他工事」
の請負業者であることから、当該工事にお
いては工事内容及び現地状況において精
通しており、現在建設中の施設保護の為、
仮設足場や仮設養生等を存置している。本
来、機械設備外の機器と配管工事等は一
体不可分であり、品質の確保並びに完成
後に瑕疵等の問題も生じやすい。よって、
随意契約を結ぶことによる円滑な業務遂行
はもとより、仮設物等の兼用と工期の短縮
による全体工事費の削減等を図ることがで
きる。以上のことから、本工事を遂行するに
は㈱昭栄設備工業が唯一の契約相手方と
判断するものである。（会計法29条の3第4
項）

見直しの余地があり

講ずる措置

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの
（本来一体不可分である機器と
配管類を予算及び工程の関係で
分割し、その後随意契約で一体
工事としたものであるが、今後は
一体の工事として事業可能な予
算・工程等の調整により見直しを
図る）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12796 （株）大洋建設
彦岳無線中継所建築（その２）
工事

岩屋　信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町５－１０

平成17年4月22日 11,046,000

㈱大洋建設は、平成16年度に実施した「彦
岳無線中継所建築工事」の請負業者であ
ることから、当該工事においては工事内容
及び現地状況において精通しており、現在
建設中の施設保護の為、仮設足場や仮設
養生等を存置している。本来、建築物の躯
体と仕上げ工事は一体不可分であり、品質
の確保並びに完成後に瑕疵等の問題も生
じやすい。よって、随意契約を結ぶことによ
る円滑な業務遂行はもとより、仮設物等の
兼用と工期の短縮による全体工事費の削
減等を図ることができる。以上のことから、
本工事を遂行するには㈱大洋建設が唯一
の契約相手方と判断するものである。（会
計法29条の3第4項）

見直しの余地があり

12797
基礎地盤コンサルタ
ンツ（株）

芋川地区護岸緊急調査業務

東出成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町１－７０８－
２

平成17年12月19日 21,315,000

本業務の目的である建設資材等の存置箇
所調査にあたっては、非破壊方法により探
査を行うことが必要とされるため、低水護
岸内部の盛土材料以外の物質探査を目的
とした電磁波探査（地下レーダー探査）の
実績を持つ会社である必要がある。また、
低水護岸は軽量盛土（発泡モルタル）を用
いて施工しており、電磁波探査において
は、発泡モルタルの物理的特性や護岸の
施工方法（S.P.C.ウォール工法）に精通し、
軽量盛土内部の物理的構造について解析
を行える者でなければならない。以上のこ
とから、地下レーダー探査の実績を有して
おり、かつ、日本S.P.C工法研究会九州支
部の会員である基礎地盤コンサルタンツ株
式会社が唯一の契約相手と判断するもの
である。このため本業務は、会計法第２９
条の３第４項及び予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により、基礎地盤コンサル
タンツ株式会社と随意契約するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの
（本来一体不可分である躯体と
仕上げ類を予算及び工程の関係
で分割し、その後随意契約で一
体工事としたものであるが、今後
は一体の工事として事業可能な
予算・工程等の調整により見直し
を図る）

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
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契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12798 （株）建設技術研究所
一勝地地区交差点設計その
他業務

東出成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町１－７０８－
２

平成17年5月25日 2,625,000

一勝地地区芋川において水防災事業によ
る改修工事を実施中であるが、本年度は
芋川左岸下流地区において宅地嵩上工事
を実施する計画である。本工事を着手する
にあたっては球磨川本川下流地区へのア
クセス道路である県道一勝地・神瀬線への
迂回路として仮橋の架設が必要であり、今
後の事業展開においても重要な仮橋とな
る。仮橋及び現道との取り付け道の実施設
計は、平成１４年度に実施しこの成果を基
に関係機関と協議を行ってきたが、協議の
過程において現実施設計の一部を修正す
る必要が生じた。（株）建設技術研究所は、
平成１４年度に実施した本仮橋及び取り付
け道路の実施設計業務において、ＪＲ鉄道
橋や周辺の家屋等が近接している一般的
に施行困難な現場状況にもかかわらず十
分調査し、十分把握した上で実施設計を
行っている。今回の業務は、実施設計の一
部を修正する業務であり、細部にわたり詳
細で具体的な修正設計を行うためには、こ
れらの現場条件に精通している必要があ
る。よって、会計法第２９条の３第４項およ
び予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号の規定により、株式会社建設技術研究
所と随意契約を行うものである。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地があり

12799
（株）東京建設コンサ
ルタント

球磨川洪水時系列情報作成
業務

東出成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町１－７０８－
２

平成17年6月1日 2,940,000

本業務は、平成１６年度に球磨川の浸水想
定区域図を基に、球磨川水系の氾濫シュミ
レーションを作成するものである。作成にあ
たっては、浸水想定区域図の作成までの
経緯並びに情報等を十分に把握しておく必
要があるとともに、球磨川の流域特性及び
現地状況等に精通し経験豊富な技術者を
有している必要がある。　また、上記業者
は、平成１６年度業務において、浸水想定
区域図を検討作成しており、本業務を遂行
するには唯一の契約相手と判断するもの
である。　よって、本業務は上記法令を適
用し、（株）東京建設コンサルタント九州支
店と随意契約を行うものである。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地があり

12800 扇精光（株）
裁決申請書補助資料作成業
務

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成17年6月8日 3,202,500

　土地収用法に基づく裁決手続開始決定を
公告した後速やかに登記に移行する必要
があり、緊急性が認められたため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの
（今後継続的業務の発注予定は
ないが、類似業務があった場合
は競争入札で行う）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12801 （株）ワード研究所
菊池川流域特性調査分析業
務

是沢　毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成18年2月2日 7,023,450

本業務を遂行するには、既に実施されてい
る「全国河川利用満足度調査」、「河川景
観満足度調査」、「観光地満足度調査」結
果を保有し、結果を分析するための回答者
の住所・年齢・性別等の個人情報を保有し
ている必要があると共に、幅広い意見等を
集約するためアンケートの実施及び河川・
公共事業に関する専門的知識を有してい
る必要がある。株式会社ワード研究所は、
「全国河川利用満足度調査」、「河川景観
満足度調査」、「観光地満足度調査」結果
を保有し、結果を分析するための回答者の
住所・年齢・性別等の個人情報等を保有し
ていると共に、「スーパー堤防満足度調
査」、「河川総合（治水・利水・水利用）満足
度調査」、「洪水対策満足度調査」等各種
公共事業に関するアンケート調査を実施し
ており、河川・公共事業に関する知識も有
しており、本業務を遂行出来る唯一の契約
相手である。以上のことから会計法第29条
の3第4項予算決算及び会計令第102条の4
第3号により株式会社ワード研究所と随意
契約を締結するものである。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地があり

12802
九州建設コンサルタ
ント（株）

番匠川河川整備計画検討業
務

西川　勝義
九州地方整備局佐伯河川
国道事務所
大分県佐伯市長島町４丁
目１４番１４号

平成17年7月25日 25,620,000

本業務の遂行においては、番匠川水系に
おける治水・利水・環境の各事情に精通す
るとともに業務全般にわたる高度な知識及
び技術が必要である。九州建設コンサルタ
ント（株）は、平成１５年度には番匠川水系
河川整備基本方針を策定、また平成１６年
度には番匠川水系河川整備計画（原案）を
策定し、本業務の遂行において必要な基
礎データ・解析の条件等詳細に把握してい
る。整備計画(原案)・整備計画(案)公表後
の意見について整備計画に迅速・的確に
反映することが必要不可欠があり、他の業
者では業務の目的を達成することは不可
能である。以上のことから、本業務を円滑
かつ的確に遂行するためには、九州建設コ
ンサルタント（株）が唯一の契約相手と判断
するものである。このため本業務は、会計
法第２９条の３第４項及び予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号により、九州建設
コンサルタント（株）と随意契約を行うもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12803
（株）東京建設コンサ
ルタント

五ヶ瀬川水系河川整備計画検
討業務

大塚法晴
九州地方整備局延岡河川
国道事務所
宮崎県延岡市大貫町１丁
目２８８９

平成17年4月28日 63,420,000

本業務の遂行にあたっては、「五ヶ瀬川水
系河川整備計画」を作成するにあたり、
五ヶ瀬川水系全般に渡る流量・河道特性
及び環境等多種多様で高度な経験及び知
識、技術を要するとともに地域住民や専門
家等から組織される流域委員会を適切に
運営する必要があることから、平成１５年度
にプロポーザル（技術提案書）の提出を求
めたものである。この結果、建設コンサルタ
ント業務等請負業者選定事務処理要領及
び建設コンサルタント業務等の入札・契約
手続きに基づき調査審議により、㈱東京建
設コンサルタントが今回の業務内容を委託
するのに 適業者であると判断され、平成
１５年度から平成１６年度にかけての２ヶ年
プロポーザル業務として鋭意作業を進めて
きた。しかしながら、流域委員会設立時期
の遅れや整備計画策定過程における関連
する他の業務や流域委員会等専門家から
の意見を踏まえた新たな検討指示等によ
り、プロポーザル業務としての 終的な
「五ヶ瀬川水系河川整備計画」の策定が当
初予定の２ヶ年では終了できなかった。こ
のため、本業務においては、これまでの検
討内容や委員会資料の作成・開催さらに
は、整備計画（原案）の作成等引き続きプ
ロポーザル業務と同等の高度な経験・知
識・技術が必要であり、また、当業務を完
了することにより一連のプロポーザル業務
の目的を達成することとなり、他の業者で
は業務の目的を達成することは不可能で
ある。このため本業務は、会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
により、㈱東京建設コンサルタントと随意契
約を行い業務の円滑な遂行を図るもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

12804 砂防広報センター
桜島砂防広報企画運営検討
業務

長井義樹
九州地方整備局大隅河川
国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新
富１０１３－１

平成17年4月20日 41,055,000

当該相手方は、砂防事業に係る各種広報
の企画立案を担当しており、優れた企画運
営ができるため。
（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12805 砂防広報センター
土砂災害防止月間全国大会
企画運営業務

長井義樹
九州地方整備局大隅河川
国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新
富１０１３－１

平成17年4月28日 21,682,500

当該事業の企画立案である検討業務を履
行しており、優れた企画運営できる唯一の
機関
（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地があり

12806
石川島播磨重工業
（株）

クレストゲート操作制御設備設
置工事

前田　力
九州地方整備局緑川ダム
管理所
熊本県下益城郡美里町畝
野３４５６

平成18年1月18日 46,252,500

ダム設備の取替にあたっては、設備を一体
のシステムとして設計・施工することが不可
欠であり、安全面から設計思想を整合させ
る必要があるため（会計法２９条の３第４
項）

その他

12807
石川島播磨重工業
（株）

竜門ダムコンジット２号ゲート
修繕整備工事

是沢　毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成18年1月17日 41,790,000

コンジットゲートは、当ダムにおける洪水時
の主要な常用吐きゲートでダム付帯施設と
しては も重要で且つ常時大きな応力を受
けるダムとしては も専門性の高い箇所で
あることから高度な技術を要する施設であ
る。当施設は、平成４年にダム建設とあわ
せ石川島播磨重工業株式会社が設計・製
作・据付と一連の作業を行って完成し現在
に至っている。また、その間の保守点検も
上記業者が一貫し行っている。今回修繕を
行う部分は、ゲート全閉時において完璧な
水密をはかり漏水を防ぐ部分とゲート操作
を行う主要な設備であり共に重要な箇所で
ある。よって、洪水期を迎える前に速やか
な補修を完了することが必要である。本工
事は、その箇所毎に も適した技術を用い
施工をすることが不可欠となり、当初施工
業者においては、設備の設計・製作におい
て当初施工業者のみの知り得る独自の知
見を有し、且つ優秀な技術力、その人員が
常時確保されている事から、本工事を迅
速、的確、精密に施工するためには、石川
島播磨重工業株式会社が唯一の契約相手
と判断できる。(会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの

競争入札に移行したもの
（H18.9　簡易総合評価方式で
入札（１号ゲート））



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12808
石川島播磨重工業
（株）

下筌ダム機械設備改修工事

山本　祐二
九州地方整備局筑後川ダ
ム統合管理事務所
久留米市高野１丁目２－２

平成18年3月7日 92,400,000
今回、修繕を行う機器と既設の機械は一体
のものであり、当該業者に施工させる以外
無い（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

12809 （株）栗本鐵工所 選択取水設備修繕工事

山本　祐二
九州地方整備局筑後川ダ
ム統合管理事務所
久留米市高野１丁目２－２

平成17年12月26日 63,000,000
今回、修繕を行う機器と既設の機械は一体
のものであり、当該業者に施工させる以外
無い（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

12810 豊国工業（株） コースターゲート３号改修工事

山本　祐二
九州地方整備局筑後川ダ
ム統合管理事務所
久留米市高野１丁目２－２

平成18年2月27日 92,400,000
今回、修繕を行う機器と既設の機械は一体
のものであり、当該業者に施工させる以外
無い（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

競争入札に移行したもの（18
年度以降は、一般競争入札へ
移行する）

競争入札に移行したもの（18
年度以降は、一般競争入札へ
移行する）

競争入札に移行したもの（18
年度以降は、一般競争入札へ
移行する）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12811
石川島播磨重工業
（株）

鶴田ダム１号クレストゲート修
繕工事

山本　隆利
九州地方整備局鶴田ダム
管理所
鹿児島県薩摩郡さつま町
神子３９８８－２

平成18年1月26日 84,000,000

本ゲートは、昭和３９年にダム建設時に石
川島播磨重工業㈱が設計・製作・据付を
行っており、保守点検及び修繕も一貫して
行っている。
また、設備の設計・製作において施工業者
のみ知り得る独自の見地を有し、優秀な技
術力及び人員が常時確保されていることに
より、唯一の契約相手と判断。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

12812 日立造船（株） 鶴田ダム水密ゴム補修工事

山本　隆利
九州地方整備局鶴田ダム
管理所
鹿児島県薩摩郡さつま町
神子３９８８－２

平成17年12月21日 10,815,000

本ゲートは、昭和３９年にダム建設時に日
立造船㈱が設計・製作・据付を行っており、
保守点検及び修繕も一貫して行っている。
本修繕箇所は全閉時において漏水及び
ゲートの横揺れを防ぐ重要な箇所であり、
洪水期を迎える前に速やかに補修を完了
する必要がある。
本業者は設備の設計・製作において施工
業者のみ知り得る独自の見地を有し、優秀
な技術力及び人員が常時確保されている
ことにより、唯一の契約相手と判断。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

12813
石川島播磨重工業
（株）

耶馬渓ダムコンジットゲート設
備修繕工事

中島　修
九州地方整備局山国川河
川事務所
中津市大字高瀬１８５１－
２

平成18年1月26日 28,329,000

本設備は、昭和５７年度に石川島播磨重工
業（株）が設計・製作及び据付を行ったもの
であり、洪水時の特殊で過酷な条件下で流
量調整を行うなどの重要な役割を持つ設
備である。ダム水門設備は、設計・製作に
おいて、その設備毎に も適した構造で計
画・設計することから、その水理特性に応じ
て、扉体、戸当たり・開閉装置・操作制御設
備を一体のシステムとして設計・施工する
ことが不可欠である。そのシステム設計の
前提となる水理特性については、施工業者
独自の実験及び解析手法に基づき決定さ
れている。今回工事で更新を行う充水バル
ブ電動開閉機、集中給油装置操作盤、予
備エンジンユニットは開閉装置の一構成品
であり、扉体水密ゴム・サイドローラー・ス
キンプレート端部は扉体の一構成品であ
る。これらは、水理実験・非常時対応の設
計思想等に基づき、扉体・開閉装置と一体
で設計されたものであり、既設設備におけ
る設計手法、水理特性、施工精度等の
データの詳細内容を知りうる同社を唯一の
契約相手と判断するものである。よって、会
計法第２９条の３第４項及び会計令第１０２
条の４第３号に基づき、同社と随意契約を
締結するものである。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があり

競争入札に移行したもの（H18
年度においては一般競争によ
り実施）

競争入札に移行したもの（H18
年度においては一般競争によ
り実施予定）

競争入札に移行したもの（H18
年度においては一般競争によ
り実施予定）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12814 佐世保重工業（株）
耶馬渓ダムクレストゲート設備
修繕工事

中島　修
九州地方整備局山国川河
川事務所
中津市大字高瀬１８５１－
２

平成18年2月9日 43,932,000

本設備は、昭和５８年度に佐世保重工業
（株）が設計・製作及び据付を行ったもので
あり、洪水時の特殊で過酷な条件下で流
量調整を行うなどの重要な役割を持つ設
備である。ダム水門設備は、設計・製作に
おいて、その設備毎に も適した構造で計
画・設計することから、その水理特性に応じ
て、扉体、戸当たり・開閉装置・操作制御設
備を一体のシステムとして設計・施工する
ことが不可欠である。そのシステム設計の
前提となる水理特性については、施工業者
独自の実験及び解析手法に基づき決定さ
れている。今回工事で更新を行う動力切替
装置、電動機、予備エンジンは開閉装置の
一構成品であり、扉体下部水密部は扉体
の一構成品である。これらは、水理実験・
非常時対応の設計思想等に基づき、扉体・
開閉装置と一体で設計されたものであり、
既設設備における設計手法、水理特性、施
工精度等のデータの詳細内容を知りうる同
社を唯一の契約相手と判断するものであ
る。よって、会計法第２９条の３第４項及び
会計令第１０２条の４第３号に基づき、同社
と随意契約を締結するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

12815 三菱重工業（株）
耶馬渓ダム常用洪水吐予備
設備修繕工事

中島　修
九州地方整備局山国川河
川事務所
中津市大字高瀬１８５１－
２

平成18年2月27日 9,418,500

本設備は、昭和５８年度に三菱重工業（株）
が設計・製作及び据付を行ったものであ
り、洪水時の特殊で過酷な条件下で流水
遮断を行うなどの重要な役割を持つ設備で
ある。ダム水門設備は、設計・製作におい
て、その設備毎に も適した構造で計画・
設計することから、その水理特性に応じ
て、扉体・戸当たり・開閉装置・操作制御設
備を一体のシステムとして設計・施工する
ことが不可欠である。そのシステム設計の
前提となる水理特性については、施工業者
独自の実験及び解析手法に基づき決定さ
れている。今回工事で更新を行う動力機並
びに分解整備を行う減速機は開閉装置の
一構成品であり、水密ゴムは扉体の一構
成品である。これらは、水理実験・非常時
対応の設計思想等に基づき、扉体・開閉装
置と一体で設計されたものであり、既設設
備における設計手法、水理特性、施工精度
等のデータの詳細内容を知りうる同社を唯
一の契約相手と判断するものである。よっ
て、会計法第２９条の３第４項及び会計令
第１０２条の４第３号に基づき、同社と随意
契約を締結するものである。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地があり

競争入札に移行したもの（H18
年度においては一般競争によ
り実施予定）

競争入札に移行したもの（H18
年度においては一般競争によ
り実施予定）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12816
（株）東京建設コンサ
ルタント

本明川水系河川整備計画関
連資料整理業務

星隈　順一
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年11月29日 8,872,500

本業務を遂行するためには、本明川水系
河川整備基本方針及び本明川水系河川整
備計画策定時に検討した各種諸元の設定
拠や検討経緯に把握しておくことが必要で
あるとともに、河川管理基図作成に当たっ
ては、整備計画河道の断面形状のあり方
や堤防防護の考え方が重要であるととも
に、河川法に基づく許認可業務に資するた
め、早急に作成する必要がある。また、上
記業者は、平成15年～16年度においてプ
ロポーザル方式により本業務と密接に関連
する本明川水系河川整備計画検討業務を
実施しており、今回実施する業務内容につ
いて熟知している。以上のことから、本業務
を迅速かつ的確に実施するには株式会社
東京建設コンサルタントが唯一の契約相手
と判断したため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があり

12817
九州建設コンサルタ
ント（株）

菊池川下流域生物生息状況
調査業務

是沢　毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成17年11月30日 4,462,500

本業務の遂行に当たっては、菊池川にお
けるヤマトシジミの生息域・生息状況及び
生態等と合わせて、水質及び底質等、有明
海に面したヤマトシジミの生息環境に関す
る知識を十分有し、学識経験者及び地元
漁協関係者と十分調整しつつ、勉強会にお
いて決定された調査項目を実施する必要
がある。また、当該年は、３年間の調査結
果に基づき事前調査のとりまとめを行うこと
から、現地における調査状況を熟知し、調
査事項及び菊池川下流域の事象並びにヤ
マトシジミの生態環境等を総合的に判断す
るとともに、有明海の生態に詳しい学識経
験者との疎通を図る必要がある。九州建設
コンサルタント（株）は、平成１３年度に設立
された「小浜地区川づくり勉強会」より委員
会の運営及びヤマトシジミ生息全般に関す
る調査に疎通し、勉強会で求められる事
象、下流域の水象状況及びヤマトシジミの
調査状況についても詳細に把握している。
また、有明海に面した菊池川におけるヤマ
トシジミの生息域・生息状況及び生態環境
等をも十分把握し、学識経験者とも疎通し
ているとともに、学識経験者及び地元漁協
関係者と調整しながら本業務を遂行できる
唯一の契約相手である。よって、会計法第
29条の3第4項及び予算決算及び会計令第
102条の4第3号により九州建設コンサルタ
ント（株）と随意契約を締結するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

企画競争を実施（平成１８年
度以降は公募を予定）

企画競争を実施（平成１８年
度よりプロポーザル方式によ
り発注）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12818 （株）建設環境研究所 菊池川正常流量検討業務

是沢　毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成18年1月30日 4,830,000

本業務の遂行にあたっては、昨年度検討
結果の見直しと再検討を行う必要がある
為、過去の経緯・実績、多種にわたる高度
な専門知識及びデータの分析・検討を行う
迅速且つ適切な技術を要する。株式会社
建設環境研究所は、昨年度「菊池川正常
流量検討」に関する業務を履行しており、
過去の業務経緯や、菊池川に関する河川
流況・水利用の実態・河川環境等を十分把
握している。その為、河川区分毎の項目別
必要流量を追加検討するうえで必要な魚
類の生息地、産卵場となる瀬の追加選定と
追加調査・検討を迅速・適正にでき、適切
な見直し検討が可能である。以上のことか
ら、本業務を円滑且つ的確に遂行する為に
は、株式会社建設環境研究所が唯一の契
約相手と判断するものである。このため、
会計法第２９条の３第４項及び予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号により株式会
社建設環境研究所と随意契約を締結する
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

12819 （財）熊本工学会
菊池川下流域土砂堆積厚調
査業務

是沢　毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成18年2月2日 3,087,000

本業務の遂行にあたっては、ガタ土の堆積
メカニズムを解析する高度な技術力を有し
ているとともに、菊池川の河口域における
流れ及びガタ土の輸送・沈降・堆積等の土
砂移動特性を把握している必要がある。財
団法人 熊本工学会は、河川の河床変動に
関する調査・研究等を行っている機関であ
り、河川の土砂移動メカニズムに関する専
門的な知識及び土砂移動特性を解析する
高度な技術力を有している。さらに、財団
法人　熊本工学会は、菊池川河口域にお
けるガタ土の堆積とヤマトシジミ減少の原
因究明と対策に向け平成１３年度に設立さ
れた「小浜地区川づくり勉強会」の当初から
の委員長が在籍している機関であり、土木
学会において菊池川河口域おける流れと
物質輸送に関する論文を発表するなど、菊
池川河口域における流れ及び土砂の移動
特性等を熟知している。また、本業務の遂
行にあたっては、大学研究の一環として充
実した研究施設を有効に活用して取り組む
ことができるため、財団法人 熊本工学会
は本業務を円滑且つ的確に遂行できる唯
一の契約相手である。よって、会計法第29
条の3第4項及び予算決算及び会計令第
102条の4第3号により財団法人熊本工学
会と随意契約を締結するものである。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

企画競争を実施（プロポーザ
ルによる発注で対応）

企画競争を実施（プロポーザ
ルによる発注に移行）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12820
（社）九州建設技術管
理協会

土木コンクリート構造物設計・
施工指針（案）試行検証業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年12月8日 20,790,000

本業務の実施にあたっては、コンクリートに
関する諸基準はもとより、施工における管
理基準及び九州のコンクリート事情並びに
指針（案）に精通していることが求められ
る。さらに、工事（業務）の各段階における
技術提案に携わることから、公平性、中立
性を有していることが必要不可欠である。
社団法人九州建設技術管理協会は、「建
設事業における施工時の技術管理業務の
実施、建設事業の推進と普及」を目的とし
て設立された公益法人である。また、九州
において唯一技術基準関係の運用支援な
どに携わっており、建設事業の調査、計
画、設計、施工を通じて施工形態並びに現
場管理状況を熟知している。さらに、過去
においても、本指針（案）のとりまとめに携
わり、当指針（案）に精通している。また昨
年度行った試行検証業務のモデル工事に
ついては、今年度も引き続き試行を行うこ
ととしているため昨年度の経緯等を熟知し
ていることが必要である。以上の事から、
本業務を円滑且つ的確に遂行するために
は、上記法人が唯一の契約　　相手と判断
するものである。このため本業務は、会計
法第２９条の３第４項及び予算決算及び会
計令第102条の４第三号により、社団法人
九州建設技術管理協会と随意契約を締結
するものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があり

12821
（社）九州建設技術管
理協会

平成１７年度　品質管理支援
（技術審査部門）要領検討業
務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成18年2月10日 4,200,000

業務の遂行にあたっては、技術審査の支
援委託に関する実施要領や費用を算定す
る基準類等を検討することから、公平性、
中立性及び機密性を有していることと、調
査、計画、設計、施工等の多方面の建設事
業に関する知見に基づく基準類作成の技
術的能力を有することが必要不可欠であ
る。
社団法人九州建設技術管理協会は、「建
設事業の円滑な推進を図るとともに、建設
技術の向上発展に寄与する」を目的として
設立された公益法人であり、公平性、中立
性及び機密性を有している。また、建設事
業の調査、計画、設計、施工に関する技術
管理業務に精通しており、過去において
も、設計業務等に関する歩掛解析等の検
討を実施している。　(会計法第２９条の３
第４項)

見直しの余地があり

12822
（財）九州経済調査協
会

ビジター拡大に向けた社会資
本活用調査検討業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年11月10日 11,130,000

   財団法人九州経済調査協会は、九州地
方の社会経済に関する総合的研究調査を
行い、併せて経済調査を助成・促進し、もっ
て地方経済の伸長を図ることを目的に設立
されており、豊富な専門知識と分析力を有
している。また、内部に調査研究機関として
「アジア分析グループ」があり、海外進出、
対内投資、貿易振興計画、経済交流可能
性調査、投資環境調査（中国、韓国、台
湾、東南アジア等）等を行っており、九州～
アジアの経済調査に関する多様な経験と
豊富なデーターベースを有している。以上
のことから、本業務を円滑且つ的確に遂行
するためには、財団法人九州経済調査協
会が唯一の契約相手と判断するものであ
る。(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地があり

公募を実施（平成１９年度よ
り公募を実施予定）

公募を実施（移行時期につい
ては未定。技術審査における
算定要領等の見直し時）

公募を実施（平成１８年度よ
り公募を実施予定）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12823 （財）熊本工学会 白川流域情報図作成業務

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成17年9月22日 4,896,150

本業務の遂行にあたっては、白川流域の
環境特性及び白川周辺や市街部における
社会情勢等に対する高度な知識ととも、河
川環境に整備と保全に関する高度な技術
力を有することが必要である。(財)熊本工
学会は、熊本県内における工学に関する
教育及び研究に対する振興並びに工学に
関する知識の啓発等を図り、もって学術の
発展に寄与することを目的に設立された公
益公人であり、長年にわたり白川及び白川
との関わりを研究フィールドとした環境、景
観、利活用に関する研究を続けており、土
木学会にも多くの論文を発表するなど、白
川について周辺を含めた環境、景観、利活
用に関する高度な技術力を有している。以
上のことから、本業務を円滑に遂行するに
は(財)熊本工学会が唯一の契約相手と判
断するものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他

12824 （財）熊本工学会
白川二本木・子飼地区洪水氾
濫流解析業務

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成18年2月10日 4,662,000

本業務の遂行にあたっては、白川流域の
水理特性や河床変動等の水理現象につい
て解析する高度な技術力とともに､白川流
域の防災施設の機能等に関する高度な知
識が必要である。(財)熊本工学会は、熊本
県内における工学に関する教育及び研究
に対する振興並びに工学に関する知識の
啓発等を図り、もって学術の発展に寄与す
ることを目的に設立された公益法人であ
り、長年にわたり白川及び白川との関わり
を研究フィールドとした防災施設の機能等
に関する研究を続けており、土木学会にも
数多くの論文を発表するなど、白川の治水
に関する高度な技術力を有している。以上
のことから本業務を円滑に遂行するには
(財)熊本工学会が唯一の契約相手と判断
するものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他

12825 日本無線（株）
統合道路情報システム外改造
工事

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年12月22日 74,130,000

改造対象設備は日本無線（株）にて設計・
製作・据付調整までの全てを行っており、
装置内部の信号処理、電気系統及びソフト
ウェアに十分精通し、本改造を円滑に遂行
しうる唯一の業者であるため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があり

公募を実施

公募を実施

公募を実施



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12826 日本無線（株） 防災ネットワーク増設工事

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年11月17日 5,460,000

改造対象設備は日本無線（株）にて設計・
製作・据付調整までの全てを行っており、
装置内部の信号処理、警報処理及び電源
供給系統等は製造者の独自設計となって
いることから、本改造を円滑に遂行しうる唯
一の業者であるため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があり

12827 （株）産研設計
福岡第１合同庁舎（１７）増築
棟設備工事監理業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月15日 3,150,000

当初の業務は、指名競争入札方式で落
札した同社と（随意）契約している。
本業務は当初（から）の業務と一連の
ものであり、当初（から）業務を遂行
した際の知見が本業務を遂行する上で
も必要不可欠となるため、引き続き同
社と随意契約するものである。(会計法
第２９条の３第４項）

その他

12828 （株）大建設計
福岡第１合同庁舎（１７）増築
棟建築工事監理業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月15日 8,190,000

当初の業務は、指名競争入札方式で落
札した同社と（随意）契約している。
本業務は当初（から）の業務と一連の
ものであり、当初（から）業務を遂行
した際の知見が本業務を遂行する上で
も必要不可欠となるため、引き続き同
社と随意契約するものである。(会計法
第２９条の３第４項）

その他

公募を実施

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12829 （株）明電舎
福岡管区気象台（１７）電気改
修工事

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年9月30日 13,471,500

「既設設備と密接不可分の関係にあ
り、同一施工者以外の者に施工させた
場合、既設設備等の使用に著しい支障
が生じるおそれがある高圧機器、受変
電設備等の改修の工事」であるため、
同一施工者と随意契約するものであ
る。(会計法第２９条の３第４項）

その他

12830 協和建設（株） 前田橋仮橋撤去工事

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成18年3月13日 26,145,000

平成１６年度に前田橋架替に伴う仮橋を業
者持材料（リース材料）として施工し当該仮
橋の施工状態及び特性等を熟知している
こと。また、その後の維持補修及び点検を
行う必要性があることから、継続して今年
度においても賃貸借契約を行っている。以
上のことから、本工事を円滑、かつ的確に
実施するには、協和建設株式会社が唯一
の契約相手と判断するものである。（会計
法２９条の３第４項）

その他

12831 （株）岩根研究所
道路現況ビデオシステム改良
業務

小口　浩
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４－
１０

平成18年1月18日 37,170,000

当業者は、当システムの基本部分である
映像と図面との連動や検索を行う「道路・
河川等の現況ビデオ検索装置」（特許第
3099103号）について関東地方整備局と共
同特許を有しており、当該業務は、過去の
資産を生かすことが必須条件であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

公募を実施（前後工事全体で
競争性を確保）

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12832
青木あすなろ建設
（株）

外環状共同溝第１工区シール
ド第５立坑（その２）工事

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４－
１０

平成17年4月1日 96,285,000

　本立坑は、鋼製地中連続壁工法にて地
下３８ｍまで連続壁を建込み、連続壁内を
掘削して立坑躯体を構築するもので、土留
工の切梁・腹起材（以下「仮設材」という）を
切替えながら施工するものである。
　本工事は、別途発注の特殊部との接続
部にあたる立坑躯体の施工で、近接工事と
の工程調整により平成１７年度中に本立坑
特殊部まで完成させる必要が生じたため、
引き続き前工事で設置した本体土留の仮
設材を使用し立坑躯体を施工するもので
、前工事と本工事とは一体の構造物の構
築を目的とするものである。
　また、本立坑は他に類を見ない大深度掘
削であることから、構造計算どおりの応力
が仮設材に働かないため応力計及び歪み
計を設置しており、本工事は鋼製地中連続
壁及び仮設材の挙動を計測しながら施工
するため、上記業者による構造計算及び計
測データ結果の解析・理解・整合してきた
実績が必要となり、他の業者が本工事を引
継ぐことは事実上不可能である。
   本工事は、前工事と施工業者が異なる
場合、かし担保責任の範囲が不明確となる
等密接不可分な関係にあると共に、施工上
の経験、知識を特に必要とする工事である
ことから、現場の状況等に精通した唯一の
業者である。（会計法第２９条の３第４項）

その他

12833 佐伯建設工業（株）
外環状共同溝第２工区Ａシー
ルド第５立坑（その２）工事

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４－
１０

平成17年4月1日 35,700,000

本立坑は、鋼製地中連続壁工法にて地下
２７ｍまで連続壁を建込み、連続壁内を掘
削して立坑躯体を構築するもので、土留工
の切梁・腹起材（以下「仮設材」という）を切
替えながら施工するものである。
　本工事は、別途発注の特殊部との接続
部にあたる立坑躯体の施工で、近接工事と
の行程調整により平成１７年度中に本立坑
特殊部まで完成させる必要が生じたため、
引き続き前工事で設置した本体土留の仮
設材を使用し立坑躯体を施工するもので、
前工事と本工事とは一体の構造物の構築
を目的とするものである。また、本立坑は
他に類を見ない大深度掘削であることか
ら、構造計画どおりの応力が仮設材に働か
ないため応力計及び歪み計を設置してお
り、本工事は鋼製地中連続壁及び仮設材
の挙動を計測しながら施工するため、上記
業者による構造計算及び計測データ結果
の解析・理解・整合してきた実績が必要と
なり、他の業者が本工事を引継ぐことは事
実上不可能である。
　本工事は、前工事と施工業者が異なる場
合、かし担保責任の範囲が不明確となる等
密接不可分な関係にあると共に、施工上の
経験、知識を特に必要とする工事であるこ
とから、現場の状況等に精通した唯一の業
者である。（会計法第２９条の３第４項）

その他

公募を実施（前後工事全体で
競争性を確保）

公募を実施（前後工事全体で
競争性を確保）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12834
（株）千代田コンサル
タント

地盤変状対策検討業務

小口　浩
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４－
１０

平成17年12月8日 556,500

　福岡外環状共同溝工事に伴い、地盤沈
下をおこしている箇所について、地盤改良
にて対策を検討しているが、現場の地質や
土質状況等により、また家屋に隣接し民地
での作業となるため詳細な施工方法の検
討が必要となる。
　本箇所の共同溝工事の詳細設計業務は
上記コンサルタント業者が設計しており、ま
た、現在施工管理業務にて、地元を含め福
岡外環状事業全体を把握し、現場状況に
精通している上記業者が唯一の業者であ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他

12835
パシフィックコンサル
タンツ（株）

外環状共同溝第２工区Ｂシー
ルド工事地中拡幅部設計照査
業務

小口　浩
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４－
１０

平成17年8月31日 451,500

　現在施工中の福岡２０２号外環状共同溝
第２工区Ｂシールド工事の詳細設計業務は
上記コンサルタント業者が設計しており、前
田・東洋特定建設ＪＶによって施工中であ
る。本工事では、九州電力㈱により共同溝
内に収容する電力線のジョイントのため
に、シールド通過部に地中拡幅部を計画し
ている。施工業者により現場の土質状況を
確認したところ、当初設計では想定してい
ない湧水や地下水による土質の脆弱化が
確認されており、地中拡幅部の補助工法の
変更を施工業者によって設計を行ったとこ
ろである。しかしながら、今回の施工箇所
の補助工法は安全上非常に重要であるた
め、コンサルタントによる設計の妥当性を
照査する必要があり、その業務については
現場の地質や土質状態、さらには設計、施
工方法に至るまで精通した上記業者が唯
一の業者であるため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他

12836 九州環境建設（株）
福岡２０８号黒崎開橋（下り線）
仮桟橋撤去工事

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４－
１０

平成17年4月1日 9,555,000

仮桟橋は上記業者が設置しており現状に
精通しているため、工事の安全と円滑かつ
適正な施工・点検が確保できること、及び
覆工板等の仮設材の使用権を所有してい
ることから、九州環境建設株式会社が唯一
の契約相手と判断するものであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

公募を実施（前後工事全体で
競争性を確保）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12837 松尾建設（株）
福岡外環状道路井尻地区（３
１～３２ＢＬ）構造物工事

小口　浩
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４－
１０

平成18年3月22日 144,900,000

本区間は、平成１６年３月に松尾建設（株）
と契約締結し【平成１６年４月～平成１８年
３月】にかけて施工を進めていた区間であ
るが、前回工事（井尻地区３１～３２ＢＬ擁
壁工事）では、仮設鋼矢板打設を完了し薬
液注入を一部施工した段階で工事竣工と
なった。井尻堀割区間の土留め工の設計
は、完全に止水するため不透水層まで打ち
込む施工としており、当該箇所においても
一連の薬液注入がある。効果的で信頼性
の高い施工を実施するためには、今までの
施工で集積されたデータに基づいた施工
ができ、現地状況に精通した業者が 適で
ある。また、同一施工業者で施工する事
で、前回施工で使用したﾌﾟﾗﾝﾄ設備及びﾎﾞ
―ﾘﾝｸﾞﾏｼｰﾝ等を新たに設置する必要が無
く経費削減も可能なことから、同一施工業
者が施工することが 適である。施工業者
が異なると、止水効果が得られない場合に
瑕疵担保責任の範囲が不明確となる等密
接不可分な関係にあるため、上記業者が
本工事を施工できる唯一の業者であるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

その他

12838 若築建設（株）
福岡２０８号黒崎開橋（上り線）
仮桟橋撤去工事

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４－
１０

平成17年4月1日 34,020,000

仮桟橋は上記業者が設置しており現状に
精通しているため、工事の安全と円滑かつ
適正な施工・点検が確保できること、及び
覆工板等の仮設材の使用権を所有してい
ることから、若築建設株式会社が唯一の契
約相手と判断するものであるため。（会計
法第２９条の３第４項）

その他

12839 富士建設（株） 東郷移掘削盛土工事

尾澤　卓思
九州地方整備局武雄河川
事務所
佐賀県武雄市武雄町大字
昭和７４５

平成17年9月6日 5,670,000

富士建設（株）は、上記施工箇所における
「出水時における応急対策業務に関する基
本協定」の締結業者であり、現場からも近く
速やかに行動でき、建設機械も多く保有し
ていることから、緊急的な対応が期待でき
る。従って、本工事を円滑に遂行するため
に「会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号」に基づき随意契約を
行うものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他

公募を実施（前後工事全体で
競争性を確保）

公募を実施（前後工事全体で
競争性を確保）

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12840 （株）岩根研究所
佐賀国道管内道路管理システ
ム更新業務

岩屋　信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町５－１０

平成18年2月15日 14,962,500

平成15年度に整備した「道路管理システ
ム」を受注した業者であり、当システムの基
本部分である映像と図面との連動や検索
等をおこなう「道路・河川等の現況ビデオ検
索装置」（特許第3099103号）の特許を有し
ている。上記特許を使用した映像加工等の
業務を遂行するには上記業者以外は履行
不可能であるため。(会計法第２９条の３第
４項)

その他

12841 （株）峰組
西郷橋仮橋保守点検撤去工
事

岩屋　信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町５－１０

平成17年4月1日 2,310,000

西郷橋下部工設置工事において設置され
た仮橋（桁材及び覆工板）は、現在、橋梁
架替工事のため迂回路として供用してい
る。本線へ切替えるまでの間、仮橋を引き
続き使用するため及び撤去に際し、修理費
等が生じるため、施工業者である株式会社
峰組と随意契約を行うものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他

12842 光陽無線（株） 防災情報通報設備増設工事

岩屋　信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町５－１０

平成18年2月8日 15,855,000

本工事の対象となる防災情報通報設備
は、光陽無線株式会社の製品でありハード
及びソフトウェアの設計、製作、据付、調整
にいたるまでの一切の施工を行っている。
本工事を履行するにあたり、既設設備の設
計思想、基本構成、データ伝送方式、関連
装置間の接続方法を熟知することはもちろ
んであるが、主な作業となるソフトウェアの
改造を行うには、プログラムの処理手順や
命令構成等まで十分熟知した技術が要求
される。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

12843 （株）東芝
佐賀国道管内ＣＣＴＶ設備改
造工事

岩屋　信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町５－１０

平成17年12月14日 28,402,500

本工事の対象となるＣＣＴＶ装置は、国土交
通省の機器仕様書に基づき㈱東芝が製造
したものである。
機器仕様書では、他装置（画像処理設備、
表示設備等）との接続に必要な構造条件
及び電気的条件を規定しているが、装置内
における信号処理、警報処理、電源供給系
統等の規定はなく、製造者独自の仕様に
基づき製作されている。
本工事を行うには、既設監視制御装置の
制御部の改造及びインタフェースの移設が
必要であり、対象装置の設計思想、基本構
成等を十分熟知した技術が必要とされる。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

随意契約によらざるを得ない
もの

公募を実施（前後工事全体で
競争性を確保）

公募を実施

公募を実施



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12844 富士通（株）
佐賀国道画像監視設備増設
工事

岩屋　信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町５－１０

平成18年2月8日 33,967,500

本工事の対象となる画像監視設備は、富
士通株式会社の製品でありハード及びソフ
トウェアの設計、製作、据付、調整にいたる
までの一切の施工を行っている。
本工事を履行するにあたり、既設設備の設
計思想、基本構成、データ伝送方式、関連
装置間の接続方法を熟知することはもちろ
んであるが、主な作業となるソフトウェアの
改造を行うには、プログラムの処理手順や
命令構成等まで十分熟知した技術が要求
される。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

12845 （株）江頭建設
付替国道８号橋仮桟橋保守及
び撤去工事

桒野　修司
九州地方整備局嘉瀬川ダ
ム工事事務所
佐賀市高木瀬東2-16-35

平成17年4月1日 2,625,000

下部工施工時に設置した仮桟橋を引き続
き上部工施工に使用するため、仮桟橋の
据付施工業者と随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他

12846 （株）江頭建設
付替県道１号橋工事用仮桟台
保守及び撤去工事

桒野　修司
九州地方整備局嘉瀬川ダ
ム工事事務所
佐賀市高木瀬東2-16-35

平成17年4月1日 16,485,000

下部工施工時に設置した仮桟橋を引き続
き上部工施工に使用するため、仮桟橋の
据付施工業者と随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他

12847 笠原建設（株）
付替国道５号橋仮桟橋（起点
側）保守及び撤去工事

桒野　修司
九州地方整備局嘉瀬川ダ
ム工事事務所
佐賀市高木瀬東2-16-35

平成17年4月1日 61,845,000

下部工施工時に設置した仮桟橋を引き続
き上部工施工に使用するため、仮桟橋の
据付施工業者と随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他

公募を実施

公募を実施（前後工事全体で
競争性を確保）

公募を実施（前後工事全体で
競争性を確保）

公募を実施（前後工事全体で
競争性を確保）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12848 国土総合建設（株）
付替国道７号橋仮桟橋保守及
び撤去工事

桒野　修司
九州地方整備局嘉瀬川ダ
ム工事事務所
佐賀市高木瀬東2-16-35

平成17年4月1日 139,545,000

下部工施工時に設置した仮桟橋を引き続
き上部工施工に使用するため、仮桟橋の
据付施工業者と随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他

12849 （株）高森組
菖蒲地区仮橋保守及び撤去
工事

桒野　修司
九州地方整備局嘉瀬川ダ
ム工事事務所
佐賀市高木瀬東2-16-35

平成17年4月1日 662,550

工事区域内の運搬路確保のため仮橋を設
置していたが、引き続き使用するため仮橋
の据付業者と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

12850 深町建設（株）
付替国道５号橋仮桟橋（終点
側）保守及び撤去工事

桒野　修司
九州地方整備局嘉瀬川ダ
ム工事事務所
佐賀市高木瀬東2-16-35

平成17年4月1日 65,100,000

下部工施工時に設置した仮桟橋を引き続
き上部工施工に使用するため、仮桟橋の
据付施工業者と随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他

公募を実施（前後工事全体で
競争性を確保）

公募を実施（前後工事全体で
競争性を確保）

公募を実施（前後工事全体で
競争性を確保）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12851 祐徳建設興業（株）
付替県道１号橋工事用仮橋保
守及び撤去工事

桒野　修司
九州地方整備局嘉瀬川ダ
ム工事事務所
佐賀市高木瀬東2-16-35

平成17年4月1日 3,433,500

下部工施工時に設置した仮桟橋を引き続
き上部工施工に使用するため、仮桟橋の
据付施工業者と随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他

12852
りんかい日産建設
（株）

小船越地区仮設構造物賃料
及び保守点検撤去工事

齋藤　清志
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年4月1日 5,565,000

本作業は、仮設構造物の資材を賃貸契約
にて調達しており、その資材の借り主と契
約締結する必要がある。また、保守点検を
行うには設置時の状況及びその構造を熟
知している必要がある。よって、仮設構造
物及び安全施設を設置した施工業者が、
安全かつスムーズに施工できる唯一の契
約相手と判断するものである。以上の理由
から、会計法第２９条の３第４項及び予算
決算会計令第１０２条の４第３項によりと随
意契約を締結するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他

12853 若築建設（株）
干尽地区仮桟橋賃料及び撤
去外工事

齋藤　清志
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年4月1日 47,932,500

本作業は、仮設構造物の資材を賃貸契約
にて調達しており、その資材の借り主と契
約締結する必要がある。また、保守点検を
行うには設置時の状況及びその構造を熟
知している必要がある。よって、仮設構造
物及び安全施設を設置した施工業者が、
安全かつスムーズに施工できる唯一の契
約相手と判断するものである。以上の理由
から、会計法第２９条の３第４項及び予算
決算会計令第１０２条の４第３項によりと随
意契約を締結するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他

12854 （株）岩根研究所
長崎管内道路ＧＩＳシステム更
新業務

星隈　順一
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成18年2月13日 16,485,000

当該業務の広範性、技術的な特殊性をは
じめ特許権の保有ならびに現行システムと
の整合性、納期およびコストにおける優位
性、豊富な実績等、上記業者が本業務を
円滑かつ的確に実施できる唯一の業者で
ある。よって、会計法第２９条の３第４項及
び予算決算及び会計法令第１０２条の４第
３号の規定により、株式会社岩根研究所東
京支店と随意契約を行うものである。（会計
法第２９条の３第４項）

その他

公募を実施（前後工事全体で
競争性を確保）

公募を実施（前後工事全体で
競争性を確保）

公募を実施（前後工事全体で
競争性を確保）

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12855 （株）西日本建設
東彼杵地区仮設防護柵損料
及び撤去工事

齋藤　清志
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年4月1日 2,268,000

本工事は、東彼杵地区防災工事において
契約した仮設防護柵が在地しており、別件
工事で落石防護柵を設置した後撤去する
必要があるため、存地している仮設物の契
約及び仮設物の撤去を行う工事である。そ
の仮設物をリース契約している上記業者と
契約することが必然であるため、会計法第
２９条の３第４項及び予算決算会計令第１
０２条の４第３号に基づき随意契約を行うも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

その他

12856 日本無線（株）
河川情報処理装置外改良工
事

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成18年1月31日 9,240,000

本件にて改良を行う河川情報処理装置、テ
レメータ監視装置、光伝送接続装置（以下
本装置という。）は、ハードウェア部・ソフト
ウェア部共に日本無線㈱が設計・製作・調
整を行ったものである。（・平成１１年度白
川・緑川河川情報処理設備設置工事・平成
８年度熊本系テレメータ装置製造）本装置
の改造を行うにあたっては、本装置のハー
ドウェア部からソフトウェア部まで熟知した
業者でなくては、機器の信頼性を維持しつ
つ施工することはできない。以上のことか
ら、本業務を円滑に遂行するためには日本
無線㈱が唯一の契約相手と判断するもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

12857 （株）青木工務店 岩野地区災害応急復旧工事

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成17年7月11日 5,145,000

㈱青木工務店は、直轄管理区間内におい
て発生した災害の応急対策に関し、これに
必要な組織及び建設機械、並びに資材、
労力等の確保及びその動員の方法を定
め、もって災害の拡大防止と被災施設の早
期復旧の期することを目的とし「災害時に
おける応急対策業務に関する基本協定」を
締結している。以上のことから本業務を円
滑に遂行するには㈱青木工務店が唯一の
契約相手と判断するものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他

12858 （株）尾方組
池の鶴工事用道路仮復旧工
事

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成17年9月15日 7,875,000

　被災箇所の池の鶴工事用道路は、川辺
川ダム建設により水没する五木村の生活
再建対策として平成１８年度からの学校校
舎建設に向け鋭意実施している頭地代替
地前面盛土の盛土材の運搬用道路であ
り、造成工事の遅れは、校舎建設に影響し
さらには学校開校が遅れることとなることか
ら緊急かつ迅速に復旧工事を実施する必
要がある。
　以上のことから、本工事を迅速かつ確実
に遂行するために、「災害時における応急
対策業務に関する基本協定」を締結してい
る上記業者と、会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、
随意契約を行い工事の円滑な遂行を図る
ものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

公募を実施（前後工事全体で
競争性を確保）

公募を実施

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12859 （株）技建日本
第２逆瀬川進入路・野々脇工
事用道路仮復旧工事

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成17年9月13日 7,969,500

　被災箇所の第２逆瀬川進入路は、付替村
道の施工を行うための進入路橋として設置
したものであるが、今回の被災箇所を放置
すれば次期出水により第２逆瀬川進入路
橋の落橋を招く危険性がある。また野々脇
工事用道路は、川辺川ダム建設により水
没する五木村の生活再建対策として平成１
８年からの学校校舎建設に向け鋭意実施
している頭地代替地前面盛土の盛土材の
運搬用道路であり、造成工事の遅れは、校
舎建設に影響しさらには学校開校が遅れ
ることとなることから緊急かつ迅速に復旧
工事を実施する必要がある。
　以上のことから、本工事を迅速かつ確実
に遂行するために、「災害時における応急
対策業務に関する基本協定」を締結してい
る上記業者と、会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、
随意契約を行い工事の円滑な遂行を図る
ものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

12860 （株）白砂組 清楽工事用道路仮復旧工事

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成17年9月16日 23,100,000

　被災箇所は、川辺川ダム建設に伴い水
没する五木村の生活再建対策として平成１
８年度からの学校校舎建設に向け鋭意実
施している頭地代替地前面盛土の盛土材
の運搬用工事用道路である。当該道路の
被災による代替地造成の遅れは、校舎建
設に影響し、さらには学校開校が遅れるこ
ととなることから緊急かつ迅速に復旧工事
を実施する必要がある。
　以上のことから、本工事を迅速かつ確実
に遂行するために、「災害時における応急
対策業務に関する基本協定」を締結してい
る上記業者と、会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、
随意契約を行い工事の円滑な遂行を図る
ものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

12861 （株）大乗建設
銅山進入路橋・九折瀬仮橋橋
台洗掘復旧工事

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成17年9月14日 18,375,000

　被災箇所の銅山進入路橋は、橋台部の
洗掘により一部落橋している状態であり、
現状のまま放置すれば河道閉塞等の二次
的災害も懸念される。また九折瀬仮橋は、
現在、国道４４５号の迂回路として一般交
通に供していることから、早急に交通の安
全を確保しなければならないため、緊急か
つ迅速に復旧工事を実施する必要がある。
　以上のことから、本工事を迅速かつ確実
に遂行するために、「災害時における応急
対策業務に関する基本協定」を締結してい
る上記業者と、会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、
随意契約を行い工事の円滑な遂行を図る
ものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの
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契約を締結した日
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（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12862 （株）大乗建設
竹の川地区護岸緊急災害復
旧工事

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成17年9月9日 20,737,500

　被災箇所は護岸崩壊により背後地の家
屋が倒壊の危機にあるため、緊急かつ迅
速に復旧工事を実施する必要がある。
　以上のことから、本工事を迅速かつ確実
に遂行するために、「災害時における応急
対策業務に関する基本協定」を締結してい
る上記業者と、会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、
随意契約を行い工事の円滑な遂行を図る
ものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

12863 岩奥産業（株）
にがこべ谷川応急対策進入路
工事

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成17年9月22日 16,474,500

　現場付近の斜面は急峻な地形であり、安
全かつ早期に施工するためには技術的に
も機動力的にも優れ、地理的特性も熟知し
ている業者と契約し迅速な施工を行わなけ
ればならない。
　上記業者は、現場にも近い地元業者であ
り現段階で現場対応機材を豊富に所有し
ている。また、当事務所での工事実績も豊
富で技術力・機動力も優れており、地理、
地形にも詳しく、現場の特性も熟知し、契約
後の迅速な現場対応もできる業者である。
　よって、緊急かつ安全に施工を行う必要
がある本工事について、会計法第２９条の
３第４項及び予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号に基づき、上記業者と随意契
約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

12864 岩奥産業（株） 山の津谷川河道整正工事

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成17年9月13日 4,567,500

　本工事は、山の津谷川の土石流で、新山
の津橋付近の河道が閉塞し、土砂は橋梁
下まで堆積しており、隣接する養魚場は埋
没してその管理所まで土石が流入している
状態である。上流は荒廃しており、現状の
まま放置すれば、橋梁流出等の二次的災
害も懸念されることから、緊急かつ迅速に
河道整正工事を実施する必要がある。
　以上のことから、本工事を迅速かつ確実
に遂行するために、「災害時における応急
対策業務に関する基本協定」を締結してい
る上記業者と、会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、
随意契約を行い工事の円滑な遂行を図る
ものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

12865 岩崎電気（株）
竜門ダム情報板表示設備改
良工事

是沢　毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成17年12月15日 17,430,000

既設河川情報板及び主制御装置の調達時
の仕様は、河川情報板設備の監視・制御
に必要な電気的条件及び構造的条件を規
定しているが、その装置の内部における信
号処理、電気系統及びソフトウェア等につ
いては、仕様では規定せず、製造者が独
自に設計することとなっている。既設河川
情報板及び主制御装置は、上記の会社が
設計・製作したもので、その装置内部が独
自設計となっているため、他のものが改造
することは、不可能である。このため、本工
事を上記の会社以外に発注することは不
可能であり、上記法令を適用し、同社と随
意契約を締結するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地があり

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

公募を実施
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12866 光陽無線（株） 防災情報処理装置改良工事

松尾剛三
九州地方整備局菊池川河
川事務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成17年12月12日 2,467,500

既設防災情報提供設備の調達時の仕様
は、他装置（河川情報処理設備、レーダ雨
量計設備、大型表示設備、行政系ＰＣ等）
との接続に必要な電気的条件及び構造的
条件を規定しているが、その装置の内部に
おける信号処理、電気系統及びソフトウェ
ア等については、仕様では規定せず、製造
者が独自に設計することとなっている。既
設防災情報提供設備は、上記の会社が設
計・製作したもので、その装置内部が独自
設計となっているため、他のものが改造す
ることは、不可能である。このため、本工事
を上記の会社以外に発注することは不可
能であり、上記法令を適用し、同社と随意
契約を締結するものである。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地があり

12867 （株）東芝 竜門ダムＣＣＴＶ設備改良工事

是沢　毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成17年12月16日 9,555,000

既設ＣＣＴＶ監視制御設備の調達時の仕様
は、監視カメラ設備の監視・制御に必要な
電気的条件及び構造的条件を規定してい
るが、その装置の内部における信号処理、
電気系統及びソフトウェア等については、
仕様では規定せず、製造者が独自に設計
することとなっている。既設CCTV監視制御
装置は、上記の会社が設計・製作したもの
で、その装置内部が独自設計となっている
ため、他のものが改造することは、不可能
である。このため、本工事を上記の会社以
外に発注することは不可能であり、上記法
令を適用し、同社と随意契約を締結するも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

12868 日本無線（株）
竜門ダム放流制御設備改良
工事

松尾剛三
九州地方整備局菊池川河
川事務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成18年1月20日 5,670,000

既設竜門ダム放流制御設備の調達時の仕
様は、他装置（河川情報処理装置、防災情
報提供設備等）との接続に必要な電気的
条件及び構造的条件を規定しているが、そ
の装置の内部における信号処理、電気系
統及びソフトウェア等については、仕様で
は規定せず、製造者が独自に設計すること
となっている。既設竜門ダム放流制御設備
は、上記の会社が設計・製作したもので、
その装置内部が独自設計となっているた
め、他のものが改造することは、不可能で
ある。このため、本工事を上記の会社以外
に発注することは不可能であり、上記法令
を適用し、同社と随意契約を締結するもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

12869 （株）後藤組
大分１０号　元町地区仮橋撤
去工事

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

平成17年12月26日 61,845,000
仮橋の設置及び保守点検を行っているの
が、後藤組であり、撤去工事と一体不可分
であるため。（会計法第２９条の３第４項）

その他

公募を実施

公募を実施

公募を実施

公募を実施（前後工事全体で
競争性を確保）
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12870 豊洋土建（株）
大分３８７号　上野地２号橋仮
桟橋賃料及び撤去工事

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

平成18年1月31日 5,250,000
仮桟橋の仮設材は、豊洋土建（株）が所有
するものを引き続き使用するため。（会計
法第２９条の３第４項）

その他

12871 （株）後藤工務店
藤原地区切土防護柵撤去工
事

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

平成17年4月1日 1,302,000

（株）後藤工務店がＨ１６年度藤原地区登
坂車線設置工事において切土防護柵の設
置を行ったが、現地調査の結果、切土法面
に転石等があり、Ｈ１７年度の工事までの
間、崩落等重大な事態が発生する恐れが
あるため、切土防護柵の一貫した管理が
必要とされるため、前工事施工者である
（株）後藤工務店が も 適と判断するも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

その他

12872 谷川建設工業（株）
茜川橋仮桟橋賃貸借及び撤
去工事

西川　勝義
九州地方整備局佐伯河川
国道事務所
大分県佐伯市長島町4-
14-14

平成17年4月1日 8,242,500

当該仮桟橋は、大分５７号茜川橋下部工
(Ｐ２)工事において谷川建設工業（株）が設
置したものであるが、引き続き施工する上
部工工事においても仮桟橋が必要となる
が、当該仮桟橋を利用することで工期短縮
が図られ、なおかつ経済的にも有利である
と判断し、当該仮桟橋を存置することとし
た。当該仮桟橋は谷川建設工業（株）が保
有者であり、工事の安全、円滑かつ適切な
施工を確保するため現場の状況に精通し
ている。（会計法第２９条の３第４項）

その他

公募を実施（前後工事全体で
競争性を確保）

公募を実施（前後工事全体で
競争性を確保）

公募を実施（前後工事全体で
競争性を確保）
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12873 （株）友岡建設
柴北川第２号橋仮橋賃貸借及
び撤去工事

西川　勝義
九州地方整備局佐伯河川
国道事務所
大分県佐伯市長島町4-
14-14

平成17年4月1日 13,240,500

当該仮橋は、大分５７号柴北川第２号橋下
部工(Ｐ１～Ａ２)工事において（株）友岡建
設が設置したものであるが、引き続き施工
する床版工工事及び犬飼IC部の改良工事
においても仮橋が必要となるが、当該仮橋
を利用することで工期短縮が図られ、なお
かつ経済的にも有利であると判断し、当該
仮橋を存置することとした。当該仮橋は
（株）友岡建設が保有者であり、工事の安
全、円滑かつ適切な施工を確保するため
現場の状況に精通している。（会計法第29
条の3第4項）

その他

12874 （株）盛田組
柴北川第１号橋仮橋賃貸借及
び撤去工事

西川　勝義
九州地方整備局佐伯河川
国道事務所
大分県佐伯市長島町4-
14-14

平成17年4月1日 22,575,000

当該仮橋は、大分５７号柴北川第１号橋下
部工(A1)工事において（株）盛田組が設置
したものであるが、下部工工事に引き続き
施工する上部工工事及び犬飼IC部の改良
工事においても仮橋が必要となるが、当該
仮橋を利用することで工期短縮が図られ、
なおかつ経済的にも有利であると判断し、
当該仮橋を存置することとした。当該仮橋
は（株）盛田組が保有者であり、工事の安
全、円滑かつ適切な施工を確保するため
現場の状況に精通している。（会計法29条
の3第4項）

その他

12875 九州建設工業（株） 高城地区外緊急復旧工事

藤原　要
九州地方整備局　宮崎河
川国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年9月9日 21,661,500

 洪水により被災した堤防の応急復旧工事
を行うものであり、で、国民の生命と財産等
を守 る上からも緊急に実施する必要があ
る。施工にあたっては、過去の施工実績、
迅速な技術者の動員、資材等の早期入
手、災害現場の地域特性の熟知等が必要
である。九州建設工業（株）は、宮崎河川
国道事務所長と「平成１７年度　災害時に
おける応急対策業務に関する基本協定」を
締結しており、被災箇所に近く、対応が迅
速にできると判断される（会計法２９条の３
第４項）

その他

公募を実施（前後工事全体で
競争性を確保）

公募を実施（前後工事全体で
競争性を確保）

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12876 （株）西條組 高城地区床固緊急復旧工事

藤原　要
九州地方整備局　宮崎河
川国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年9月9日 7,350,000

洪水により被災した床固保護工の応急復
旧工事を行うものであり、で、国民の生命と
財産等を守る上からも緊急に実施する必
要がある。施工にあたっては、過去の施工
実績、迅速な技術者の動員、資材等の早
期入手、災害現場の地域特性の熟知等が
必要である。（株）西條組は、宮崎河川国
道事務所長と「平成１７年度　災害時にお
ける応急対策業務に関する基本協定」を締
結しており、被災箇所に近く、対応が迅速
にできると判断される（会計法２９条の３第
４項）

その他

12877 （株）藤元建設 上畑地区緊急復旧工事

藤原　要
九州地方整備局　宮崎河
川国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年9月9日 30,082,500

  洪水により被災した床固保護工の応急復
旧工事を行うものであり、で、国民の生命と
財産 等を守る上からも緊急に実施する必
要がある。施工にあたっては、過去の施工
実績、迅速な技術者の動員、資材等の早
期入手、災害現場の地域特性の熟知等が
必要である。（株）藤元建設は、宮崎河川
国道事務所長と「平成１７年度　災害時に
おける応急対策業務に関する基本協定」を
締結しており、被災箇所に近く、対応が迅
速にできると判断される（会計法２９条の３
第４項）

その他

12878 九州建設工業（株）
宮崎２２０号　徳次郎地区仮橋
賃貸借及び撤去工事

藤原　要
九州地方整備局　宮崎河
川国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年4月1日 2,152,500

現在の仮橋を利用する事により、あらたな
仮橋設置のための工期が短縮できる事
で、工事用道路撤去工事の工期短縮が図
れる事、及び、存置しているものを活用す
る事での経済的な有利性もある。（会計法
２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

公募を実施（前後工事全体で
競争性を確保）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12879 （株）坂下組
宮崎２２０号　赤坂地区仮橋賃
貸借及び撤去工事

藤原　要
九州地方整備局　宮崎河
川国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年4月1日 2,635,500

現在の仮橋を利用する事により、あらたな
仮橋設置のための工期が短縮できる事
で、工事用道路撤去工事の工期短縮が図
れる事、及び、存置しているものを活用す
る事での経済的な有利性もある。（会計法
２９条の３第４項）

その他

12880 龍南建設（株）
宮崎２２０号　坊ノ尾地区仮橋
賃貸借及び撤去工事

藤原　要
九州地方整備局　宮崎河
川国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年4月1日 2,824,500

現在の仮橋を利用する事により、あらたな
仮橋設置のための工期が短縮できる事
で、工事用道路撤去工事の工期短縮が図
れる事、及び、存置しているものを活用す
る事での経済的な有利性もある。（会計法
２９条の３第４項）

その他

12881 （株）東芝
宮崎河川国道事務所外ＣＣＴ
Ｖ設備改造工事

藤原　要
九州地方整備局　宮崎河
川国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成18年1月16日 9,450,000

本工事で改造するＣＣＴＶ設備は、平成８年
度～平１１年度に株式会社東芝九州支社
が製作及び設置調整を行なったものであ
る。本工事の遂行にあたっては、入出力部
の一部製作を含めたソフトウェアの追加改
造が完成してＣＣＴＶ設備として機能を発揮
することから、画像データ通信の相互接続
性を熟知していることはもとより、既設設備
の機能・性能・構造を熟知していることが必
要不可欠である。また、今回施工者が異な
る場合は、かし担保責任の範囲が不明確
となる等密接不可分な関係にあり、一貫し
た施工が技術的に必要とされる（会計法２
９条の３第４項）

見直しの余地があり

12882 日本無線（株）
道路情報処理設備外改造工
事

藤原　要
九州地方整備局　宮崎河
川国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成18年3月2日 3,465,000

工事で改造する道路情報処理設備、情報
表示装置、雨量・水位監視装置、小容量光
伝送装置は、平成１０～１６年度にかけて
日本無線株式会社九州支店が製作及び設
置調整を行なったものである。本工事の遂
行にあたっては、ネットワークの調整を含
めたソフトウェアの追加改造及び一部基板
の追加改造が完成して設備として機能を発
揮することから、ネットワーク構成、データ
通信の相互接続性を熟知していることはも
とより、既設設備の機能・性能・構造を熟知
していることが必要不可欠である。
また、今回施工者が異なる場合は、かし担
保責任の範囲が不明確となる等密接不可
分な関係にあり、一貫した施工が技術的に
必要とされる。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地があり

公募を実施（前後工事全体で
競争性を確保）

公募を実施（前後工事全体で
競争性を確保）

公募を実施

公募を実施



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12883 富士通（株）
宮崎河川国道事務所電気設
備監視装置外改造工事

藤原　要
九州地方整備局　宮崎河
川国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成18年1月16日 7,245,000

本工事で改造する電気設備監視装置及び
映像共有化システムは、平成１２年度富士
通株式会社九州営業本部が製作及び設置
調整を行なったものである。
本工事の遂行にあたっては、ネットワーク
の調整を含めたソフトウェアの追加改造が
完成して監視装置として機能を発揮するこ
とから、ネットワーク構成、データ通信の相
互接続性を熟知していることはもとより、既
設設備の機能・性能・構造を熟知している
ことが必要不可欠である。また、今回施工
者が異なる場合は、かし担保責任の範囲
が不明確となる等密接不可分な関係にあ
り、一貫した施工が技術的に必要とされる
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地があり

12884 （株）坂下組 仁反尾橋応急復旧工事

藤原　要
九州地方整備局　宮崎河
川国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年9月13日 24,780,000

平成１７年９月の台風１４号の影響による
災害で、道路管理者として良好、且つ安全
な交通環境を確保するために早急に応急
復旧工事の実施が必要であり、本工事の
履行にあたっては過去の施工実績、迅速
な技術者の動員、資材等の早期入手、災
害発生箇所の地域特性の熟知等が必要で
ある。
株式会社坂下組は、宮崎河川国道事務所
長と「平成１７年度災害時における応急対
策業務に関する基本協定」を締結してお
り、災害時、事務所からの要請によって、
応急復旧工事を施工できる体制が整って
いる業者であり、今回被災箇所近辺に資材
置き場等を有しており、現場への資材搬入
等がスムーズに行われ、また被災箇所周
辺の地域特性にも熟知しており緊急的な復
旧作業が可能であると判断される。（会計
法２９条の３第４項）

その他

12885 上田工業（株） 岡富地区応急対策工事

大塚法晴
九州地方整備局延岡河川
国道事務所
宮崎県延岡市大貫町１丁
目２８８９

平成17年9月6日 3,045,000
台風の接近にともない越水の危険性のあ
る箇所に対する緊急応急対策のため（会計
法第２９条の３第４号）

その他

公募を実施

随意契約によらざるを得ない
もの

公募を実施（前後工事全体で
競争性を確保）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12886 日新興業（株） 古川地区外１件応急対策工事

大塚法晴
九州地方整備局延岡河川
国道事務所
宮崎県延岡市大貫町１丁
目２８８９

平成17年9月22日 24,150,000
台風の接近にともない越水の危険性のあ
る箇所に対する緊急応急対策のため（会計
法第２９条の３第４号）

その他

12887 （株）八紘 北小路地区応急対策工事

大塚法晴
九州地方整備局延岡河川
国道事務所
宮崎県延岡市大貫町１丁
目２８８９

平成17年9月22日 4,935,000
台風の接近にともない越水の危険性のあ
る箇所に対する緊急応急対策のため（会計
法第２９条の３第４号）

その他

12888 （株）山崎産業 三輪地区外１件応急対策工事

大塚法晴
九州地方整備局延岡河川
国道事務所
宮崎県延岡市大貫町１丁
目２８８９

平成17年9月22日 9,135,000
台風の接近にともない越水の危険性のあ
る箇所に対する緊急応急対策のため（会計
法第２９条の３第４号）

その他

12889 アンリツ（株）
川内局河川情報処理装置改
造工事

矢野　日出東
九州地方整備局川内川河
川事務所
鹿児島県薩摩川内市東大
小路町２０－２

平成18年1月20日 2,940,000

河川情報処理装置は、アンリツ㈱九州支店
がソフトウェア等細部設計及び製作並びに
据付調整までの全てを行っており、上記業
者以外では、本装置の内部構造等を理解
出来ない為、改造は不可能である。以上の
ことから、本工事を円滑かつ的確に遂行す
る為には、アンリツ㈱九州支店が唯一の契
約相手である。この為、本工事は会計法第
２９条の３第４項及び予算決算及び会計令
第１ ０２条の４第３号により、アンリツ㈱九
州支店と随意契約を締結するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

公募を実施（前後工事全体で
競争性を確保）

公募を実施（前後工事全体で
競争性を確保）

公募を実施（前後工事全体で
競争性を確保）

公募を実施



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12890 光陽無線（株）
川内局河川情報提供装置改
造工事

矢野　日出東
九州地方整備局川内川河
川事務所
鹿児島県薩摩川内市東大
小路町２０－２

平成18年1月20日 1,890,000

河川情報提供装置は、光陽無線㈱がソフト
ウェア的内部機能等細部設計及び製作並
びに据付調整までの全てを行っており、上
記業者以外では、本装置の内部構造等を
理解出来ない為、改造は不可能である。以
上のことから、本工事を円滑かつ的確に遂
行する為には、光陽無線㈱が唯一の契約
相手である。この為、本工事は会計法第２
９条の３第４項及び予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号により、光陽無線㈱と随
意契約を締結するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地があり

12891 （株）久木田組
西祓川地区緊急災害復旧工
事

長井義樹
九州地方整備局大隅河川
国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新
富１０１３－１

平成17年9月8日 7,612,500
「災害時における応急対策業務に関する基
本協定」を締結しているため。
（会計法第29条の３第４項）

その他

12892 （株）米倉建設
姶良川上名地区緊急災害復
旧工事

長井義樹
九州地方整備局大隅河川
国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新
富１０１３－１

平成17年9月7日 6,142,500

当該相手方は、近接工事を施工中であり、
緊急復旧を要し施工能力・技術力・資機材
建設機械の確保について、他社よりも優れ
ているため。
（会計法第29条の３第４項）

その他

12893 （株）日立製作所
一般国道２２０号ビーコン垂水
４復旧工事

長井義樹
九州地方整備局大隅河川
国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新
富１０１３－１

平成17年12月20日 5,565,000

台風１４号により倒壊したため緊急復旧の
必要があり、当該電波ビーコンは契約の相
手方が設計製作・据付を行っており、機器
及びシステム構成を熟知しており、システ
ムの安全性・安定性を確保するため。
（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地があり

公募を実施

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

公募を実施



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12894 （株）上津建設
垂水国道管内応急復旧（その
２）工事

長井義樹
九州地方整備局大隅河川
国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新
富１０１３－１

平成17年9月6日 27,090,000
「災害時における応急対策業務に関する基
本協定」を締結しているため。
（会計法第29条の３第４項）

その他

12895 （株）林組
垂水国道管内応急復旧（その
１）工事

長井義樹
九州地方整備局大隅河川
国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新
富１０１３－１

平成17年9月6日 11,130,000
「災害時における応急対策業務に関する基
本協定」を締結しているため。
（会計法第29条の３第４項）

その他

12896 （株）植村組
鹿児島３号　金山地区仮橋撤
去工事

松野　栄明
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島県鹿児島市浜町２
－５

平成17年10月24日 1,995,000
仮設物について賃貸借契約を結んでいた
ため（会計法第２９条の３第４項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

公募を実施（前後工事全体で
競争性を確保）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12897 （株）渡辺組
鹿児島３号　都地区３号仮橋
撤去工事

松野　栄明
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島県鹿児島市浜町２
－５

平成17年11月1日 2,100,000
仮設物について賃貸借契約を結んでいた
ため（会計法第２９条の３第４項） その他

12898 日本無線（株）
鹿児島３号大里トンネル無線
通信補助設備増設工事

遠藤　和重
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島県鹿児島市浜町２
－５

平成17年5月13日 3,517,500

今回増設する坑口無線接続端子部は既設
ｼｽﾃﾑの一部であり、通信するにあたって
は、ﾄﾝﾈﾙ内の既設漏洩同軸ｹｰﾌﾞﾙを共用
する。したがって、施工にあたっては、既設
設備を含めた単体・総合調整が必要であ
り、機器及び機能構成について、詳細な知
識、熟知が必要となる。既設設備は、上記
業者によって施工され、設計・製作・据付調
整の全てを行っており、上記業者でなけれ
ば、本工事を遂行することは不可能であ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

12899 （株）建設技術研究所
ダム上流域高水予測システム
改良業務

山本　祐二
九州地方整備局筑後川ダ
ム統合管理事務所
久留米市高野１丁目２－２

平成18年3月2日 8,505,000
当該業者が設計・設置したものであり、且
つ独自設計であるため、特命随契によるも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

その他

公募を実施（前後工事全体で
競争性を確保）

公募を実施

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12900 （株）東芝 大山外ＣＣＴＶ設備設置工事

山本　祐二
九州地方整備局筑後川ダ
ム統合管理事務所
久留米市高野１丁目２－２

平成17年10月6日 20,790,000
当該業者が設計・設置したものであり、且
つ独自設計であるため、特命随契によるも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

12901 （株）東芝 河川情報システム改造工事

山本　祐二
九州地方整備局筑後川ダ
ム統合管理事務所
久留米市高野１丁目２－２

平成17年12月27日 9,187,500
当該業者が設計・設置したものであり、且
つ独自設計であるため、特命随契によるも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

12902 （株）東芝
レーダ雨量計設備アラーム出
力項目追加工事

山本　祐二
九州地方整備局筑後川ダ
ム統合管理事務所
久留米市高野１丁目２－２

平成18年1月31日 7,717,500
当該業者が設計・設置したものであり、且
つ独自設計であるため、特命随契によるも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

公募を実施

公募を実施

公募を実施



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12903 日米電子（株）
高野局外集中監視装置改造
工事

山本　祐二
九州地方整備局筑後川ダ
ム統合管理事務所
久留米市高野１丁目２－２

平成18年2月23日 7,350,000
当該業者が設計・設置したものであり、且
つ独自設計であるため、特命随契によるも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

12904 （株）日立製作所
松原ダム外放流設備制御装
置改修工事

山本　祐二
九州地方整備局筑後川ダ
ム統合管理事務所
久留米市高野１丁目２－２

平成18年1月31日 6,300,000
当該業者が設計・設置したものであり、且
つ独自設計であるため、特命随契によるも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

12905 松下電器産業（株） ＣＣＴＶ制御装置改良工事

山本　祐二
九州地方整備局筑後川ダ
ム統合管理事務所
久留米市高野１丁目２－２

平成18年2月9日 14,542,500
当該業者が設計・設置したものであり、且
つ独自設計であるため、特命随契によるも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

公募を実施

公募を実施

公募を実施



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12906 富士通（株）
鶴田ダム放流設備制御装置
改良工事

山本　隆利
九州地方整備局鶴田ダム
管理所
鹿児島県薩摩郡さつま町
神子３９８８－２

平成17年12月14日 18,564,000

富士通㈱は当放流設備制御装置を設置し
た業者であり、本工事は装置のハードウェ
ア及び施工業者独自のソフトウェア、機器
を取り扱う必要があるので、本装置の製作
業者以外では施工不可能である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

12907 日本無線（株）
厳木ダム放流警報設備改造
工事

田島　英孝
九州地方整備局厳木ダム
管理所
佐賀県唐津市厳木町広瀬
４４６－４－７

平成18年1月12日 1,785,000

厳木ダム放流警報設備は河川区域内にい
る河川利用者及び河川区域内に立入ろう
としている人々に対して放流による流入を
伝達する設備である。本工事は、既設放流
警報設備を構成する機器の内部部品の追
加及びソフトウェアの改造を主とする工事
であるため、装置の詳細な構造及び使用
に精通しなければならない。本設備は、日
本無線（株）が設計・製作したものであり、
装置の内部における部品の改造並びに設
備の総合調整については製造者以外のも
のが実施することができない。よって本設
備の改造工事を行える唯一の業者である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び会計
令第１０２条の４第３号を適用し、同社と随
意契約を締結するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地があり

12908 （株）明電舎
厳木ダム受変電設備改造工
事

田島　英孝
九州地方整備局厳木ダム
管理所
佐賀県唐津市厳木町広瀬
４４６－４－７

平成17年12月13日 2,982,000

厳木ダム受変電設備は高圧の商用電力を
受電し、厳木ダムが必要とする電力を供給
する電気設備であり、装置の設置から１９
年が経過し設備内部の劣化した部分の改
造及び交換を行うもである。この装置は
（株）明電舎が独自に設計・製作したもので
あり、装置内部における部品の改造及び交
換並びに総合調整については製造者以外
のものが実施することはできない。よって本
機器に改造工事を行える唯一の業者であ
る。よって、会計法第２９条の３第４項及び
会計令第１０２条の４第３号を適用し、同社
と随意契約を締結するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

公募を実施

公募を実施

公募を実施



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12909 三菱重工業（株）
平成大堰４号主ゲート他操作
制御設備改造工事

中島　修
九州地方整備局山国川河
川事務所
中津市大字高瀬１８５１－
２

平成18年1月25日 18,217,500

４号主ゲート及び２号調節ゲートは、平成
元年度に三菱重工業（株）が製作・据付を
行ったものである。本設備は、同一箇所に
上下に構成され、通常時には、上段の２号
調節ゲートによりオーバーフローにて貯水
量の調節を実施し、洪水時には、下段の４
号主ゲートによりアンダーフローにて放流
を実施する等、２設備で１門としての機能を
有している。したがって、水門設備は、設計
及び製作において、設置する箇所の水理
特性等を鑑み、その設備毎に も適した構
造で設計及び製作されることを必要とす
る。よって、水門設備を構成している扉体・
戸当たり金物・開閉装置及び操作制御設
備を一体のシステムとして設計・施工する
ことが不可欠である。上記のことについて
は、今回の工事対象となる操作制御設備
に属する開度信号系の設計・施工について
も同様である。また、開度信号処理の二重
化は、技術基準の改訂に対応するもので
あり、扉体、開閉装置における保護装置及
び安全装置等の設計思想と整合させる必
要がある。今回の工事において開度信号
処理の二重化を行うに当たっては、本設備
に係るシステムの改造を行う必要があり、
本設備に係る詳細な内容を知りうる施工業
者に限り施工可能である。このため本件工
事は、会計法第２９条の３第４項及び会計
令第１０２条の４第３号に基づき、同社と随
意契約を締結するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他

12910 岡上建設（株）
山国川有野地区緊急災害復
旧工事

中島　修
九州地方整備局山国川河
川事務所
中津市大字高瀬１８５１－
２

平成17年9月8日 13,303,500

緊急の施工が必要であるため、「出水時に
おける応急対策業務に関する基本協定」を
締結している同業者と、会計法第２９条の３
第４項及び会計令第１０２条の４第３号に
基づき、随意契約を締結するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

12911 松下電器産業（株）
中津出張所ＣＣＴＶ制御装置
改造工事

塚本　好孝
九州地方整備局山国川河
川事務所
中津市大字高瀬１８５１－
２

平成17年7月4日 6,405,000

中津出張所ＣＣＴＶ制御装置は、当初の受
注者である松下電器産業（株）が、ＣＣＴＶ
設備機器仕様書（案）に準拠してその機能
仕様を確保しつつ、その装置内部における
信号処理、警報処理、ソフトウェア等につい
て、当社独自の設計により製作・製造した
ものである。今回の工事は、部分的な改造
が全体機能にも影響を与えるソフトウェア
改良等を主とする工事であるため、これを
他社が行うことは困難である。よって、会計
法第２９条の３第４項及び会計令第１０２条
の４第３号に基づき、同社と随意契約を締
結するものである。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地があり

随意契約によらざるを得ない
もの

公募を実施（前後工事全体で
競争性を確保）

公募を実施



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12912 西鉄グリーン（株） 園内災害応急復旧工事

五十嵐　康之
九州地方整備局国営海の
中道海浜公園事務所
福岡県福岡市東区西戸崎
１８－２５

平成17年4月14日 19,341,000

園内の安全確保による緊急の施工が必要
であるため、「災害時における応急対策業
務に関する基本協定」を締結している西鉄
グリーン（株）と、会計法第２９条の３第４項
及び予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号により、西鉄グリーン（株）と随意契約
を締結するものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他

12913 若築建設（株）
海洋生態科学館取水設備掘
削工事

五十嵐　康之
九州地方整備局国営海の
中道海浜公園事務所
福岡県福岡市東区西戸崎
１８－２５

平成17年4月13日 62,895,000

本工事の施工にあたって若築建設（株）
は、既存の取水施設を昭和６３年度及び平
成３年度に施工しており、取水設備の構造
や現地の地質を熟知しており早急の施工
着手が可能である。地震による緊急的な復
旧の必要性から、本工事を円滑且つ的確
に遂行するためには、若築建設（株）が唯
一の契約相手と判断するものである。この
ため本工事は、会計法第２９条の３第４項
及び予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号により、若築建設（株）と随意契約を締
結するものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他

12914 （株）衞藤中山設計
鹿児島障害校（１７）建築工事
監理業務

内田貞行
九州地方整備局鹿児島営
繕事務所
鹿児島市山下町１３－２１

平成17年7月1日 6,300,000

当初の業務は、指名競争入札方式で落
札した同社と（随意）契約している。
本業務は当初（から）の業務と一連の
ものであり、当初（から）業務を遂行
した際の知見が本業務を遂行する上で
も必要不可欠となるため、引き続き同
社と随意契約するものである。(会計法
第２９条の３第４項）

その他

12915 （株）藤和設計
鹿児島障害校（１７）設備工事
監理業務

内田貞行
九州地方整備局鹿児島営
繕事務所
鹿児島市山下町１３－２１

平成17年7月1日 2,593,500

当初の業務は、指名競争入札方式で落
札した同社と（随意）契約している。
本業務は当初（から）の業務と一連の
ものであり、当初（から）業務を遂行
した際の知見が本業務を遂行する上で
も必要不可欠となるため、引き続き同
社と随意契約するものである。(会計法
第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12916 （株）荏原製作所
下弓削川浄化施設機械設備
工事

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成18年1月10日 25,095,000

本工事は、既に施工済みの浄化施設本体
や各機器の構造、性能、制御方法、処理方
式等を熟知した上で施工しなければ浄化
設備の性能を十分に発揮することが出来
ない。（株）荏原製作所は当時の施工業者
であることから、製作したポンプ及びブロ
アーの性能・構造はもとより、埋設されてい
る配管や施設本体等の土木工事について
も熟知しており、本工事を迅速かつ確実に
遂行するためには、（株）荏原製作所が唯
一の契約相手である。このため本工事は
会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２
条の４第３号により、株式会社荏原製作所
九州支店と随意契約を締結するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

12917 豊国工業（株）
小森野閘門油圧配管据付工
事

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成17年4月14日 15,750,000

本工事は、油圧配管への異物混入や漏
れ・耐圧等を十分に考慮した施工が必要で
あり、豊国工業（株）は、施工する製品の材
質・強度・寸法の取り合い等を熟知してい
る。配管埋設部分の河川敷は開削された
状態であり、出水による崩壊等を防ぐに
は、迅速な配管施工行う必要がある。以上
のことから、本工事を迅速かつ確実に遂行
するためには、豊国工業（株）が唯一の契
約相手と判断できる。このため本工事は、
会計法第２９条の３第４項及び予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号により、豊国
工業（株）九州支店と随意契約を締結する
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

12918
特定非営利活動法人
地域交流センター

平成１７年度　みちの利便性と
コミュニティ向上に関する検討
業務

小口　浩
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４－
１０

平成17年11月15日 5,649,000

本業務にて調査検討する「まちの駅」は地域住民のボラン
ティア活動によって運営されているものである。「道の駅」
の機能を「まちの駅」が補充・補完して、地域づくり、まちづ
くりを官民協働で進めていく上で、地域づくりを推し進めて
いく行政側、「まちの駅」を運営していく地域住民やまちづ
くり関係者など各々の立場にとらわれず、中立的な立場か
ら官民両者の意見を調整し、本業務を遂行する必要があ
る。特定非営利活動法人 地域交流センターは「産・官・
学・民の各分野の人々が、まちづくり、地域づくり、くにづく
り、環境、情報、教育、福祉等のテーマで、情報や意見交
換を行うとともに、様々な分野の人の交流と連携の機会を
設け、もって、豊かな社会をつくることに寄与すること」を目
的として設立された法人であり、当法人の主な実績として
平成６年には「道の駅」を提起し社会実験を実施するな
ど、「道の駅」制度化のコーディネートに携わっている。一
方、平成１０年からは「まちの駅」構想を発案し、平成１１年
より福岡県内で「まちの駅」社会実験を行った団体である
とともに「まちの駅連絡協議会」の事務局を務めている。ま
た、本業務内検討にて地域づくり、まちづくりを進める上
で、地元の方々と密に接してコミュニケーションを図ってい
ることや、地元のまちづくりを推進している関係者とのネッ
トワークが必要で、当該法人は過年度より地元との調整を
図ってきているため、地元とのネットワークを有している。
また、平成１４年度から当事務所で取り組んできた「まちの
駅」の調査検討が今年度とりまとめの段階にきていること
を踏まえると、過年度より「まちの駅」の設置に携わってい
る当法人がこれまでの検討結果をとりまとめることができ
る唯一の団体である。また、フォーラム開催については地
域コミュニティ形成としての通学路の検討を過年度より実
施しており、警察や地元自治体などの団体や地元住民と、
道路管理者との連絡・調整を行ってきており、パネリストの
人選についてもスムーズな調整が可能であるため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企
画競争に移行）

その他（競争入札若しくは企
画競争に移行）

その他（競争入札若しくは企
画競争に移行）（公募を実
施）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12919
特定非営利活動法人
男女・子育て環境改
善研究所

平成１７年度　管内総合学習
支援検討業務

小口　浩
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４－
１０

平成17年8月9日 5,722,500

本業務については、これまで道路事業者が地域住民に対
して提供してきた道路工事情報の他に、なぜその道路整
備が必要であるのかを一般に広く認識して頂くために、小
学生の総合学習の時間で情報提供を行うこととしている。
幼少期から「みち」に対する興味・関心を抱かせ、子どもが
成長してもなお道路の必要性を認識し続けてもらうこと、ま
た、子どもに情報提供することで一般の家庭内会話に「み
ち」の話題を提供し、各世代に波及的に情報提供を行うこ
とを目的として総合学習の時間を活用した情報提供を行う
ことする。総合学習の時間において小学生に分かりやす
い情報提供を行うためには、情報提供側である道路事業
者、道についての質問・提言をする道路利用者としての小
学生、総合学習の授業を推し進めていく教育者など各々
の立場にとらわれず、中立的立場から授業を進めたり、助
言を行っていくことが必要である。特定非営利活動法人
男女・子育て環境改善研究所は「子育ての中の男女、子
供及び地域住民に対して、男女共同参画の視点で、子育
て支援及び子育て環境改善に関する事業を行い、社会全
体の利益の増進に寄与すること」を目的として設立された
特定非営利活動法人であり、これまでにも、本業務に関す
る活動として、地域のワークショップを例にした、子育てを
する母親の視点に立ったまちづくりの推進を図る活動を
行っている。また、平成14年度からは本業務にも携わって
おり、業務の主旨、内容はもとより、教育委員会や各小学
校に関する情報及び総合学習に関する教育カリキュラム
にも充分精通し、教育現場についての広い知識とネット
ワークを保有していることからも、本業務の履行にあたっ
ての知識・経験・技術力を十分有していると判断できるた
め。(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地があり

12920 佐世保重工業（株）
福岡３号黒崎高架橋鋼製橋脚
（Ｐ３５～Ｐ３８）架設工事

寺本　直孝
九州地方整備局北九州国
道事務所
北九州小倉南区春ヶ丘１
０－１０

平成17年4月1日 26,176,500

３号黒崎バイパス（高架構造）の桁下に位
置する黒崎バイパス事業と協同して北九州
市が進めている街路の平成１８年３月末の
供用目標達成及びその後のバイパス事業
の円滑な遂行のためには、平成１７年８月
上旬の街路工事の着手が必要である。つ
いては街路工事が本体工事を含めてた下
部工工事区域内で実施されることから本工
事及び下部工工事（基部のみ）の平成１７
年７月中の完成が必須であるため、本工事
について平成１７年４月上旬に速やかに着
手することが必要である。４月上旬の速や
かな工事着手が可能であるのは、別工事
（工期：平成１７年３月３１日まで）で本工事
で使用する橋脚を製作し自社工場内で保
管している上記業者のみであり、他業者で
は本工事契約後、工事内容の精査、運搬
車両及び架設機械の確保等の準備期間の
ため着手可能時期が４月下旬となり、街路
の供用目標達成及びバイパス事業全体の
円滑な執行が困難となる。これより、本工
事に速やかに着手し円滑な遂行が可能で
ある佐世保重工業株式会社福岡営業所と
随意契約することが 適であると判断し
た。加えて上記業者以外と契約を行った
際、本工事契約後の準備期間について、
上記業者の工場内で橋脚を保管するため
の管理費用が発生するため上記業者との
契約がより安価である。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企
画競争に移行）（公募を実
施）

その他（競争入札若しくは企
画競争に移行）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12921 （株）名村造船所
福岡３号黒崎高架橋鋼製橋脚
（Ｐ９～Ｐ１１）架設工事

寺本　直孝
九州地方整備局北九州国
道事務所
北九州小倉南区春ヶ丘１
０－１０

平成17年4月1日 30,030,000

３号黒崎バイパス（高架構造）の桁下に位
置する黒崎バイパス事業と協同して北九州
市が進めている街路の平成１８年３月末の
供用目標達成及びその後のバイパス事業
の円滑な遂行のためには、平成１７年８月
上旬の街路工事の着手が必要である。つ
いては街路工事が本体工事を含めてた下
部工工事区域内で実施されることから本工
事及び下部工工事（基部のみ）の平成１７
年７月中の完成が必須であるため、本工事
について平成１７年４月上旬に速やかに着
手することが必要である。４月上旬の速や
かな工事着手が可能であるのは、別工事
（工期：平成１７年３月３１日まで）で本工事
で使用する橋脚を製作し自社工場内で保
管している上記業者のみであり、他業者で
は本工事契約後、工事内容の精査、運搬
車両及び架設機械の確保等の準備期間の
ため着手可能時期が４月下旬となり、街路
の供用目標達成及びバイパス事業全体の
円滑な執行が困難となる。これより、本工
事に速やかに着手し円滑な遂行が可能で
ある株式会社名村造船所福岡営業所と随
意契約することが 適であると判断した。
加えて上記業者以外と契約を行った際、本
工事契約後の準備期間について、上記業
者の工場内で橋脚を保管するための管理
費用が発生するため上記業者との契約が
より安価である。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があり

12922
特定非営利活動法人
風土工学デザイン研
究所

佐賀導水・嘉瀬川ダム周辺地
域風土工学調査業務

森川　幹夫
九州地方整備局佐賀河川
総合開発工事事務所
佐賀市日の出１丁目７５１
番地

平成17年12月26日 10,500,000

本業務の遂行にあたっては、風土工学に
関する高度な知識と幅広い高度な技術力
を有し、それを応用、展開する高度な専門
知識と環境・景観でデザインに関する広範
囲な見識を有するとともに、関係業界に対
して中立的な立場で業務を遂行することが
必要である。特定非営利活動法人風土工
学デザイン研究所は、「風土工学デザイン・
地名文化及び土木・建築技術に関する幅
広い分野で、調査研究及び普及啓発活動
を行うとともに、不特定多数の市民や国、
地方公共団体、各種団体等を対象助言又
は支援・協力を行い、土木建築界の技術水
準の高揚、土木施設・建築物のデザイン及
び品質の向上、次世代の人材の育成を推
進し、もって国民の感性向上、美しいまちづ
くり、環境・風土保全、地名文化の保全、地
域文化の価値付加、国際協力等の公益の
増進に寄与すること」を目的として設立され
た法人で、全国の類似業務に対して、豊富
な経験を有するなど、風土工学全般にわた
り、高度な知識と幅広い高度な技術を有し
ている唯一の機関である。以上のことか
ら、本業務を円滑かつ的確に遂行するため
には、特定非営利活動法人風土工学デザ
イン研究所が唯一の契約相手方と判断す
る者である。このため、本業務は会計法第
２９条の３第４項及び予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号に基づき特定非営利
活動法人と随意契約を締結するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企
画競争に移行）

その他（競争入札若しくは企
画競争に移行）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12923
（財）ながさき地域政
策研究所

国道３４号馬町地下歩道空間
活用検討業務

齋藤　清志
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年5月25日 19,425,000

本業務の遂行においては、「（仮称）馬町地
下歩道魅力アップ協議会」の開催等地域住
民と話し合いを行いながら、協議会の運営
を行っていく必要があり、地域の情報に精
通するとともに、地域住民と行政両方の視
点から、中立的立場を維持出来る必要が
ある。財団法人ながさき地域政策研究所
は、中長期的な地域社会の課題の研究や
県民の主体的な社会参加に関する提言な
どを行うことを目的として、長崎県、市町
村、民間団体によって設立された法人であ
る。特に本業務に関連する住民参画に対
する調査として、国道３４号馬町地下歩道
空間活用に関する基礎検討をおこなった実
績があり、本業務はこの基礎検討をもとに
業務を進めて行くことから、履行にあたって
の知識・経験・技術力を十分有していると
判断できる。以上のことから、本業務を円
滑かつ的確に遂行するためには、財団法
人ながさき地域政策研究所が唯一の契約
相手と判断するものである。このため本業
務は、会計法第２９条の３第４項及び予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号によ
り、財団法人ながさき地域政策研究所と随
意契約を締結するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地があり

12924 砂防広報センター
現地物件利用事業広報検討
業務

秦　耕二
九州地方整備局雲仙復興
事務所
長崎県島原市南下川尻町
７－４

平成17年11月18日 15,960,000

　当該センターは、各界の学識経験者を顧
問にむかえ、砂防の専門知識及び広報の
ための豊富なデータ、著作権の保有、豊富
な実績に基づく卓越した企画力を有してい
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

12925
（株）ダイヤコンサル
タント

田浦地区給水設備詳細設計
修正業務

東出成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町１－７０８－
２

平成17年12月27日 3,727,500

代替給水施設については安定的な農業用
水の補給を行うため、利用者の利用状況
等の具体的かつ詳細な調査・調整を行った
上で給水計画を立案し、現地施工に適した
施設設計が必要である。  （株）ダイヤコン
サルタントは平成１６年度計画の立案並び
に設計を行った業者であり、内容を十分熟
知している事は無論、現地条件の変更に
伴う配管・電気施設の修正等においても、
自社の成果物である事から他社に無い予
備知識・対応方策を有する。以上のことか
ら、本件を円滑且つ的確に遂行するために
は、（株）ダイヤコンサルタントが唯一の契
約相手と判断するものである。このため本
件は、会計法第２９条の３第４項及び予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号によ
り、（株）ダイヤコンサルタントと随意契約を
締結するものである。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企
画競争に移行）

その他（競争入札若しくは企
画競争に移行）

その他（競争入札若しくは企
画競争に移行）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12926 応用地質（株）
菊池川小浜地区堤防復旧検
討業務

是沢　毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成18年3月14日 2,625,000

本業務の遂行においては、当該地区の現
地地形条件、土質、地質及び気象等を充
分に熟知した上で、すべり原因の究明を行
う必要があり、特に有明沿岸特有のガタ土
特性を熟知し、且つ砂とガタが多層となる
菊池川下流地区特有の地盤に精通してい
ることが必要である。
応用地質株式会社は、菊池川下流地区の
軟弱地盤における堤防施工方法の検討且
つ「平成15年度菊池川下流部耐震堤防設
計業務」において菊池川の堤防耐震対策
検討の実績を有し、当該地区の特殊地盤
条件及び耐震対策ともに精通している唯一
の業者である。
以上のことから、本業務を円滑且つ的確に
遂行するためには、応用地質株式会社が
唯一の契約相手と判断するものである。
このため本業務は、会計法第２９条の３第
４項及び予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号により、応用地質株式会社と随意
契約を締結するものである。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地があり

12927 （株）建設技術研究所
番匠川中流地区内水検討業
務

西川　勝義
九州地方整備局佐伯河川
国道事務所
大分県佐伯市長島町４丁
目１４番１４号

平成17年11月25日 3,150,000

本業務を遂行するには、中流地区の地形
条件、流出形態、土地利用状況等に精通
しているとともに、内水解析に関する詳しい
知識・能力を有する必要がある。（株）建設
技術研究所は、過年度に当地区の内水解
析の実績があり、地形条件、流出形態、土
地利用状況等も把握しており、また解析に
必要なモデル等も有している。同地区は近
年連続して甚大な被害を被っていることか
ら、早急に検証を行い現状及び流出形態
等の変化を把握するとともに、対応策等に
ついても検討することが必要であることか
ら、他業者では短期間で業務の目的を達
成することは不可能である。以上のことか
ら、本業務を早急かつ円滑に遂行するため
には、（株）建設技術研究所が唯一の契約
相手と判断するものである。よって、会計法
第２９条の３第４項及び予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号により、（株）建設技
術研究所と随意契約を行うものである。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

12928 （株）ケー・テック
天神川排水機場機械設備修
正設計

藤原　要
九州地方整備局　宮崎河
川国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成18年2月24日 955,500

本設計は、平成１５年度に株式会社ケー・
テックが、当排水機場の機械設備設計を受
注したものである。本修正設計の遂行に当
たっては、当排水機場機械設備の性能・構
造に熟知していることはもとより、既に設計
が終わっている土木構造物・建築構造物・
電気設備の性能構造にも熟知していること
が必要不可欠である。（会計法２９条の３第
４項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企
画競争に移行）

その他（競争入札若しくは企
画競争に移行）

その他（競争入札若しくは企
画競争に移行）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12929 新光産業（株）
江川排水機場吐出樋管機械
設備据付工事

藤原　要
九州地方整備局　宮崎河
川国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年12月14日 1,680,000

本設備は、平成１６年度に新光産業株式会
社が、当吐出樋管のゲート設備を製作し、
扉体・戸当たり・開閉機の据付までを行っ
たものである。本工事の遂行に当たって
は、今回の据付工事で一体の構造物として
完成して初めて機能を発揮することから、
当吐出樋管の性能・構造に熟知しているこ
とはもとより、既に製作が終わっている機
器の性能構造にも熟知していることが必要
不可欠である。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地があり

12930 砂防広報センター
桜島火山砂防調査研究成果
集検討業務

長井義樹
九州地方整備局大隅河川
国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新
富１０１３－１

平成18年2月16日 4,515,000
優れた資料収集及び素案作成ができる唯
一の機関
（会計法第29条の３第４項）

見直しの余地があり

12931
日鉄鉱コンサルタント
（株）

鹿児島東西道路　山岳トンネ
ル修正設計業務

松野　栄明
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島県鹿児島市浜町２
－５

平成17年6月21日 32,025,000

全国的にも類のない超大断面を有するトン
ネルであること、また住宅地直下を一部通
過することなどから、設計にあたっては、非
常に高度で精緻な設計技術が必要とされ
る業務であると判断したため（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企
画競争に移行）

その他（競争入札若しくは企
画競争に移行）

その他（競争入札若しくは企
画競争に移行）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
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契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12932
（株）エス・アイ・エス
商会

松原ダム測定設備データ処理
装置改造工事

山本　祐二
九州地方整備局筑後川ダ
ム統合管理事務所
久留米市高野１丁目２－２

平成17年11月28日 22,680,000
当該業者が設計・設置したものであり、且
つ独自設計であるため、特命随契によるも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

12933
（社）日本森林技術協
会

松原・下筌ダム樹林帯整備計
画修正業務

山本　祐二
九州地方整備局筑後川ダ
ム統合管理事務所
久留米市高野１丁目２－２

平成17年11月9日 8,295,000
森林に関して高度の専門的知識が必要な
ため、該当の相手は当該業者以外に無
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

12934
（社）九州建設技術管
理協会

新技術活用支援検討業務

吉原匠
九州地方整備局九州技術
事務所
久留米市高野１－３－１

平成17年12月20日 6,163,000

本業務は、新技術の現場での適用性など
活用支援に関する業務であることから、特
定の利害に左右されることなく、中立性・公
平性が確保されることはもとより、当該業務
の基礎知識として、土木工事標準歩掛、土
木施工管理に関する専門技術・知識と豊富
な経験及び新技術に関する専門的な知識
を有していることが必要不可欠である。社
団法人　九州建設技術管理協会は、建設
技術の推進及び普及並びに技術の向上を
図ることを目的に、建設事業の調査、計
画、施工等に関する技術管理業務などを
行う法人として設立されたものである。ま
た、これまで新技術に関する支援業務を行
うなかで、本業務に必要な新技術の適用
性など、評価に関する豊富な知識・経験・
技術力を有するとともに、さらに土木工事
標準歩掛・土木施工に関する専門知識や
豊富な経験を有する技術者を多く保有して
いる。以上のことから、本業務を円滑かつ
的確に遂行するためには、社団法人 九州
建設技術管理協会が唯一の契約相手と判
断するものである。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企
画競争に移行）

その他（競争入札若しくは企
画競争に移行）

その他（競争入札若しくは企
画競争に移行）（検討中）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
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（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12935
パシフィックコンサル
タンツ（株）

美しい景観形成方策検討業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年6月21日 5,827,500

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき平成１６年度に調査審議の結果、
パシフィックコンサルタンツ株式会社を特定
し、委託するにあたって 適業者と判断さ
れた。今回の業務は、これに継続して実施
するものである。
　このため、本業務は、会計法第２９条の３
第４項及び予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号により、パシフィックコンサルタン
ツ株式会社と随意契約を締結するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他

12936 （株）三菱地所設計
鹿児島県警察学校（１７）基本
構想作成等業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年7月11日 16,800,000

  当初の設計業務は、プロポーザル方
式で特定した同社と随意契約してい
る。本業務は、特定した者の知的財産
である技術提案を具体化するための一
連の設計行為の一部であるため、当初
の設計業務を遂行した同社と随意契約
するものである。(会計法第２９条の３
第４項）

その他

12937 （株）佐藤総合計画
宮崎法務総合庁舎実施設計
業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年7月12日 89,250,000

  当初の設計業務は、プロポーザル方
式で特定した同社と随意契約してい
る。本業務は、特定した者の知的財産
である技術提案を具体化するための一
連の設計行為の一部であるため、当初
の設計業務を遂行した同社と随意契約
するものである。(会計法第２９条の３
第４項）

その他

12938 （株）日本設計
福岡第１合同庁舎（１７）増築
棟設計その２業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月15日 7,770,000

  本件建築物の設計は、プロポーザル
方式で特定した同社と随意契約してい
る。
　本業務は、当該設計について、設計
者以外に知り得ない情報である設計意
図を工事請負者等に伝達するものであ
るため、同社と随意契約するものであ
る。(会計法第２９条の３第４項）

その他

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
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随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12939
（株）安井建築設計事
務所

鹿児島障害校（１７）設計その
２業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月21日 3,360,000

  本件建築物の設計は、プロポーザル
方式で特定した同社と随意契約してい
る。
　本業務は、当該設計について、設計
者以外に知り得ない情報である設計意
図を工事請負者等に伝達するものであ
るため、同社と随意契約するものであ
る。(会計法第２９条の３第４項）

その他

12940
熊本合同庁舎設計安
井・シーザーペリ設計
共同体

熊本合同庁舎実施設計業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年7月15日 127,470,000

  当初の設計業務は、プロポーザル方
式で特定した同社と随意契約してい
る。本業務は、特定した者の知的財産
である技術提案を具体化するための一
連の設計行為の一部であるため、当初
の設計業務を遂行した同社と随意契約
するものである。(会計法第２９条の３
第４項）

その他

（株）安
井建築設
計事務所
82,855,50
0
シー
ザー・ペ
リアンド
アソ
シェーツ
ジャパン
（株）
44,614,50
0

12941
八千代エンジニヤリ
ング（株）

刈草有効利用検討業務

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成17年7月21日 16,170,000

当該業務は、建設コンサルタント業務等請
負業者選定事務処理要領及びプロポーザ
ル方式による建設コンサルタント等の手続
きに基づき平成１６年度に調査審議の結
果、八千代エンジニヤリング株式会社が本
業務を委託するにあたり 適業者と判断さ
れた。今回の業務は、これに継続して実施
するものである。このため、当該業務は、
会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号により、八千代エンジニヤ
リング株式会社と随意契約を締結するもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他

12942 （株）建設技術研究所
遠賀川水系樋管維持管理計
画検討業務

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成18年2月9日 12,810,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理容量及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき平成１６年度に調査審議の結果、
（株）建設技術研究所九州支社が本業務を
委託するにあたって 適業者と判断され、
２ヶ年の業務内容に基づく単年度分の契約
を行い、田川出張所管内の樋門・樋管にお
けるアセットマネジメントシステムについて
とりまとめたところである。今回の業務は、
これに継続して実施するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

その他

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）
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又は名称、及び住所
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12943
中央コンサルタンツ
（株）

芳雄橋修正設計業務

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成18年3月10日 33,915,000

本業務は、意見交換会にて追加決定され
た橋梁の詳細デザインや付帯施設形状等
を設計（橋体化粧・上部付帯施設形状等）
に反映させ、設計図・構造計算等の詳細修
正設計を実施するものである。上記業者
は、建設コンサルタント業務等請負業者選
定事務処理要領及びプロポーザル方式に
よる建設コンサルタント等の手続きに基づ
き今年度に調査審議の結果芳雄橋付帯施
設詳細設計業務委託するにあたって 適
業者と判断した業者であり、当該業者を現
在も実施中であること、また、、意見交換会
の運営・当初芳雄橋詳細設計を行って実
績を有している。以上のことから、本業務を
円滑かつ的確に遂行するためには、中央コ
ンサルタント（株）福岡支店が唯一の契約
相手と判断する。（会計法第２９条の３第４
項）

その他

12944
（株）東京建設コンサ
ルタント

遠賀川水系河川整備計画検
討業務

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成17年5月27日 47,250,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき平成１６年度に調査審議の結果、
（株）東京建設コンサルタント九州支社が本
業務を委託するにあたり 適業者であると
判断され、２ヶ年の業務内容に基づく単年
度分の契約を行い流域の概要・課題、流域
の治水・利水・環境・維持等の方針設定や
目標設定、及び今後の川作りの進め方等
を検討し、遠賀川河川整備計画（試案）を
取りまとめたところである。今回の業務は、
これに継続して実施するものである。（会計
法第２９条の３条の３第４項）

その他

12945 応用地質（株）
平成１７年度　福岡外環状道
路樋井川・福大地区水文調査
業務

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４－
１０

平成17年4月1日 50,767,500

本業務の遂行にあたって、高度な知識及
び技術を要することから、受注業者におい
ては、１．建設コンサルタントの業務経歴、
２．技術者の経験及び能力、３．業務実施
方針及び手法などの観点から、Ｈ１２年度
にプロポーザル方式(平成１２年度～平成１
７年度)により行うこととした。これにより、建
設コンサルタント業務等請負業者選定事務
処理要領及びプロポーザル方式による建
設コンサルタント等の手続きに基づき平成
１２年度に調査審議の結果、応用地質株式
会社　九州支店が本業務を委託するにあ
たり 適業者であると判断された。今回の
業務は、これに継続して実施するものであ
るため。（会計法第２９条の３第４項）

その他

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12946 応用地質（株）
福岡４４２号　竹原峠道路水文
調査業務

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４－
１０

平成17年4月1日 4,357,500

本業務は、平成１１年度の契約仕様に特定
の技術提案を採用するプロポーザル方式
によって、技術提案を要請し、比較評価し
た結果、応用地質株式会社が経験及び業
務実施能力、業務取り組み姿勢などの観
点から妥当であると認められ特定し、上記
業者が唯一有している技術である陸水３次
元解析の技術を適用し、業務を行ったとこ
ろである。特に本業務は、陸水３次元解析
から得られた結果を基に、継続的に設置さ
れた計器を用い観測を行い、トンネル貫通
による影響を把握するものであるため、円
滑かつ適切に推進していくためには、解析
内容や現地の設置状況及び、周辺状況を
熟知している上記業者が本業務の履行に
あたっての唯一の契約相手と判断するもの
であるため。（会計法第２９条の３第４項）

その他

12947
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

平成１７年度　福岡外環状道
路・道路空間検討業務

小口　浩
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４－
１０

平成17年8月10日 13,650,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき平成１６年度に調査審議の結果、
（株）オリエンタルコンサルタンツが本業務
を委託するにあたり 適業者であると判断
された。今回業務は、これに継続して実施
するものである。（株）オリエンタルコンサル
タンツ九州支社は、Ｈ１６年度のプロポーザ
ルの提案においても、本業務の趣旨を十
分理解した提案を行い、委員会の運営を実
施した。また、委員会を引き続き行う上にお
いて、会議運営、経緯、調整等の継続性が
非常に重要であるとともに、本業務の内容
を熟知していることが不可欠である。これら
のことから、（株）オリエンタルコンサルタン
ツ九州支社は、本業務を遂行できる唯一の
委託相手であるため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他

12948
サンコーコンサルタン
ト（株）

平成１７年度　福岡外環状道
路井尻地区水文調査業務

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４－
１０

平成17年4月1日 23,803,500

本業務は、福岡外環状道路（第１工区）井
尻地区堀割区間の施工に伴い、地下水に
関する事業損失を防ぐため、水理地質状
況、水文状況、地下水利用実態などを基本
とし、施工による影響の有無を評価するた
めの基礎資料の収集と、施工中の監視基
準の確立を行うものである。本業務の遂行
にあたって、高度な知識及び技術を要する
ことから、受注業者においては、１．建設コ
ンサルタントの業務経歴、２．技術者の経
験及び能力、３．業務実施方針及び手法な
どの観点から、Ｈ１２年度にプロポーザル
方式（平成１２年度～平成１７年度）により
行うこととした。これにより、建設コンサルタ
ント業務等請負業者選定事務処理要領及
びプロポーザル方式による建設コンサルタ
ント等の手続きに基づき平成１２年度に調
査審議の結果、サンコーコンサルタント株
式会社九州支店が本業務を委託するにあ
たり 適業者であると判断された。今回の
業務は、これに継続して実施するものであ
るため。（会計法第２９条の３第４項）

その他

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12949
（株）千代田コンサル
タント

平成１７年度　福岡外環状道
路施工管理業務

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４－
１０

平成17年4月1日 53,550,000

本業務の遂行にあたっては、施工業者との
協議、品質管理、工程管理についての指
導・調整能力を有し、且つ福岡外環状道路
を取り巻く周辺状況、工事における経緯、
対外との協議内容の把握等の十分な知識
と高度な技術が必要不可欠である。当該
業者は、Ｈ１４年度業務として標準プロポー
ザル（技術者評価型）方式により「平成14
年度福岡外環状道路施工管理業務」を受
注しており、また、過年度業務として「平成
15年度福岡外環状道路施工管理業務」、
「平成13年度福岡外環状道路工程管理業
務」、「平成14年度福岡外環状道路工程管
理業務」「平成15年度福岡外環状道路工程
管理業務等」の実績もある。したがって、本
業務の履行にあたって必要な知識・経験・
技術力を十分有しているとともに、福岡外
環状道路の各工事内容等に精通しており、
的確で、円滑な業務の遂行するためには、
上記業者が唯一の契約相手と判断するも
のであるため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他

12950
（株）千代田コンサル
タント

平成１７年度　福岡外環状道
路工程管理業務

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４－
１０

平成17年4月1日 21,462,000

当該業者は、Ｈ１５年度の業務における標
準プロポーザル（技術者評価型）方式にお
ける技術提案を要請し、比較評価した結
果、㈱千代田コンサルタントが技術者の経
験及び業務実施能力、業務取り組み姿勢
などの観点から妥当であると認められた。
また、本業務の履行にあたって福岡外環状
道路事業を取り巻く周辺状況、工事におけ
る経緯、対外との協議内容の把握等の十
分な知識、経験、技術力を十分に有してい
ると判断できる。したがって、本業務を円滑
且つ的確に遂行するためには、上記業者
が唯一の契約相手と判断するものであるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

その他

12951 日本地研（株）
福岡２０８号　高田大和地区外
水文調査業務

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４－
１０

平成17年4月1日 41,685,000

本業務では、上記の目的・内容をふまえ工
事による地下水への影響を調査するもので
あり、平成１５年度からの３カ年プロポーザ
ル方式で技術提案を要請し、比較評価した
結果、日本地研株式会社が予定技術者の
経験及び業務実施能力、業務実施方針、
経済的な観点から妥当であると認められる
ため、業務を発注したところである。今本年
度も引き続き同種の調査を行うことから日
本地研株式会社と契約することで、円滑な
業務を遂行でき、かつ的確な業務成果を得
ることが期待できる。以上の理由から、日
本地研株式会社が今回の業務を委託する
にあたり 適であると判断したため。（会計
法第２９条の３第４項）

その他

12952 （株）長大
平成１７年度　田園道路景観
の再生に関する検討業務

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４－
１０

平成17年6月10日 15,540,000

本業務の遂行には高度な知識及び技術を
要することから、受注者においては2ヶ年に
わたる調査として平成16年度にプロポーザ
ル(技術提案書)の提出を求め、「建設コン
サルタント業務等請負業者選定事務処理
要領」及び「プロポーザル方式に基づく建
設コンサルタント等の特定手続きについて」
に基づき調査審議を行った結果、本業務を
遂行するうえで(株)長大が今回の業務内容
を委託するに 適業者であると判断した。
今回の業務は、２ヶ年プロポーザル方式に
よる２年目であるため。(会計法第２９条の
３第４項)

その他

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12953 応用地質（株） 竹原峠道路環境調査業務

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４－
１０

平成17年4月21日 12,600,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき平成１５年度に調査審議の結果、
応用地質株式会九州支社が本業務を委託
するにあたり 適業者であると判断され
た。今回の業務は、３ヶ年プロポーザル方
式による３年目であるため。(会計法第２９
条の３第４項)

その他

12954 応用地質（株）
六角川堤防漏水調査検討業
務

尾澤　卓思
九州地方整備局武雄河川
事務所
佐賀県武雄市武雄町大字
昭和７４５

平成17年7月25日 49,770,000

本業務はH１６年度にプロポーザル方式で
契約し、業務遂行をしていたが、委員会で
指示のあった調査手法等は当初工程では
予定していなかったこと、及び調査数量の
増加などのため、当初の工程計画に著しく
影響が生じた。これによりH１６年度内にマ
ニュアル案の策定に至らない状況となっ
た。よって、委員会で指示のあった調査方
針や手法を十分理解し、H１６年度六角川
堤防漏水調査検討業務との技術方針、内
容の一貫性及び継続性が不可欠であるこ
とと、堤体の補修補強対策マニュアル案の
策定及び委員会の運営を的確に行う技術
力等を保有していることが必要である。以
上のことから本業務は会計法第２９条の３
第４項及び予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号により、随意契約を締結するも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

その他

12955 （株）建設技術研究所
アザメの瀬自然再生事業総合
環境検討業務

尾澤　卓思
九州地方整備局武雄河川
事務所
佐賀県武雄市武雄町大字
昭和７４５

平成17年6月20日 8,820,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式に基づく建設コンサルタント等の特定
手続きに基づき平成１６年度に調査審議の
結果、「株式会社建設技術研究所」を特定
し、本業務を委託するにあたって も適切
な契約相手と判断された。今回の業務は、
これに継続して実施するものである。この
ため、本業務は「会計法第２９条の３第４
項」及び「予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号」に基づき随意契約を行い業務の
円滑な遂行を図るものである。（会計法第２
９条の３第４項）

その他

12956
（株）東京建設コンサ
ルタント

武雄管内総合危機管理検討
業務

尾澤　卓思
九州地方整備局武雄河川
事務所
佐賀県武雄市武雄町大字
昭和７４５

平成17年6月20日 15,645,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき平成１６年度に調査審議の結果、
（株）東京建設コンサルタント九州支店が本
業務を委託するにあたり 適業者であると
判断された。今回の業務は、これに継続し
て実施するものである。このため、本業務
は、会計法第２９条の３第４項及び予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号により、
随意契約を締結するものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12957
（株）東京建設コンサ
ルタント

六角川水系総合治水対策検
討業務

尾澤　卓思
九州地方整備局武雄河川
事務所
佐賀県武雄市武雄町大字
昭和７４５

平成17年9月30日 19,687,500

本業務の発注にあたっては高度な知識及
び技術を要することから、平成１６年度にプ
ロポーザル方式（２ヶ年）により受注業者の
選定を行った。その結果、本業務を遂行す
る上で東京建設コンサルタント（株）が も
適切な契約相手と判断したものである。本
業務は、２ヶ年プロポーザルの２年目にあ
たるもので、昨年度に引き続き業務を遂行
するものである。よって、上記業者と「会計
法第２９条の３第４項」及び「予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号」に基づき随意
契約を行い業務の円滑な遂行を図るものと
する。（会計法第２９条の３第４項）

その他

12958
日本建設コンサルタ
ント（株）

松浦川水系河川整備基本方
針検討業務

宮嵜　健太郎
九州地方整備局武雄河川
事務所
佐賀県武雄市武雄町大字
昭和７４５

平成17年10月7日 32,077,500

検討にあたっては、平成１５・１６年度のプ
ロポーザル提案を基に構築された流出解
析モデル、河道計画モデルやその検討過
程で整理された松浦川の降雨・流出特性、
氾濫特性、自然・社会環境等を熟知してい
る必要があり、平成１５・１６年度松浦川水
系河川整備基本方針検討業務と一体不可
分のものである。日本建設コンサルタント
（株）は、松浦川河川整備基本方針検討業
務において、プロポーザル方式により選定
された 適業者であり、十分な技術と知識
を有しているとともに、平成１５・１６年度松
浦川水系河川整備基本方針検討業務を包
括し、本業務を遂行することができる唯一
の業者と判断されることから、会計法第２９
条の３第４項及び予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により、随意契約を締結す
るものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他

12959
パシフィックコンサル
タンツ（株）

松浦川正常流量検討業務

尾澤　卓思
九州地方整備局武雄河川
事務所
佐賀県武雄市武雄町大字
昭和７４５

平成17年7月27日 10,500,000

平成１５年度のプロポーザル方式で提案さ
れた内容をもとに実施した松浦川正常流量
検討業務に継続して追加調査・検討を行
い、松浦川正常流量の計画策定を行うもの
であり、調査・検討にあたっては、松浦川の
地域特性や平成１５・１６年度松浦川正常
流量検討業務を十分に反映させる高度な
技術と知識が必要とされる。上記業者は、
松浦川正常流量検討業務において、プロ
ポーザル方式により選定された 適業者
であり、十分な技術と知識を有しているとと
もに、平成１５・１６年度松浦川正常流量検
討業務を包括し本業務を遂行することが出
来る。そのため、上記業者は、本業務を迅
速かつ適切に実施することが出来る唯一
の業者であると判断されるため「会計法第
２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４
第３号」に基づき随意契約を行い業務の円
滑な遂行を図るものである。（会計法第２９
条の３第４項）

その他

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12960
八千代エンジニヤリ
ング（株）

六角川事後評価検討業務

尾澤　卓思
九州地方整備局武雄河川
事務所
佐賀県武雄市武雄町大字
昭和７４５

平成17年7月6日 5,040,000

業務の発注にあたっては高度な知識及び
技術を要することから、平成１６年度にプロ
ポーザル方式（２ヶ年）により受注業者の選
定を行った。その結果、本業務を遂行する
上で も適切な契約相手と判断したもので
ある。本業務は、２ヶ年プロポーザルの２年
目にあたるもので、昨年度に引き続き業務
を遂行するものである。よって、上記業者と
「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号」に基づ
き随意契約を行い業務の円滑な遂行を図
るものとする。（会計法第２９条の３第４項）

その他

12961 西日本技術開発（株）
佐賀導水放流影響調査等検
討業務

森川　幹夫
九州地方整備局佐賀河川
総合開発工事事務所
佐賀市日の出１丁目７５１
番地

平成17年5月9日 25,515,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき平成１６年度の調査審議の結果、
西日本技術開発株式会社が本業務を委託
するにあたり 適業者と判断された。今回
の業務はこれに継続して実施するものであ
る。このため、本業務は、会計法第２９条の
３第４項及び予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号により西日本技術株式会社と
随意契約を締結するものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他

12962
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

佐賀都市圏交通円滑化総合
計画策定業務

岩屋　信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町５－１０

平成17年4月13日 67,725,000

本業務は、佐賀都市圏の交通渋滞の解
消・緩和、都市交通サービスの向上を図る
ことを目的として、佐賀都市圏交通円滑化
を検討するものであり、渋滞対策協議会開
催、社会実験実施に向けた準備、交通円
滑化総合対策実施都市圏指定申請のため
の資料作成等を行うことから、受注業者に
おいては、①技術職員の経験及び能力②
業務実施方針及び手法等の観点から技術
提案書の要請を行った。本業務は、３ｶ年
度ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式により、２年度目の業務
を行うものである。建設コンサルタント業務
等請負業者選定事務処理要領及びプロ
ポーザル方式に基づく建設コンサルタント
等の特定手続きに基づき、調査審議の結
果、本業務を遂行するうえで株式会社オリ
エンタルコンサルタンツが も適切な契約
相手と判断するものである。（会計法第２９
条の３第４項）

その他

12963 （株）ケー・シー・エス
多久佐賀道路整備検討（ＰＩ）
業務

岩屋　信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町５－１０

平成17年4月13日 18,532,500

本業務は、多久佐賀道路の整備計画を策
定するにあたり、ＰＩ（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ｲﾝﾎﾞﾙﾌﾞﾒﾝﾄ）
方式を用い、地元住民等との意見交換やﾋ
ﾔﾘﾝｸﾞ、ｱﾝｹｰﾄ調査を行い、環境影響評価
の留意点を検討するものであり、高度な知
識及び技術を要することから、受注業者に
おいては、①技術職員の経験及び能力②
業務実施方針及び手法等の観点から技術
提案書の要請を行った。本業務は、２ｶ年
度ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式により、２年度目の業務
を行うものである。建設コンサルタント業務
等請負業者選定事務処理要領及びプロ
ポーザル方式に基づく建設コンサルタント
等の特定手続きに基づき、調査審議の結
果、本業務を遂行するうえで株式会社
ケー・シー・エスが も適切な契約相手と判
断するものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12964 （株）ケー・シー・エス 佐賀県地域ＩＴＳ導入検討業務

岩屋　信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町５－１０

平成18年1月10日 14,332,500

本業務は、佐賀県地域ＩＴＳの本格導入を
行う為、委員会開催運営、マスタープラン
策定、アクションプログラム策定、ＩＴＳサー
ビス実施等を行うものである。このことか
ら、本業務は幅広い知識と高度の技術力
が必要であるため、２カ年継続のプロポー
ザル方式により、①技術職員の経験及び
能力②業務実施方針及び手法等の観点③
特定テーマに対する技術提案の３要件で
技術提案書の要請を行った。建設コンサル
タント業務等請負業者選定事務処理要領
及びプロポーザル方式に基づく建設コンサ
ルタント等の特定手続きに基づき平成１６
年度に調査審議の結果、、株式会社ケー・
シー・エス九州支社が本業務を委託するに
あたり 適業者であると判断された。今回
の業務は、これに継続して実施するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他

12965 新日本開発工業（株）
大川佐賀道路環境影響評価
現地調査及び準備書作成業
務

岩屋　信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町５－１０

平成17年4月13日 97,545,000

本業務は、大川佐賀道路環境影響評価の
手続きの中で、調査項目・手法の選定から
環境調査・予測・評価の実施、準備書の作
成を実施するものであり、高度な知識及び
技術を要することから、受注業者において
は、①技術職員の経験及び能力②業務実
施方針及び手法等の観点から技術提案書
の要請を行った。本業務は、３ｶ年度ﾌﾟﾛﾎﾟｰ
ｻﾞﾙ方式により、２年度目の業務を行うもの
である。建設コンサルタント業務等請負業
者選定事務処理要領及びプロポーザル方
式に基づく建設コンサルタント等の特定手
続きに基づき、調査審議の結果、本業務を
遂行するうえで新日本開発工業株式会社
が も適切な契約相手と判断するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12966
（株）綜合技術コンサ
ルタント

厳木ＢＰ（長部田ＩＣ～岩屋ＩＣ
間）環境調査業務

岩屋　信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町５－１０

平成17年4月11日 33,127,500

本業務は、一般国道２０３号　厳木ＢＰ（長
部田ＩＣ～岩屋ＩＣ間）において、「絶滅のお
それのある野生動植物の種の保存に関す
る法律」、及びレッドデータブック（環境省）
における絶滅危惧Ⅱ類に指定された貴重
種であるハヤブサの営巣地が平成１６年１
２月に見つかったのを受け、ハヤブサの調
査、及び環境保全措置の検討を行うもので
ある。ハヤブサの営巣地に対し、道路工
事、及び道路の存在に対する影響につい
て、調査、予測、回避又は低減の措置を講
じる事例は、全国でも珍しく、事例が極めて
少ない。このことから、本業務は幅広い知
識と高度の技術力が必要であるため、３カ
年継続のプロポーザル方式により、①技術
職員の経験及び能力②業務実施方針及び
手法等の観点③特定テーマに対する技術
提案の３要件で技術提案書の要請を行っ
た。建設コンサルタント業務等請負業者選
定事務処理要領及びプロポーザル方式に
基づく建設コンサルタント等の特定手続き
に基づき平成１６年度に調査審議の結果、
株式会社綜合技術コンサルタント九州支店
が本業務を委託するにあたり 適業者で
あると判断された。今回の業務は、これに
継続して実施するものである。このため、
本業務は、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
より、株式会社綜合技術コンサルタント九
州支店と随意契約を締結するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

12967
（株）綜合技術コンサ
ルタント

厳木ＢＰ環境事後評価外２件
調査業務

岩屋　信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町５－１０

平成17年4月11日 20,580,000

本業務は、厳木バイパス岩屋ＩＣ～浪瀬ＩＣ
間において、道路工事による環境への変
化について調査、及び評価を行うものであ
り、学識経験者をはじめ、河川管理者や地
域代表を交えた委員会を設立し、その中で
評価を行っていくものである。こうした業務
内容において、これを遂行していくために
は、高度な技術力や知識、豊富な経験を必
要とするため、プロポーザル方式により、①
技術職員の経験及び能力②業務実施方針
及び手法等の観点から技術提案書の要請
を行った。建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式に基づく建設コンサルタント等の特定
手続きに基づき平成１６年度に調査審議の
結果、株式会社　綜合技術コンサルタント
九州支店が本業務を委託するにあたり
適業者であると判断された。今回の業務
は、これに継続して実施するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12968
（株）ダイヤコンサル
タント

佐賀低平地における道路の調
査・設計・施工検討業務

岩屋　信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町５－１０

平成17年7月27日 19,845,000

本業務は、有明海沿岸地域（佐賀平野）に
分布する軟弱地盤について、地盤・地質の
既存資料及び昨年度の地質調査結果をも
とに、 適な軟弱地盤対策工法の検討を
行うもので、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき平成１６年度に調査審議の結果、
株式会社ダイヤコンサルタントが本業務を
委託するにあたり 適な業者と判断され
た。今回の業務は、これに継続して実施す
るものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他

12969 （株）長大
伊万里道路　環境調査外１件
業務

岩屋　信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町５－１０

平成17年4月11日 49,140,000

本業務は、一般国道４９７号　伊万里道
路、及び伊万里松浦道路において、環境
調査を行うものであり、本業務を遂行する
ためには、幅広い知識と経験を必要とす
る。このことから、本業務は３カ年継続のプ
ロポーザル方式により、①技術職員の経験
及び能力②業務実施方針及び手法等の観
点③特定テーマに対する技術提案の３要
件で技術提案書の要請を行った。建設コン
サルタント業務等請負業者選定事務処理
要領及びプロポーザル方式に基づく建設コ
ンサルタント等の特定手続きに基づき平成
１６年度に調査審議の結果、株式会社長大
福岡支社が本業務を委託するにあたり
適業者であると判断された。今回の業務
は、これに継続して実施するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

12970
（株）千代田コンサル
タント

伊万里道路　環境影響評価書
作成外１件業務

岩屋　信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町５－１０

平成17年4月11日 48,090,000

本業務は、伊万里道路において佐賀県環
境影響評価条例に基づき見解書の作成、
及び評価書の作成を行うものであるが、本
業務を遂行するためには、環境影響評価
法及び佐賀県環境影響評価条例等の関係
諸法例への知識や理解が必要である上、
動植物をはじめとした環境学術的知識と見
聞、他地域での実績や当該地域の特色等
の幅広い知識と経験が必要である。また、
佐賀大学教授をはじめとした、有識者との
調整や説明等が必要となるため、高度な知
識と調整能力、経験が必要となる。このこと
から、本業務は３カ年継続のプロポーザル
方式により、①技術職員の経験及び能力
②業務実施方針及び手法等の観点③特定
テーマに対する技術提案の３要件で技術
提案書の要請を行った。建設コンサルタン
ト業務等請負業者選定事務処理要領及び
プロポーザル方式に基づく建設コンサルタ
ント等の特定手続きに基づき平成１６年度
に調査審議の結果、株式会社千代田コン
サルタントが本業務を委託するにあたり
適業者であると判断された。今回の業務
は、これに継続して実施するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12971
（株）千代田コンサル
タント

多久佐賀道路環境影響評価
方法書作成業務

岩屋　信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町５－１０

平成17年5月12日 21,945,000

本業務は、多久佐賀道路環境影響評価の
手続きの中で、方法書の作成から技術検
討委員会で必要な資料の作成・委員会運
営及び方法書公告縦覧時に必要な資料作
成を実施するものであり、高度な知識及び
技術を要することから受注者においては、
①技術職員の経験及び能力②業務実施方
針及び手法等の観点から技術提案書の要
請を行った。本業務は、３ｶ年度ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ
方式による２ｶ年度目の業務を行うもので
ある。建設コンサルタント業務等請負業者
選定事務処理要領及びプロポーザル方式
に基づく建設コンサルタント等の特定手続
きに基づき、調査審議の結果、本業務を遂
行するうえで株式会社千代田コンサルタン
トが も適切な契約相手と判断するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他

12972
パシフィックコンサル
タンツ（株）

一般国道３４号等整備計画検
討業務

岩屋　信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町５－１０

平成17年4月13日 32,025,000

本業務は、一般国道３４号、２０３号の整備
計画検討及び一般国道３号基山拡幅、一
般国道３４号江北バイパスにおいてインパ
クト調査等をおこなうものであり、事業中箇
所及び調査箇所において整備効果、整備
優先順位を幅広い観点で調査、検討を行う
など、幅広い知識と経験が必要であること
から、ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式により、①技術職員
の経験及び能力、②業務実施方針及び手
法等の観点、③新たな指標策定に向けた
技術提案の要請を行った。建設コンサルタ
ント業務等請負業者選定事務処理要領及
びプロポーザル方式に基づく建設コンサル
タント等の特定手続きに基づき、平成１６年
度に調査審議の結果、本業務を遂行するう
えでパシフィックコンサルタンツ（株）が も
適切な契約相手と判断したことから、本年
度も引き続きパシフィックコンサルタンツ
（株）と随意契約を結ぶものである。（会計
法第２９条の３第４項）

その他

12973 応用地質（株）
本明川ダム周辺環境総合検
討業務

星隈　順一
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年10月4日 36,382,500
プロポーザル方式による特定(会計法第２９
条の３第４項） その他

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12974
（株）橋梁コンサルタ
ント

長崎４９７号佐々佐世保道路
施工計画検討業務

星隈　順一
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年4月18日 39,690,000
プロポーザル方式による特定(会計法第２９
条の３第４項） その他

12975
（株）千代田コンサル
タント

長崎４９７号佐世保道路施工
計画検討業務

齋藤　清志九州地方整備
局
長崎河川国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年4月18日 27,720,000
プロポーザル方式による特定(会計法第２９
条の３第４項） その他

12976
（財）林業土木コンサ
ルタンツ

島原中央道路　保安林解除調
査他業務

秦　耕二
九州地方整備局雲仙復興
事務所
長崎県島原市南下川尻町
７－４

平成17年8月10日 13,965,000

　本業務は、国有林野内の保安林解除に
伴う申請を行うための関連資料作成及び
用地測量・立木調査等を行うものであり、
本業務の遂行にあたっては、豊富な知識
及び経験等を必要とするため、平成１５年
度に「建設コンサルタント業務等請負業者
選定事務処理要領及びプロポーザル方式
による建設コンサルタント等の特定手続き」
に基づき、２ヶ年分の技術提案をもとめ
（財）林業土木コンサルタンツと契約を行っ
た。しかし、平成１６年度に関係機関との協
議工程が遅れたことにより用地測量・立木
調査、自然公園法許可申請書作成、所管
換協議書作成、国有林野貸付申請書作
成、保安林解除申請書作成が困難となっ
た。
　上記は、当初からの業務内容であり、本
業務を円滑且つ的確に遂行するために
は、本業務に精通しており、知識・経験・技
術力を十分有している上記業者が唯一の
契約相手と判断するものである。
　（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12977
（株）東京建設コンサ
ルタント

平成１７年度緑川水系治水・
利水検討業務

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成17年9月13日 38,010,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき平成１６年度に調査審議の結果、
(株)東京建設コンサルタント九州支店が本
業務を委託するにあたり 適業者であると
判断された。今夏の業務は、これに継続し
て実施するものである。以上のことから、本
業務を円滑に遂行するには(株)東京建設コ
ンサルタント九州支店が唯一の契約相手と
判断するものである。（会計法第２９条の３
第４項）

その他

12978
パシフィックコンサル
タンツ（株）

平成１７年度白川下流域水利
実態調査検討業務

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成17年6月21日 11,287,500

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき平成１６年度に調査審議の結果、
パシフィックコンサルタンツ(株)九州本社が
本業務を委託するにあたり 適業者である
と判断された。今夏の業務は、これに継続
して実施するものである。以上のことから、
本業務を円滑に遂行するにはパシフィック
コンサルタンツ(株)が唯一の契約相手と判
断するものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他

12979
（株）東京建設コンサ
ルタント

球磨川中下流域河川管理等
検討業務

東出成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町１－７０８－
２

平成17年4月8日 20,055,000

上記内容を遂行するために、幅広い知識
並びに構想力・応用力など高度な技術力を
要することから、受注業者について平成１５
年度に３ヶ年の調査検討として①予定技術
者の経験及び能力②業務の実施方針及び
手法③特定テーマに対する提案内容の的
確性等の観点から、技術提案書の提出を
求めたものである。建設コンサルタント業務
等請負業者選定事務処理要領及びプロ
ポーザル方式に基づく建設コンサルタント
等の特定手続きによる調査審議の結果、
株式会社東京建設コンサルタント九州支店
が本業務を遂行するうえでは 適業者で
あると判断し、平成１５年度より２ヶ年度に
渡る調査検討を完了しており、今回引き続
き業務実施するものである。（会計法第２９
条の３第４項）

その他

12980
（株）東京建設コンサ
ルタント

球磨川水系河川水理検討業
務

東出成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町１－７０８－
２

平成17年8月29日 61,215,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき平成１６年度に調査審議の結果、
株式会社東京建設コンサルタント九州支店
が本業務を委託するにあたり 適業者で
あると判断された。今回の業務は、これに
継続して実施するものである。このため、
本業務は、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
により、株式会社東京建設コンサルタント
九州支店と随意契約を締結するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12981
アイドールエンジニヤ
リング（株）

菊池川津江導水路湧水減量
対策検討業務

是沢　毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成17年8月4日 15,750,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき平成１６年度に調査審議の結果、
アイドールエンジニヤリング㈱九州営業所
が本業務を委託するにあたり 適業者で
あると判断された。今回の業務は、これに
継続して実施するものである。このため、
本業務は、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
により、アイドールエンジニヤリング㈱九州
営業所と随意契約を締結するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

12982
（株）九州開発エンジ
ニヤリング

竜門ダム下流部環境調査業
務

是沢　毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成17年5月25日 15,645,000

本業務は、平成１６年度に２ヶ年業務とし
て、初年度にあたる平成１６年に技術評価
型（即日型面接方式）ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式によ
り、「業務実施体制」「予定技術者の同種及
び類似業務実績の内容」についてﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞ
ﾙ（技術提案書）の提出を求め面接を実施
し、評価している。建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務等請
負業者選定事務処理要領及びﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ
方式に基づく建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等の特定手続
きに基づいて調査審議した結果、上記業者
が前回の業務において委託するにあたり

適業者であると判断されていることから、
上記業者と会計法29条の3第4項及び予決
令の102条の4第3号に基づき随意契約を
行い、業務の円滑な遂行を図るものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他

12983 （株）建設技術研究所
立野ダム関連地下水構造検
討業務

城戸達則
九州地方整備局立野ダム
工事事務所
熊本市下南部１丁目４－７
３

平成17年8月29日 19,950,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の特定手
続きに基づき平成１５年度に調査審議の結
果、（株）建設技術研究所を特定し委託す
るにあたっての 適業者と判断した。今回
の業務はこれに継続して実施するものであ
る。このため、会計法２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
により同社と随意契約を締結するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他

12984 （株）建設環境研究所
乙津川自然再生モニタリング
調査業務

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

平成17年7月8日 7,497,000

１６年度にプロポーザル方式による建設コ
ンサルタント等の手続きに基づき、（株）建
設環境研究所に特定し、 適業者と判断さ
れ、今回これに継続して実施したため。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12985
九州建設コンサルタ
ント（株）

大分川水系河川整備基本方
針検討業務

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

平成17年5月19日 22,732,500

１６年度にプロポーザル方式による建設コ
ンサルタント等の手続きに基づき、九州建
設コンサルタント（株）に特定し、 適業者
と判断され、今回これに継続して実施した
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他

12986
九州建設コンサルタ
ント（株）

大分川正常流量検討業務

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

平成17年6月10日 8,610,000

１６年度にプロポーザル方式による建設コ
ンサルタント等の手続きに基づき、九州建
設コンサルタント（株）に特定し、 適業者
と判断され、今回これに継続して実施した
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他

12987 （株）建設環境研究所
大分川河川環境保全検討業
務

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

平成18年1月17日 3,412,500

１６年度にプロポーザル方式による建設コ
ンサルタント等の手続きに基づき、（株）建
設環境研究所に特定し、 適業者と判断さ
れ、今回これに継続して実施したため。（会
計法第２９条の３第４項）

その他

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12988
（株）ダイヤコンサル
タント

天ヶ瀬地区法面斜面計測業務

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

平成17年4月1日 11,235,000

このモニタリングは、土木研究所と（株）ダ
イヤコンサルタントが一体的にワーキング
グループにより研究中であるため。（会計
法第２９条の３第４項）

その他

12989 （株）建設技術研究所
大分川ダム本体実施設計業
務

田中義高
九州地方整備局大分川ダ
ム工事事務所
大分県大分市１丁目３番３
０号

平成17年6月22日 82,005,000

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポザール方式による
建設コンサルタント等の特定手続きに基づ
き平成１６年度に調査審議の結果、 適業
者と判断された。今回の業務は、これに継
続して実施するものである。（会計法第２９
条の３第４項）

その他

12990
八千代エンジニヤリ
ング（株）

大分川ダム施工計画及び施
工設備実施設計業務

田中義高
九州地方整備局大分川ダ
ム工事事務所
大分県大分市１丁目３番３
０号

平成17年6月22日 49,245,000

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポザール方式による
建設コンサルタント等の特定手続きに基づ
き平成１６年度に調査審議の結果、 適業
者と判断された。今回の業務は、これに継
続して実施するものである。（会計法第２９
条の３第４項）

その他

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12991 （株）建設技術研究所
高崎川水系砂防環境検討業
務

藤原　要
九州地方整備局　宮崎河
川国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年4月11日 40,110,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき平成１６年度に調査審議された結
果、株式会社建設技術研究所が本業務を
委託するにあたり 適業者であると判断さ
れた。今回の業務は、これに継続して実施
するものである。（会計法２９条の３第４項）

その他

12992
（株）東京建設コンサ
ルタント

大淀川・小丸川洪水予測シス
テム改良検討業務

藤原　要
九州地方整備局　宮崎河
川国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成18年1月23日 29,925,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続に
基づき調査審議の結果、㈱東京建設コン
サルタントを特定し、委託するにあたって
適業者と判断した。（会計法２９条の３第４
項）

その他

12993 （株）ニュージェック
東南海・南海地震津波影響調
査検討業務

大塚法晴
九州地方整備局延岡河川
国道事務所
宮崎県延岡市大貫町１丁
目２８８９

平成17年4月15日 6,615,000

本業務の遂行にあたっては、地震による影
響の評価や津波遡上・氾濫のシミュレー
ションに対する多種多様で高度な経験及び
知識、技術を要する必要があることから、
受注者においては、１．建設コンサルタント
等の業務経歴（①予定技術者の保有資格
及び手持ち業務数②過去の類似業務の実
績）２．技術職員の経験及び能力３．業務
実施方針及び手法（①業務内容の理解度
②業務実施方針の妥当性等）、４．特定
テーマに対する提言などの観点からプロ
ポーザル（技術提案書）の提出を求めたも
のである。本業務は、建設コンサルタント業
務等請負業者選定事務処理要領及びプロ
ポーザル方式による建設コンサルタント等
の手続きに基づき平成１６年度に調査審議
の結果、株式会社ニュージェックが本業務
を委託するにあたり 適業者であると判断
された。今回の業務は、これに継続して実
施するものである。このため、本業務は、
会計法第２９条の３第４項及び予算決算及
び会計令第１０２条の４第三号により、株式
会社ニュージェックと随意契約を締結する
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12994 応用地質（株）
平成１７年度北方延岡道路水
文調査業務

大塚法晴
九州地方整備局延岡河川
国道事務所
宮崎県延岡市大貫町１丁
目２８８９

平成17年4月15日 9,555,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき平成１６年度に調査審議の結果、
応用地質株式会社が本業務を委託するに
あたり 適業者であると判断された。今回
の業務は、これに継続して実施するもので
ある。このため、本業務は、会計法第２９条
の３第４項及び予算決算及び会計令第１０
２条の４第三号により、応用地質株式会社
と随意契約を締結するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

その他

12995
（株）福山コンサルタ
ント

平成１７年度延岡管内道路事
業評価検討業務

大塚法晴
九州地方整備局延岡河川
国道事務所
宮崎県延岡市大貫町１丁
目２８８９

平成17年6月22日 20,370,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき平成１６年度に調査審議の結果、
株式会社福山コンサルタントが本業務を委
託するにあたり 適業者であると判断され
た。今回の業務は、これに継続して実施す
るものである。このため、本業務は、会計
法第２９条の３第４項及び予算決算及び会
計令第　１０２条の４第三号により、株式会
社福山コンサルタントと随意契約を締結す
るものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他

12996 中央開発（株）
緑川ダム水源地域ビジョン推
進検討業務

前田　力
九州地方整備局緑川ダム
管理所
熊本県下益城郡美里町畝
野３４５６

平成17年12月7日 5,701,500
平成１６年度にプロポーザル方式による調
査審議の結果、唯一の契約相手と判断さ
れるため（会計法２９条の３第４項）

その他
その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（プロポーザル方式に
よる継続）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12997 （株）建設技術研究所
河川浄化施設維持管理検討
業務

吉原匠
九州地方整備局九州技術
事務所
久留米市高野１－３－１

平成17年6月1日 8,925,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき平成１５、１６年度に調査審議の
結果、株式会社建設技術研究所九州支社
が本業務を委託するにあたり 適業者で
あると判断された。今回の業務は、これに
継続して実施するものである。本業務の遂
行にあたっては、水質浄化及び浄化施設
設計に対する高度な知識、経験を有するこ
とが必要であり、上記業者は豊富な実績と
高度な技術を有する者である。本検討は全
国調査の検討課題となっており、平成１５
年度、平成１６年度にわたり検討を行って
きたが、議論を進めるなかで当初の目的を
果たすためにはさらに既検討の追加調査
及び関連項目の追加等が必要とされ、業
務の関連性から平成１７年度も引き続き実
施することが必要となった。前述のとおり、
本業務は既検討業務と密接に関連してお
り、平成１５年度、平成１６年度の成果の実
績があり、本業務　　を円滑且つ的確に遂
行するためには契約相手は株式会社建設
技術研究所九州支社が唯一の契約相手と
判断するものである。このため本業務は、
会計法第２９条の３第４項及び予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号により株式会
社建設技術研究所九州支社と随意契約を
締結するものである。（会計法第２９条の３
第４項）

その他

12998 （株）エスエスイー
平成１７年度ＰＣＭＳ運用
管理業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月1日 5,132,505

本業務を発注するにあたっては、システム
の安定運用確保と担当職員に対する確実
なサポートの実施の必要性から、下記の要
件を満たす事業者を契約の相手方とする
必要がある。①ＰＣＭＳ及び連携する各シ
ステムの構造を熟知していること。②不具
合発生時の迅速な原因調査と迅速な復旧
作業を可能にするための本システムに関
する知識と技術力を有すること。 ③内外部
機関からの各種契約関係データの提供依
頼に対し、求められているデータの存在す
る場所を迅速且つ正確に探しだし、確実に
抽出できること。④担当職員からの操作問
い合わせに対し、内容を正確に把握し、迅
速且つ確実に対応できること。⑤会計・契
約関係法令に関する知識を有し、当整備
局内における運用等に精通していること。
当システムは（株）エスエスイーにより開発
され、同社がその後の改良及び職員への
運用支援を行っており、上記要件を満た
し、確実に本業務の目的を完遂できる唯一
の相手方と判断される。  よって、会計法第
２９条の３第４項及び会計令第１０２条の４
第３号を適用し、同社と随意契約を締結す
るものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

競争入札に移行したもの（一
般競争を実施）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

12999 （株）ぎょうせい
九州地方整備局例規システ
ム使用

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月1日 1,008,000

九州地方整備局例規システム（ＷＥＢ
版　九州地方整備局例規集及び現行法
規総覧）は、加除式の例規集（総務部
編、道路部編、河川部編、営繕部編、
用地部編、企画編）及び現行法規総覧
を電子化し、総合的な法規体系をス
ピーディに検索・閲覧できるシステム
である。本システムは、例規執務サ
ポートシステム「ＲＥＩＫＩ－ＢＡＳ
Ｅ」を基本として作成されており、Ｅ
ＸＰＲＥＳＳ　ＦＩＮＤＥＲ（検索エ
ンジン）によってＳＧＭＬ形式のマス
タデータを読み込むシステム構成と
なっている。本件はシステムの使用
料、メンテナンス料及び現行法令集の
四半期に１回の更新料を含むものであ
るが、「ＲＥＩＫＩ－ＢＡＳＥ」及び
マスターデータの著作権を所持してい
るのは（株）ぎょうせい以外にはな
く、よって会計法第２９条の３第４項
及び予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号により随意契約を結ぶもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13000 （株）ファビルス
福岡第二合同庁舎電気・機
械設備保守業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月1日 15,837,760

当庁舎は、築後２９年以上を経過し、各設
備機器等を幾度となく大規模改修、小修繕
等を実施してきたため、電気・空調関係の
系統、衛生設備、給排水管の配管等が複雑
化している。これら複雑化した設備を保守
管理していくためには、設備の専門的知識
は勿論、当庁舎の設備全体を熟知し、か
つ、設備操作に精通していることが要求さ
れる。また、ビル群集中管理システム導入
にあたっては、①夜間、閉庁日は、常駐保
守員による２４時間監視体制を行うより、
システム導入のほうが経済的効果（人件費
の削減）が図られる。②平日の勤務時間中
は、常駐保守員と集中管理センターと両面
からの監視体制が行える。③緊急時の対応
等で常駐保守員が庁舎中央監視室を離れざ
るを得ない場合も常時監視できる。以上等
の理由により、ビル群集中管理システムに
よる監視体制が 良であると判断し導入し
ているところである。（株）ファビルス
は、当庁舎の監視設備に対応した自社の機
器類を設置し、緊急時等にも迅速に対応で
きる監視体制を確立しており、かつ、当庁
舎の建築当初から本業務を行っており、当
庁舎の設備内容及び設備操作も熟知した唯
一の業者であり、業務の履行にあたっての
知識・経験・技術力並びに高い信頼性を有
している。以上のことから、本業務の目的
を安全かつ確実に遂行するためには、
（株）ファビルスが唯一の契約相手と判断
するものである。このため会計法第２９条
の３第４項及び予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号により（株）ファビルスと
随意契約を締結するものである。(会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企
画競争に移行）（公募実施に
ついて検討）

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13001
（株）衛星チャンネ
ル

記者会見情報提供業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月1日 4,810,680

本業務は、新聞紙面の関係で十分伝え
られなかった記者会見の全容を手を加
えずに記録したテキストをインター
ネット等の通信媒体を通じ、会見後１
時間半～３時間程度で入手するもので
ある。情報化社会の中で首相官邸や国
土交通省等の記者会見情報を即座に把
握することは、九州地方整備局の所管
事業を着実に遂行する上で必要不可欠
である。上記業者はその情報提供を
行っている唯一の会社である。(会計法
第２９条の３第４項)

その他

13002 ＮＥＣリース（株）
パーソナルコンピュータ
サーバ１式賃貸借

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月1日 19,744,200

本契約は、九州地方整備局管内の各種
業務において必要なシステムサーバを
借り上げるものである。本機器の借り
上げにあたっては、平成１５年度に賃
貸借契約した機器を本年度も引き続き
使用するものである。よって、他に競
合するものはなく、会計法第２９条の
３第４項及び予決令第１０２条の４第
３号の規定に基づき、ＮＥＣリース株
式会社九州支社と随意契約するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

13003
シンクアプローチ
（株）

平成１７年度ＣＲＭＳ運用
支援業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月1日 2,298,870

本業務は、債権管理システム（ＣＲＭ
Ｓ）の運用を円滑に行うために、利用
者からの問い合わせ対応、並びにシス
テム運用を支援することを目的として
おり、本業務の実施にあたっては、Ｃ
ＲＭＳのシステム内容に精通している
必要がある。上記業者は、近畿地方整
備局において開発した、ＡＤＡＭＳ連
携可能なＣＲＭＳ３．０の導入を実施
した業者であり、その際九州地方整備
局の運用環境に対応した動作環境の整
備及びサーバ構築を行い、現行データ
の整備・移行、運用可能な対応作業を
実施した業者であることから、本シス
テムの操作・内容等を熟知しており、
本業務を円滑に行える唯一の業者であ
る。よって、会計法２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３号の規
定により上記業者と随意契約を締結し
ようとするものである。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があり

随意契約によらざるを得ない
もの

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの
（平成２２年度より国庫債務負担
行為を計上）

競争入札に移行したもの（平
成１８年度より一般競争を実
施）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13004 リコーリース（株）
パーソナルコンピュータ１
式賃貸借（その６）

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月1日 1,060,290

本契約は、九州地方整備局管内の各種
業務において必要なプリンターを借り
上げるものである。本機器の借り上げ
にあたっては、平成１５年度に賃貸借
契約した機器を本年度も引き続き使用
するものである。よって、他に競合す
るものはなく、会計法第２９条の３第
４項及び予決令第１０２条の４第３号
の規定に基づき、リコーリース株式会
社と随意契約するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

13005 リコーリース（株）
プリンター１式賃貸借（そ
の１）

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月1日 19,063,296

本契約は、九州地方整備局管内の各種
業務において必要なパーソナルコン
ピュータを借り上げるものである。本
機器の借り上げにあたっては、平成１
５年度に賃貸借契約した機器を本年度
も引き続き使用するものである。よっ
て、他に競合するものはなく、会計法
第２９条の３第４項及び予決令第１０
２条の４第３号の規定に基づき、リ
コーリース株式会社と随意契約するも
のである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があり

13006 リコーリース（株）
パーソナルコンピュータ１
式賃貸借（その２）

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月1日 68,570,964

本契約は、九州地方整備局管内の各種
業務において必要なパーソナルコン
ピュータを借り上げるものである。本
機器の借り上げにあたっては、平成１
５年度に賃貸借契約した機器を本年度
も引き続き使用するものである。よっ
て、他に競合するものはなく、会計法
第２９条の３第４項及び予決令第１０
２条の４第３号の規定に基づき、リ
コーリース株式会社と随意契約するも
のである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの
（平成２２年度より国庫債務負担
行為を計上）

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの
（平成２２年度より国庫債務負担
行為を計上）

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの
（平成２２年度より国庫債務負担
行為を計上）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13007 ㈱時事通信社 時事行財政情報提供業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月1日 22,050,000

本業務は、中央省庁や地方自治体の動
向についてきめ細やかな情報提供を受
けるほか、内外の政治、経済、社会の
ニュースについても、的確かつ迅速に
提供を受けるものである。
　近年の社会情勢は日々目まぐるしく
展開し、公共事業を司る行政官庁とし
ては、リアルタイムに的確な情報を収
集し、事業執行のより一層の向上を図
る必要がある。
　上記業者は、専門のＪＡＭＰデスク
を用いて、中央省庁、自治体に配置し
た取材記者からの原稿を迅速に校正、
処理できる「時事通信社全国ネット
ワーク」からインターネットで九州地
方整備局のＬＡＮシステムに接続でき
る体制を確立していることから、本業
務を執行することによりそれらの有益
な情報を的確かつ迅速に入手できるよ
うになる。
　このような行政ニュースやデータを
受けるにあたって、サービスの信頼性
及び技術力の面においても申し分ない
組織体制を備えている業者は、「株式
会社時事通信社」をおいて外になく、
さらに本業務における「時事通信社全
国ネットワーク」は上記業者が独自に
開発し、そこで発信される情報は全て
上記業者が著作権を有することから、
「時事通信社全国ネットワーク」を利
活用することが必要不可欠となる
とともに、上記業者のみしか本ネット
ワークを構築し、かつ今後の運営を確
実に行うことができない。
　(会計法第２９条の３第４項)

その他

13008 朝日航洋（株）
平成１７年度航空機運航業
務（はるかぜ号）

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月1日 24,192,610

別途「航空機維持管理業務」を発注し
ており、その中で保守・整備及び有事
の際に迅速かつ確実に運航が行えるよ
うに操縦士と整備士を確保する体制を
取っている。この操縦士と整備士が、
整備局指示により運航する事になって
おり、運航業務と維持管理業務は密接
不可分であるため、維持管理業務受託
者との随契を行っている。（会計法第
２９条の３第４項）

その他 単価契約
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13009
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度契約関連シス
テム運用管理業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月1日 8,190,000

本業務を発注するにあたっては、シス
テムの安定運用確保と担当職員に対す
る確実なサポートの実施の必要性か
ら、下記の要件を満たす事業者を契約
の相手方とする必要がある。①契約関
連システム及び連携する各システムの
構造を熟知していること②不具合発生
時の迅速な原因調査と迅速な復旧作業
が可能な技術力を有すること③内外部
機関からの各種契約関係データの提供
依頼に迅速且つ確実に対応できること
④担当職員からの操作問い合わせに対
し、迅速且つ確実に対応できること⑤
会計・契約関係法令に関する知識を有
し、当整備局内における運用等に精通
していること　当該システムは東芝ソ
リューション（株）により開発され、
同社がその後の改良及び職員への運用
支援を行っており、上記要件を満た
し、確実に本業務の目的を完遂できる
唯一の相手方と判断される。よって会
計法第２９条の３第４項及び会計令第
１０２条の４第３号を適用し、同社と
随意契約を締結するものである。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

13010
東芝ファイナンス
（株）

オンライン申請システム
サーバ１式賃貸借

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月1日 13,982,220

本契約は、国土交通省所管の法令等に
係る申請・届出等手続をオンラインで
行う業務において必要なシステムサー
バを借り上げるものである。本機器の
借り上げにあたっては、平成１５年度
に賃貸借契約した機器を本年度も引き
続き使用するものである。よって、他
に競合するものはなく、会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の
４第３号の規定に基づき、東芝ファイ
ナンス株式会社と随意契約するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

13011
東芝ファイナンス
（株）

ＥＷＳサーバ１式賃貸借
（その２）

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月1日 36,388,275

本契約は、新土木工事積算業務におい
て必要なシステムサーバを借り上げる
ものである。本機器の借り上げにあ
たっては、平成１４年度に賃貸借契約
した機器を本年度も引き続き使用する
ものである。よって、他に競合するも
のはなく、会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３号の規
定に基づき、東芝ファイナンス株式会
社と随意契約するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

競争入札に移行したもの（一
般競争を実施）

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの
（平成２２年度より国庫債務負担
行為を計上）

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの
（平成２２年度より国庫債務負担
行為を計上）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13012
東芝ファイナンス
（株）

パーソナルコンピュータ１
式賃貸借（その３）

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月1日 42,283,080

本契約は、九州地方整備局管内の各種
業務において必要なパーソナルコン
ピュータを借り上げるものである。本
機器の借り上げにあたっては、前年度
に賃貸借契約した機器を本年度も引き
続き使用するものである。よって、他
に競合するものはなく、会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の
４第３号の規定に基づき、東芝ファイ
ナンス株式会社と随意契約するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

13013 日本電気（株）
平成１７年度　Ａ－ＣＡＭ
Ｓ運用支援業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月1日 1,648,500

ＣＡＭＳ（建設事業予算執行管理シス
テム）は、国土交通省における建設事
業の予算執行管理業務を会計的側面か
らとらえ、基礎データの有効利用を図
り、情報を必要部署に的確かつ迅速に
提供するため、一般会計業務、資金計
画の効率的作成、執行状況の早期把
握、事業別・箇所別予算管理及び決算
等の業務をコンピュータを利用した情
報システムにより総合的に処理し、ま
た、各部門との有機的な結合を図るこ
とによって全体システムとして効果的
な執行を行うものである。本業務は、
平成１２年１月より当地方整備局にお
いて運用を開始したＣＡＭＳに運用・
管理上必要な障害の迅速な対応（原因
の調査及び復旧作業）及びユーザーか
らの問い合わせ等にかかる支援を行う
ことで、業務の安定的な運用を図るも
のである。本業の遂行にあたっては、
システムの仕様・設計技術・知識をは
じめ会計関係法規及び当地方整備局の
電子計算機・ネットワークの機構・性
能に精通していることが必要とされ
る。上記業者は、システムの開発業者
でありかつ上述の業務を導入当初から
行っており、本業務の目的を確実に達
成できる唯一の適格者であると判断さ
れる。以上のことから、日本電気株式
会社九州支社を契約の相手方とするも
のである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があり

13014
日立キャピタル
（株）

パーソナルコンピュータ１
式賃貸借（その１）

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月1日 24,711,241

本契約は、九州地方整備局管内の各種
業務において必要なパーソナルコン
ピュータを借り上げるものである。本
機器の借り上げにあたっては、平成１
５年度に賃貸借契約した機器を本年度
も引き続き使用するものである。よっ
て、他に競合するものはなく、会計法
第２９条の３第４項及び予決令第１０
２条の４第３号の規定に基づき、日立
キャピタル株式会社九州法人営業支店
と随意契約するものである。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの
（平成２２年度より国庫債務負担
行為を計上）

競争入札に移行したもの（平
成１８年度より一般競争を実
施）

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの
（平成２２年度より国庫債務負担
行為を計上）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13015 富士通リース（株）
ＣＡＭＳ・ＣＲＭＳサーバ
１式賃貸借

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月1日 14,405,391

本契約は、ＣＡＭＳ・ＣＲＭＳ業務に
おいて必要なシステムサーバを借り上
げるものである。本機器の借り上げに
あたっては、平成１５年度に賃貸借契
約した機器を本年度も引き続き使用す
るものである。よって、他に競合する
ものはなく、会計法第２９条の３第４
項及び予決令第１０２条の４第３号の
規定に基づき、富士通リース株式会社
と随意契約するものである。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

13016
（社）九州建設技術
管理協会

平成１７年度　工事・業務
成績評定資料整理

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月28日 3,202,500

業務の遂行にあたっては、多様な工種
と難易度の異なる工事の成績や検査官
の所見等を委員会資料として取りまと
めることから、工事毎の施工形態、管
理基準及び成績評定要領について精通
するとともに、各請負業者の評定及び
各検査官の評定付与データと膨大な企
業の成績データを扱うことから、専門
的な統計解析能力はもとより、公平性
及び中立性を有していることが必要不
可欠である。（社）九州建設技術管理
協会は、「建設事業における施工時の
技術管理業務の実施、建設事業の推進
と普及」を目的として設立された公益
法人である。過去においても、施工管
理基準の策定、工事成績評定評価委員
会評価資料作成などに携わり、工事・
業務評定にも精通している。以上の事
から、本業務を円滑且つ的確に遂行す
るためには、（社）九州建設技術管理
協会が唯一の契約相手と判断するもの
である。このため本業務は、会計法第
２９条の３第４項及び予算決算及び会
計令第102条の４第３号により、（社）
九州建設技術管理協会と随意契約を締
結するものである。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があり

13017 中日本航空（株）
平成１７年度航空機運航業
務（まんなか号）

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月28日 1,244,331

保有地整が別途「航空機維持管理業
務」を発注しており、その中で保守・
整備及び有事の際に迅速かつ確実に運
航が行えるように操縦士と整備士を確
保する体制を取っている。この操縦士
と整備士が、整備局指示により運航す
る事になっており、運航業務と維持管
理業務は密接不可分であるため、維持
管理業務受託者との随契を行ってい
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他 単価契約

公募を実施（平成１８年度よ
り公募を実施）

随意契約によらざるを得ない
もの

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの
（平成２２年度より国庫債務負担
行為を計上）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13018
ＰｗＣアドバイザ
リー（株）

平成１７年度　鹿児島県警
察学校のＰＦＩ方式による
整備検討業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年5月17日 14,700,000

当初の業務は、プロポーザル方式で特
定した同社と随意契約している。本業
務は当初（から）の業務と一連のもの
であり、当初（から）業務を遂行した
際の知見が本業務を遂行する上でも必
要不可欠となるため、引き続き同社と
随意契約するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他

13019
国家公務員共済組合
連合会　浜の町病院

平成１７年度健康診断

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年5月23日 1,437,134

本業務の遂行にあたっては、人事院規則に則
り、職員の健康管理を実施するため勤務時間
内に受診することができる必要性があるた
め、①庁舎近隣で胸部Ｘ線・胃透視のできる
設備を備える病院であること、②受診者数お
よそ３００名を数日間に渡って受け入れるこ
とのできる③災害対応等、急な日程変更が可
能な病院であること④健康診断を行う職員を
随時受け入れる体制が整っていることが必要
不可欠である。職員の一般健康診断を実施す
るには病院の一般外来患者との調整及び健診
を行うための医務室等施設の確保を要し、ま
た、他の検査（血圧、採血、身長・体重測定
等）を行うには検査室の確保が必要となる。
人事院規則で定められている「一般定期健康
診断」及び「特別健康診断」の実施時期は、
通常第１四半期に（特別健康診断の対象者は
２回／年）に受診するが、「臨時健康診断」
は、超過勤務時間との実績により対象者が発
生するが、速やかに検査を実施することが望
まれる。また、定期健康診断も業務の都合等
により第１四半期に受診できなかった職員に
対しても業務の都合に合わせて受診すること
が求められる。浜の町病院は、国家公務員連
合会の病院であり、当整備局の業務の性質を
理解しており日程調整についても積極的に協
力する体制がある。また、国家公務員連合
会、浜の町病院合同庁舎診療所では、毎年、
一般定期健康診断を実施しており、以前の結
果との照らし会わせをした総合的な判断がで
きる。以上のことから、本業務を円滑かつ的
確に遂行するためには、国家公務員連合会
浜の町病院（合同庁舎診療所）が 適の契約
相手と判断するものである。このため、会計
法第２９条の３第４項により、浜の町病院と
随意契約を締結するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地があり 単価契約

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

その他（競争入札若しくは企
画競争に移行）（H19について
は、競争を視野に入れて検討
中）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13020 日本ユニシス（株）
平成１７年度総合的文書管
理システム保守業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年7月11日 3,041,000

本システムは、「総合的文書管理シス
テム導入業務」により上記業者と契約
締結し、導入を行ったものであり、現
在本省・全地整において導入されてい
る全国統一ベースのシステムである。
本システムの保守にあたっては、当該
システムに精通・熟知している業者で
ある必要がある。上記業者は、総合的
文書管理システムの開発から携わって
おり、当該システムに精通しているた
め、本業務を円滑かつ的確に遂行でき
る唯一の業者であると判断されること
から上記業者と随意契約するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

13021
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度ＴＣＮＯＳ改
良業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年7月15日 1,446,900

ＴＣＮＯＳは、ＣＣＭＳのサブシステ
ムとして九州地方整備局において東芝
ソリューション（株）により開発・改
良を行い運用してきたシステムであ
り、本業務を遂行するにあたっては、
下記の条件を有していることが必要と
される。①既存システム及び当整備局
の電子計算機の機構及び性能に精通し
ており、現在稼働中システムの運用面
に支障を生じさせないこと。②入札・
契約制度や技術審査基準等の関係法規
等に関する知識を有し、当整備局内に
おける運用等を熟知していること。③
連携している当整備局内の総務部系他
システム（ＧＹＯＫＥＮ、ＣＣＭＳ）
の性能等について十分な知識を有して
いること。④改良後において、完全な
動作（互換性・継続性）が保証され
る。東芝ソリューショ（株）は、当該
システムの開発及び改良等に携わって
きた業者であり、上記の条件を有し本
業務を効率的且つ確実に遂行できる唯
一の相手方と判断される。以上のこと
から、東芝ソリューション（株）九州
支社を契約の相手方とするものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他

公募を実施（平成１９年度は
公募を実施（予定））

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13022
（特）九州流域連携
会議

平成１７年度　九州川の
オープンカレッジ開催運営

宮田年耕
九州地方整備局
福岡県福岡市博多区博多
駅東２－１０－７

平成17年8月2日 1,761,900

ＮＰＯ法人九州流域連携会議は、九州
における各流域および流域間の連携を
深めるために情報交換や人的交流を促
進し、流域の環境向上・文化の発展に
寄与することを目的とし、九州の各流
域の川を中心とする水環境問題をテー
マとする活動諸団体のネットワーク機
関として設置されたＮＰＯ法人であ
り、これまでにも子供の健全育成を図
る活動支援としてリバースクール事
業、リバーツーリズム事業を中心にサ
ポートし、また、九州川のワーク
ショップを主催してきた。
このような活動を通して川に関する多
分野、多方面の専門家との交流・連携
を図ってきた実績が豊富で本業務の中
心となるプログラムの作成や講師の選
定等において精通した唯一の団体であ
る。
また、九州独自の川の新たな取り組み
として平成１４年度から実施している
「川の発見・再発見プロジェクト推進
モデル事業」の連携、支援を行ってい
る団体で九州地方整備局の行為を補助
する業務の経験も豊富である。
 このため本業務は、会計法第２９条の
３第４項及び予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により、ＮＰＯ法人
九州流域連携会議と随意契約を締結す
るものである。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があり

13023 （株）日経ＢＰ
パンフレット「水害の世
紀」購入

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡県福岡市博多区博多
駅東２－１０－７

平成17年8月19日 2,000,000

　当該資料は、職員の技術力向上に資
するだけでなく、防災の重要性を示す
には有効な資料であり、職員の技術力
向上に関わる研修や、管内住民に対す
る防災意識の高揚に用いるのに有効な
資料である。
　本パンフレットは（株）日経ビー
ピーがその企画、制作を行い、またそ
の販売を行っている唯一の業者であ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他

企画競争を実施

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13024 （株）西日本新聞社
九州「川」のワークショッ
プ２００５広告掲載

宮田年耕
九州地方整備局
福岡県福岡市博多区博多
駅東２－１０－７

平成17年9月22日 24,118,500

「九州『川』のワークショップ」は、
「いい川とは何か」「いい川づくりと
は何か」について、川で活動する団体
や個人が、民と官の仕切を越えてその
活動内容を発表及び意見交換するもの
で、九州レベルでこのような取り組み
を継続的に行っている例はなく、本
ワークショップの様子を広く広報する
ことは今後の河川管理を行う中で非常
に有効であると考えられる。
今回の広報は九州各地で行われる川で
の様々な活動について、その内容を多
くの人に見てもらうことで河川愛護意
識の向上を図ろうとするものであるた
め、広報の媒体としては、広域性や確
実性及び保存性等を考慮すると新聞が

も有効であり、その中でも地域に根
ざした広報という観点では各県で も
シェアの大きい地方紙に掲載すること
が も効果的である。
九州内の地方新聞社は、西日本、佐
賀、長崎、熊本日日、大分合同、宮崎
日日、南日本の７新聞社であるが、こ
のうち西日本新聞社は、全国の地方新
聞社で組織する「全国地方新聞社連合
会」の九州地区ブロックの代表を務め
ていることから、本件に関して西日本
新聞社が一括契約を行うことを他の６
新聞社から委託されている。
以上のことから、株式会社西日本新聞
社を唯一の契約の相手方とするもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

13025 池上通信機（株）
画像伝送システム用ＧＰＳ
修繕

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年9月30日 1,541,400

修繕対象設備（画像伝送システム）は
池上通信機（株）にて設計・製作・据
付調整までの全てを行っており、同社
の独自設計となっている制御部の改修
及び信号処理変更の仕様に十分精通
し、本改造を円滑に遂行しうる唯一の
業者であるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地があり

公募を実施

公募を実施



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13026 （株）ぎょうせい
九州地方整備局例規システ
ムデータ更新（上半期）業
務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年10月25日 3,186,225

　本システムは、例規執務サポートシ
ステム「REIKI-BASE」を基本として作
成されており、EXPRESS FINDER（検索
エンジン）によってSGML形式のマスタ
データを読み込むシステム構成となっ
ている。したがって、本システムで新
規に例規文書の作成又は既存のデータ
を更新するためには、初期のマスタ
データに新たなデータ（新規データ又
は更新データ）を差し込む作業が必要
となる。上記業者は、初期のマスタ
データを平成１３年にSGML形式化して
おり、例規システムのプログラム、
データの構成、処理形態を熟知してい
るとともに、システム「REIKI-BASE」
の著作権を有している唯一の業者であ
る。よって、会計法第２９条の３第４
項及び予算決算及び会計令第１０２条
の４第三号により、上記業者と随意契
約を締結し、本業務の円滑な履行を図
るものである。（会計法第２９条の３
第４項）

その他

13027 西日本空輸（株）
平成１７年度　ヘリコプ
ター使用業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年10月25日 5,766,048

本業務にあたっては、災害時において
緊急な即時対応が可能であることが求
められる。西日本空輸は複数の業務機
（貸し出すことが可能な機体）を福岡
空港に有している唯一のヘリコプター
の運航会社である。また、久留米大学
のドクターヘリの運航及び九州電力㈱
の送電線点検等も実施しており、緊急
時の即時対応体制が確立しており、即
時対応が可能である。以上のことか
ら、上記会社は本業務の目的を確実に
履行できる唯一の会社であり、会計法
第２９条の３第４項及び予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号により、
随意契約を締結するものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他 単価契約

13028
東芝ソリューション
（株）

用地補償管理システム環境
整備業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年11月4日 7,980,000

現行「用地補償システム」の開発・改
良及び次期「用地補償管理システム」
の開発を行っており、著作権人格権の
同一性保持権（著作権法第２０条第１
項）を有している。また、システムの
専門的な知識と豊富な経験及び情報収
集能力を有しており、円滑かつ確実に
処理を行うことができる唯一の相手方
と判断。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があり
１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13029 （株）エスエスイー
平成１７年度ＰＣＭＳ改良
業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年11月16日 19,372,500

本業務の遂行にあたっては、下記の条
件を有していることが必要とされる。
①既存システム及び当整備局の電子計
算機の機構及び性能等に精通してお
り、現在稼働中システムの運用面に支
障を生じさせないこと。②入札・契約
制度や物品管理等の関係法規に関する
知識を有し、当整備局内における運用
等を熟知していること。③連携してい
る当整備局内の総務部系他システムの
性能等について十分な知識を有してい
ること。④改良後において、完全な動
作が保証されること。（株）エスエス
イーはＰＣＭＳの新規開発事業者であ
り、上記の条件を満たし、限られた期
間内に迅速且つ確実に本業務を遂行す
ることが出来る唯一の事業者と判断さ
れる。以上のことから、（株）エスエ
スイーを契約の相手方とするものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13030 富士通（株）
九州地方整備局外ディジタ
ル端局装置増設製造

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年11月21日 11,844,000

増設対象設備（ディジタル端局装置）
は富士通（株）にて設計・製作・据付
調整までの全てを行っており、装置内
部の信号処理、警報処理、電源供給系
統等については同社の独自設計となっ
ていることから、本増設を円滑に遂行
しうる唯一の業者であるため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

13031
（株）日刊建設工業
新聞社

「防災情報」記事掲載

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年11月22日 3,780,000

本業務の遂行にあたっては、建設業界
全体の防災意識の高揚を目的とするこ
とから、広く業界全体に周知すること
が求められる。㈱日刊建設工業新聞社
は、業界屈指の発行部数（３３８，２
００部／日）の実績を有することか
ら、同紙に掲載することにより、その
効果の発現が 大限期待できる。よっ
て、本業務は、会計法第２９条の３第
４項及び予算決算及び会計令１０２条
の４第３号の規定により、㈱日刊建設
工業新聞社九州支社と随意契約を締結
するものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

公募を実施

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13032
（株）インターネッ
トイニシアティブ

九州地方整備局インター
ネット接続環境診断

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年12月6日 2,047,500

現在、九州地方整備局においては、
ホームページにより国民等への情報提
供を行っているところであるが、地
震・台風等による災害時にはアクセス
が集中し、十分な情報提供ができない
状況に陥る可能性がある。それを避け
るため、現行のインターネット環境
（ＷＷＷサーバ、ファイアウォール、
回線）の限界性能を把握しておく必要
がある。本業務は、九州地方整備局
ホームページを格納しているＷＷＷ
サーバに対し、仮想ユーザーからのア
クセスを段階的に増加させ、同サーバ
に過度の負荷をかけることにより、現
行のインターネット環境の性能をテス
トするものである。本業務の実施にあ
たっては、ファイアウォール等に過度
の負荷が発生することが見込まれるた
め、不測の事態が発生した場合に即座
に復旧作業の実施ができること、テス
ト中におけるファイアウォールのＣＰ
Ｕ稼働状況等のログを抽出できること
が必須条件である。九州地方整備局に
おいては、ファイアウォールサービス
を含めたインターネット接続サービス
を上記業者と契約しており、その業務
形態・内容を熟知熟知しているため、
上記業者は正確かつ効率的な作業及び
実施体制を整えることができ、また、
責任の明確化が確保できる唯一の業者
である。このため本業務は、会計法第
２９条の３第４項及び予算決算及び会
計令第１０２条の４第三号により、上
記業者と随意契約を締結するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
公募を実施（平成１８年度以
降は公募を実施予定）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13033
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度ＣＣＭＳ及び
ＴＣＮＯＳ改良業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年12月19日 31,080,000

本業務を発注するにあたっては、以下
の要件を満たす事業者を契約の相手方
とする必要がある。①当整備局で運用
している電子計算機の運用環境、構造
及び性能等に精通しており、現在稼働
中の他システムの運用に支障を生じさ
せないこと。②他の会計・契約関係シ
ステムと密接に連携しているため、そ
れらの構造及び性能等の知識を有して
いること。③業者選定、会計・契約業
務に影響することから運用を停止する
ことなく業務を完了させること。④業
者選定、契約関係法令及び業務に関す
る知識を有していること。両システム
は東芝ソリューション（株）により開
発されており、同社が両システムの構
造及びプログラムについて熟知してい
ることはもとより、同社は職員への運
用支援も行っているため、当整備局の
システム運用環境及び連携する有資格
業者検索システム（ＧＹＯＫＥＮ）を
はじめ、建設事業予算執行管理システ
ム（Ａ－ＣＡＭＳ）等会計・契約関係
システムの構造及びプログラムについ
ての知識も有している。また、新規開
発及びその後の法令、運用の改正に伴
う仕様改良に携わった実績から、業者
選定、契約関係法令等にも精通してい
る。以上のことから、同社は上記の要
件を満たし、他システム及び業務の運
用に支障を来すことなく効率的且つ確
実に本業務を遂行できる唯一の事業者
であると判断される。よって会計法第
２９条の３第４項及び予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号を適用し、
同社と随意契約を締結するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13034 富士通（株）
メンテナンスツール改修
（その２）

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年12月20日 2,919,000

改修対象設備（遠方監視制御装置）は
富士通（株）にて設計・製作・据付調
整までの全てを行っており、装置内部
の仕様については同社の独自設計と
なっていること及び九州地整管内の
ネットワーク系統にも十分精通してい
ることから、本改修を円滑に遂行しう
る唯一の業者であるため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地があり

随意契約によらざるを得ない
もの

公募を実施



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13035 （株）エスエスイー
平成１７年度補助金交付申
請データ管理システム改良
業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年12月21日 6,006,000
著作者人格権（同一性保持権）の制約
（著作権法第20条）（会計法第２９条
の３第４項）

その他

13036
シンクアプローチ
（株）

平成１７年度　ＣＲＭＳ運
用支援及び保守業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年12月21日 1,802,524

本業務は、債権管理システム（ＣＲＭ
Ｓ）の運用を円滑に行うために、電話
による問い合わせ対応、エラー修復な
どの保守、及び月２日程度の現地作業
による運用支援を目的としており、本
業務の実施にあたってはＣＲＭＳのシ
ステム内容に精通している必要があ
る。上記業者は近畿地方整備局におい
て開発段階からの一連の業務に携わ
り、九州地方整備局での導入の際は動
作環境の整備及びサーバ構築をおこな
い、導入後のシステム・メンテナンス
も引き続き行っている。そのため、稼
働上の特性、不具合対応から操作方法
などの各種問い合わせへの対応にいた
るまでの豊富な経験とﾃﾞｰﾀの蓄積があ
り、プログラムの修正経緯にも熟知し
ているため、システムの運用において
迅速な対応が可能である。また、上記
に精通している唯一の業者である。以
上のことから、シンクアプローチ
（株）を契約の相手方とするものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり
競争入札に移行したもの（平
成１８年度より一般競争を実
施）

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13037 （株）中央公論新社 九州地方の河川広告掲載

宮田年耕
九州地方整備局
福岡県福岡市博多区博多
駅東２－１０－７

平成18年1月5日 1,932,000

株式会社中央公論新社は、これまで谷
崎潤一郎や芥川龍之介などの著名な作
家を数多く輩出している文壇と教壇に
優れた出版社であり、日本で も歴史
のある総合誌として1887年に「中央公
論」を創刊し、多くの分野についてオ
ピニオン・ジャーナリズムを形成する
主導的役割を果たしてきている。ま
た、全国紙で発行部数の も多い読売
新聞との連携により広範かつ良好な広
報媒体を保有している。
　当該会社は、高い見識と圧倒的な信
頼を誇る筆者群により、常に「日本は
どうあるべきか」を追求し続けてきた
出版社であり、これまでに「日本の歴
史（全２６巻）」を発行するなど、歴
史的・文化的な実績も豊富である。ま
た、上記「中央公論」誌に日本全国の
河川について取材し記事を掲載すると
いうシリーズ掲載「探訪 日本の川」を
長く続けてきており、日本の河川に関
する総合的な情報も有している。さら
に、オピニオン・ジャーナリズムの先
導的役割を果たしてきた出版社とし
て、時代の俗論に流されることのない
客観性・中立性を有していることか
ら、読者の圧倒的な信頼を得ている。
　本業務を円滑に遂行できるのは当該
機関以外に無いものと判断されること
から、会計法第２９条の３第４項、予
決令第１０２条の４第３号により随意
契約を行うものである。（会計法第２
９条の３第４項）

その他

13038
（株）ヤマイチテク
ノ

平成１７年度電子成果物検
索・閲覧支援ソフトバー
ジョンアップ調達１式

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成18年1月10日 2,940,000

九州地方整備局が電子成果物の検索・
閲覧が容易に行えるように、業務支援
の一環として調達した支援ソフトを開
発し、納入した企業であり、現在導入
している支援ソフトの内容を熟知して
おり、今回調達を予定している支援ソ
フトのバージョンアップに対応できる
ソフトについては、株式会社ヤマイチ
テクノしか制作しておらず、ソフトの
販売も株式会社ヤマイチテクノしか
行っていない（会計法第２９条の３第
４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13039
（株）中国サンネッ
ト

平成１７年度非常勤管理シ
ステム改良業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成18年1月12日 1,470,000

本業務を発注するにあたっては、以下
の要件を満たす事業者を契約の相手方
とする必要がある。①現行の給与・厚
生システム（PILOT-NXT)に精通してお
り、現在稼働中の給与・厚生システム
の運用に支障を生じさせないこと。②
当整備局で運用している電子計算機の
運用環境、構造及び性能等に精通して
おり、現在稼働中の他システムの運用
に支障を生じさせないこと。③他の会
計・契約関係システムと密接に連携し
ているため、それらの構造及び性能等
の知識を有していること。給与システ
ム・厚生システムは（株）中国サン
ネットにより開発されており、同社が
両システムの構造及びプログラムにつ
いて熟知していることはもとより、当
整備局のシステム運用環境及び連携す
る建設業予算執行管理システム（Ａ－
ＣＡＭＳ）等会計・契約システム関係
システムの構造についての知識も有し
ている。以上のことから、同社は上記
の要件を満たし、他システム及び業務
の運用に支障を来すことなく効率的且
つ確実に本業務を遂行できる唯一の事
業者であると判断される。よって、会
計法第２９条の３第４項及び予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号を適
用し、同社と随意契約を締結するもの
である。（会計法第２９条の３第４
項）

その他

13040 富士通（株）
洪水予報文作成支援システ
ム保守改造

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡県福岡市博多区博多
駅東２－１０－７

平成18年1月12日 10,290,000

本プログラムに関する特殊な技術を必
要とすることから（システムを開発者
と契約）（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があり
その他（競争入札若しくは企
画競争に移行）

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13041 （社）地盤工学会 護岸構造物解析評価

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成18年1月17日 1,281,000

本業務の実施においては、当該護岸の
構造、施工の方法、状況等を把握し、
護岸（軽量モルタル）部分の構造上の
安定性評価を行い、発生原因の特定、
復旧工事などに関しての早急かつ的確
な助言・提案が必要である。そのため
には、当該工法（軽量モルタル工法）
はもちろんのこと、その他地盤特性等
の専門的な知識が必要である。さら
に、構造の評価に係わることから、公
平性、中立性を有していることが必要
不可欠である。社団法人地盤工学会九
州支部は、九州地区の産・官・学で組
織され、地質の解析等に優れた知識、
豊富な経験を持ち、卓越した見識を有
する研究者等により構成された、公益
法人である。また、当該工法などの新
技術を含む、補強土構造物・地盤改良
などについて精通し、それらの調査・
設計・施工そして防災・環境保全等を
総合的に把握している。以上の事か
ら、本業務を円滑且つ的確に遂行する
ためには、上記法人が唯一の契約
相手と判断するものである。このため
本業務は、会計法第２９条の３第４項
及び予算決算及び会計令第102条の４第
三号により、社団法人地盤工学会と随
意契約を締結するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

その他

13042 日本無線（株） 画像切替装置改修

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成18年1月31日 4,095,000

改修対象設備（画像切換装置）は日本
無線（株）にて設計・製作・据付調整
までの全てを行っており、装置内部の
仕様については同社の独自設計となっ
ていること及び九州地整管内のネット
ワーク系統にも十分精通していること
から、本改修を円滑に遂行しうる唯一
の業者であるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があり

13043 富士通（株） 遠方監視制御装置改修

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成18年1月31日 3,885,000

改修対象設備（遠方監視制御装置）は
富士通（株）にて設計・製作・据付調
整までの全てを行っており、装置内部
の仕様については同社の独自設計と
なっていること及び九州地整管内の
ネットワーク系統にも十分精通してい
ることから、本改修を円滑に遂行しう
る唯一の業者であるため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの

公募を実施

公募を実施



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13044 （株）エスシーシー
用地調査等業務委託設計書
作成システム改良業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成18年2月3日 7,560,000

現行「用地調査等業務委託設計書作成
システム」の開発・改良を行ってお
り、システムの構造及びプログラムに
ついて熟知していることはもとより、
知識と豊富な経験及び情報収集能力を
有していることから、円滑かつ確実な
処理を行うことのできる唯一の相手方
と判断。(会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地があり

13045
東芝ソリューション
（株）

平成１７年度国有財産管理
システムバージョンアップ

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成18年2月6日 3,675,000

当システムは、九州地方整備局におい
て東芝ソリューション（株）（旧　東
芝アドバンストシステム（株））によ
り開発・改良を行い運用を行ってきた
システムであり、現在は、他整備局に
おいても導入し運用を行っているもの
であり、本業務の遂行にあたっては、
下記の条件を有していることが必要で
ある。①既存システム及び当整備局の
電子計算機の機構及び性能等に精通し
ており、現在稼働中システムの運用面
に支障を生じさせないこと。（会計法
第２９条の３第４項）

その他

13046 日本電気（株）
平成１７年度防災情報シス
テム改良業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成18年2月21日 3,570,000

本業務を実施するにあたっては、以下
の要件を満たす事業者を契約の相手方
とする必要がある。
①現行の防災情報システムに精通して
おり、現在稼動しているシステムの運
用に支障を生じさせないこと。
②当整備局で運用している電子計算機
の運用環境、構造及び性能等に精通し
ており、現在稼動中の他システムの運
用に支障を生じさせないこと。
③他の防災関係システムや行政システ
ムと連携しているため、それらの構造
及び性能等の知識を有していること。
　防災業務システムは、日本電気㈱九
州支社により開発されており、同社が
システムの構造及びプログラムについ
て熟知していることはもとより、連携
している関係システムについても知識
を有している。以上のことから、本業
務を円滑且つ的確に遂行するために
は、日本電気㈱九州支社が唯一の契約
相手と判断するものである。このため
本業務は、会計法第２９条の３第４項
及び予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号により、日本電気㈱九州支社
と随意契約を締結するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企
画競争に移行）

随意契約によらざるを得ない
もの

公募を実施（平成１８年度は
公募を実施）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13047 （株）ぎょうせい
九州地方整備局例規システ
ムデータ更新（下半期）業
務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成18年2月27日 2,304,225

本システムは、例規執務サポートシス
テム「REIKI-BASE」を基本として作成
されており、EXPRESS FINDER（検索エ
ンジン）によってSGML形式のマスタ
データを読み込むシステム構成となっ
ている。したがって、本システムで新
規に例規文書の作成又は既存のデータ
を更新するためには、初期のマスタ
データに新たなデータ（新規データ又
は更新データ）を差し込む作業が必要
となる。上記業者は、初期のマスタ
データを平成１３年にSGML形式化して
おり、例規システムのプログラム、
データの構成、処理形態を熟知してい
るとともに、システム「REIKI-BASE」
の著作権を有している唯一の業者であ
る。よって、会計法第２９条の３第４
項及び予算決算及び会計令第１０２条
の４第三号により、上記業者と随意契
約を締結し、本業務の円滑な履行を図
るものである。（会計法第２９条の３
第４項）

その他

13048
パシフィックコンサ
ルタンツ（株）

防災情報掲示板資料収集・
整理・データ作成

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡県福岡市博多区博多
駅東２－１０－７

平成18年3月6日 2,047,500

著作者人格権の同一性保持権を有して
いると共に掲示板システムの改良にあ
たっては、優れた技術と豊富な知識を
駆使して成果を上げ同システムを熟知
している（会計法第２９条の３第４
項）

その他

13049 （株）フカガワ
ガタ土除去船外１隻保守点
検業務

田島英孝
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成17年4月1日 7,518,000

ガタ土除去船は、平成１４年度に河川
管理施設へのガタ土堆積による障害を
除去する目的に購入したものである。
調査船は、平成１２年度に管理区間の
巡視及び調査を目的に購入したもので
ある。両船の運航及び保管にあたって
は、上げ下ろし用クレーン、保管時の
移動台車及び保管場所が必要である。
作業場所への移動等を考慮した保管場
所の選定範囲内でクレーン、移動台車
及び保管場所を保有している業者は上
記業者のみであり、上記業者と契約す
ることにより良好な運用及び保管を行
うことができるものである。よって、
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号により、上記業
者と随意契約を締結するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの

その他（競争入札若しくは企
画競争に移行）

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13050
（株）光進ガードシ
ステム

筑後川河川情報館警備業務

田島英孝
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成17年4月1日 3,971,719

閉館時の警備に必要な機器（感知セン
サー等）は上記業者が設置したもので
あり、他の業者と契約した場合は現機
器の取り外し及び新たな機器の取付を
行わなければならず、このための経費
が必要となる。よって上記業者と契約
した場合は、経費の節減ができる。ま
た、開館時の人的警備と閉館時の機械
警備は、開館時に施設の状況を熟知し
ている業者の方が閉館時の警備及び異
常発生時に迅速かつ的確に業務が遂行
できるので国にとって有利と判断され
る。よって上記業者と随意契約するも
のである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があり

13051
（財）久留米市観光
コンベンション協会

平成１７年度筑後川河川情
報館管理運営

田島英孝
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成17年4月1日 10,815,000

本業務実施にあたっては、公共施設管
理の信頼性、企画運営に関する専門的
知識と経験、筑後川及び地域の情報を
熟知していることが必要である。
（財）久留米市観光コンベンション協
会は、山辺道文化館や草野歴史資料館
等の久留米市内の公共施設の管理実績
において高い信頼性を有している。ま
た、同協会が主催するイカダフェス
ティバルは、平成１６年で１８回目を
迎え、筑後川を舞台とした多数の地域
密着型イベントの運営実績により、イ
ベント等の専門的企画力も有してい
る。さらに、同法人の理事長は久留米
市長が兼務しており、久留米市を拠点
とした事業展開に加え久留米市各部署
との連携が可能であり、筑後川や地域
情報収集においても卓越した唯一の相
手方である。以上のことから、本業務
を遂行する上で（財）久留米市観光コ
ンベンション協会が公共施設の管理実
績や信頼性、筑後川や地域情報にも熟
知した唯一の相手方であり、会計法第
２９条の３第４項及び予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号により、
（財）久留米市観光コンベンション協
会と随意契約を締結するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

13052 ㈱南組
大橋迂回路賃料保守点検及
び撤去

田島英孝
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成17年4月1日 14,175,000

本件を適正に遂行するためには、仮橋
架設時の設計施工内容及び現地の状況
について精通していることが必要不可
欠である。㈱南組は、平成１４年度に
請け負った大橋架替（迂回路）工事に
おいて仮橋を架設しており、仮橋に関
する設計施工内容及び現地状況につい
ても精通しており、本件の履行にあ
たっての知識・経験・技術力を十分有
しているものと判断できる。以上のこ
とから、本件を円滑に遂行するために
は㈱南組が唯一の契約相手と判断する
ものである。このため本件は、会計法
第２９条の３第４項及び予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号により、
㈱南組と随意契約を締結するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

競争入札に移行したもの（平
成１９年度より、一般競争に
移行）

企画競争を実施



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13053
（株）沖電気カスタ
マアドテック

平成１７年度瀬ノ下超音波
流速測定機器保守点検

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成17年4月21日 3,176,250

超音波流速測定機器は、流速等を計測
する機器が配置されており、洪水・渇
水等の異常気象を的確に観測し、ま
た、欠測が生じないよう常に良好な状
態に維持・管理することが必要であ
る。その施設の保守点検では、機器と
データの異常を発見するために、受波
形の測定や送受信データの測定などの
点検作業において専門的な機材・知識
が必要であり、また応急処置を行う際
にも、観測機器とその目的を熟知した
技術者がいなければ不可能である。㈱
沖電気カスタマアドテックは、国内で
唯一特許を獲得し製造しているメー
カーであり、本観測機器においても平
成９年度に製作・納入・据付を行った
業者である。機器の適正管理及び異常
発生時の対処等、機器の信頼性を確保
するためには、上記業者の知識・経
験・技術力が必要である。以上のこと
から、本業務を円滑且つ的確に遂行す
るためには、㈱沖電気カスタマアド
テックが唯一の契約相手と判断するも
のである。このため本業務は、会計法
第２９条の３第４項及び予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号により、
㈱沖電気カスタマアドテックと随意契
約を締結するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地があり

13054
（社）福岡県公共嘱
託登記司法書士協会

平成１７年度登記業務委託
（単価契約［福岡県司法書
士］）

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成17年8月8日 550,906

本業務の実施にあたっては、専門的知識と
司法書士法に基づく司法書士の資格及び
継続反復的、一時的に集中して相当数に
及ぶ業務を迅速に処理する能力が必要と
なる。当該協会は、司法書士法第６８条第
１項に基づき、官公署等による不動産登記
の権利に関する嘱託登記の適正かつ迅速
な実施に寄与することを目的として設立さ
れた法人であり、県下全域を網羅する組織
力、当該業務の経験、及び専門的技術力
を十分に有している県内唯一の法人であ
る。以上のことから、本業務を的確かつ迅
速に遂行する能力を有する唯一の契約相
手と判断するものである。（会計法２９条の
３第４項）

その他 単価契約

13055
（社）福岡県公共嘱
託登記土地家屋調査
士協会

平成１７年度登記業務委託
（単価契約［福岡県土地家
屋調査士］）

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成17年8月8日 1,990,909

本業務の実施にあたっては、専門的知識と
土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査
士の資格及び継続反復的、一時的に集中
して相当数に及ぶ業務を迅速に処理する
能力が必要となる。当該協会は、土地家屋
調査士法第６３条第１項に基づき、官公署
等による不動産登記の表示に関する嘱託
登記の適正かつ迅速な実施に寄与するこ
とを目的として設立された法人であり、県下
全域を網羅する組織力、当該業務の経験、
及び専門的技術力を十分に有している県
内唯一の法人である。以上のことから、本
業務を的確かつ迅速に遂行する能力を有
する唯一の契約相手と判断するものであ
る。（会計法２９条の３第４項）

その他 単価契約

企画競争を実施

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13056
（株）アール・
ケー・ビー映画社

筑後川河川文化映像データ
ベース改訂編集

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成17年9月5日 3,153,150

㈱アール・ケー・ビー映画社は、映像
製作における豊富な映像資料及び高度
な撮影・編集技術と経験を具備してお
り、平成１３年度「筑後川河川文化映
像データベース製作業務」において優
秀な成果を収めている。著作権法第２
０条第１項により、芸術的、技術的に
創意・工夫して製作した著作物につい
て、第三者による変更・切除・改変を
受けない権利（同一性保持権）が著作
者に保証されている。これは、他人に
譲渡できない権利である。「筑後川河
川文化映像データベース製作業務」で
の成果に含まれる映像には、一部
（財）ＮＨＫサービスセンターが著作
権を保有する映像が含まれるものの、
大半は上記契約相手及び系列会社であ
る㈱アール・ケー・ビー毎日放送が著
作権を保有する映像で構成されてい
る。（財）ＮＨＫサービスセンターは
公共放送番組の浸透のために貢献する
ことを目的とした財団法人であり、保
有する著作物に関する使用規定がある
ため、申請により映像を使用すること
が可能である。しかし、上記契約相手
は営利を目的とする企業であり、上記
契約相手以外と契約を行った場合は、
著作物の改変・編集・複製等に伴う煩
雑な権利関係が発生し、必要な映像を
使用できないことが想定される。よっ
て、上記契約相手が本業務を履行する
ことのできる唯一の契約相手と判断す
るものである。以上の理由により、会
計法第２９条の３第４項及び予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号を適
用し、㈱アール・ケー・ビー映画社と
随意契約を行うものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他

13057 （株）西日本新聞社
筑後川シンポジウム広告及
び記事掲載

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成17年12月28日 13,093,500

㈱西日本新聞社の発行する西日本新聞
は、筑後川流域における販売シェアが

も高く、流域住民に広く情報を提供
する媒体として もふさわしい。ま
た、現在までに「新聞紙上における第
３回「九州「川」のワークショップ」
広告掲載（平成１５年度）」や、「河
川文化ディスカバーフォーラムin福岡
広報・企画・運営業務（平成１３年
度）」を実施し、分かり易い広告掲載
等を行っており、河川に関する広報に
精通している。以上のことから本業務
を円滑かつ的確に遂行するためには、
㈱西日本新聞社が唯一の契約相手と判
断するものである。このため、会計法
第２９条の３第４項及び予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号を適用
し、㈱西日本新聞社と随意契約を行う
ものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの

随意契約によらざるを得ない
もの
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13058 日本無線（株）
Ｋ－ＣＯＳＭＯＳ用充電器
及電池購入

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成18年1月5日 4,830,000

本件の対象となる移動局装置は、国土
交通省制定の「国土交通省移動通信シ
ステム標準仕様書（以下「標準仕様
書」という。）に基づく製品である。
その標準仕様書は、装置を構成する
個々の部品等の製作仕様を制定したも
のではなく、装置全体の構造、機能等
の仕様、電気的特性等について規定し
たものであることから、当該装置の
ハードウェア及びソフトウェア等の
個々の製作仕様は、装置全体の機能を
満足できるように制作者独自の仕様に
より製作されている。本件は、移動局
装置の蓄電池部の老朽化の為、専用の
充電器及び蓄電池の購入により機能を
回復するものであり、その充電器及び
リチウム電池は上記業者が製作した移
動局装置本体の付属部品の一部である
ことから、その独自製作仕様の移動局
装置の付属部品の製作にあたっても製
作仕様等の詳細仕様は一般に公開され
ていないため、上記以外の業者では、
当該充電器及び電池を製作することは
不可能である。また、移動局装置の付
属品である充電器及びリチウム電池の
購入に当たっては、当該装置を製作し
ている上記業者以外では、経済的にも
不利である。よって、適用法令に基づ
き上記業者と随意契約を締結するもの
である。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があり

13059 日本無線（株）
瀬高堰外管理用制御処理設
備改造

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成18年2月14日 13,408,500

瀬高堰制御設備及び松原堰制御設備
は、日本無線株式会社九州支社が製
作、据付調整を行っており、本件を履
行する為には、既設堰制御設備の構
造、制御方法、処理方式、システム構
成、機能、現設定値、各システムとの
インターフェースの仕様、データ
フォーマット及びデータアクセス内容
を熟知しておく必要があり、その内容
については製作メーカー以外では解析
及び改変することが不可能である。
よって、上記適用法令に基づき上記業
者と随意契約を締結するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

13060 （株）ドット Ｅボート購入

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成18年2月16日 2,835,000

Ｅボートは、川やダム湖などの水辺で
人々が交流（exchange）することによ
り、水辺や流域の環境（environment）
を見直し考え直すきっかけを作り、エ
コライフ（eco-life）を促進させるた
めの新しい道具として考案された。い
わば、川体験の入門編・入り口
（entrance）となるボートである。契
約の相手方である㈱ドットは、Ｅボー
ト（Ｇ型）を一般に販売している唯一
の機関であり、本契約を遂行できる業
者は日本国内で本契約相手方しかな
い。このため本業務は、会計法第２９
条の３第４項及び予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により、㈱ドッ
トと随意契約を締結するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの

公募を実施
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13061 協和建設（株）
前田橋架替に伴う仮橋賃貸
借

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成17年4月1日 10,080,000

本件に関しては、前年度工事の尺岳川
下流右岸築堤護岸工事において協和建
設（株）が仮橋を設置したものであ
り、前田橋新設架設までの間、現地に
存置させ維持補修及び点検を行う必要
がある。以上のことから、本件を引続
き円滑かつ的確に実施するには、協和
建設（株）が唯一の契約相手と判断す
るものである。（会計法２９条の３第
４項）

その他

13062
株式会社モノベエン
ジニアリング

河川水浄化実験装置運用調
査

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成17年5月26日 6,930,000

本装置については、新技術登録及び登
録中である装置の中で 適手法として
選定されたものであり、唯一製造販売
している（株）モノベエンジニヤリン
グに製定されたものである。契約の相
手方である（株）モノベエンジニヤリ
ングはＭＡＸフィルター装置を開発し
た会社であり、装置については、特許
を取得しており、装置製造を行ってい
るのは（株）モノベエンジニヤリング
のみであること。また、開発に携わっ
ていた者が装置の詳細な資料や運用に
当たっての必要事項等についても熟知
している。このため、装置運用調査に
おいて機動性、経費の節減、特許料問
題、円滑かつ適切な成果を確保できる
唯一の業者であると判断される。以上
のことから、（株）モノベエンジニヤ
リングを 適な契約相手と判断した。
（会計法２９条の３第４項）

その他

13063 （株）西日本新聞社
福岡地域「防災・減災
フォーラム」関連河川事業
広報

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成17年7月6日 8,594,250

本件遂行にあたっては、福岡県内にお
ける災害の歴史、河川の整備状況、地
域防災活動等についての知識を十分に
有し、それらに関する文献や記録等幅
広い情報を把握し、地元に幅広い人脈
がある等地域に精通していることが必
要であるとともに、公平・中立な立場
であることが必要不可欠である。
（株）西日本新聞社は、福岡県内にお
ける新聞の発行部数が約６４万部とし
た広報効果を上げるのには も効果的
である。また、（株）西日本新聞社は
過去類似のフォーラム及び新聞広報の
実績を多数有している。以上のことか
ら、本件を円滑かつ的確に遂行するた
めには（株）西日本新聞社が唯一の契
約相手方判断する。（会計法２９条の
３第４項）

見直しの余地があり

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

公募を実施
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13064
（株）読売新聞西部
本社

遠賀川流域広報掲載業務

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成17年8月16日 4,410,000

本件遂行にあたっては、遠賀川流域の
文化・歴史等についての知識を十分有
し、それらに関する文献や記録等幅広
い情報を把握し地元に幅広い人脈があ
る等、地域に精通していることが必要
であるとともに、公正・中立な立場で
あることが必要不可欠である。（株）
読売新聞社西部本社は、筑豊地域にお
ける新聞の発行部数が約８万部（約３
０％）と筑豊地域において 大のシェ
アを有しており、筑豊地域を対象とし
た広報効果を上げるのには も効果的
である。また、（株）西日本新聞社は
過去類似のフォーラム及び新聞広報の
実績を多数有している。以上のことか
ら、本件を円滑かつ的確に遂行するた
めには（株）西日本新聞社が唯一の契
約相手方判断する。（会計法２９条の
３第４項）

その他

13065
（財）西日本産業衛
生会北九州環境測定
センター

遠賀川河川事務所管内施設
石綿含有調査

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成17年10月17日 1,354,500

本件の遂行にあたっては、人体に有毒
である石綿を取り扱い、また調査にあ
たっては特殊な光学機器等が必要にな
るなど、調査方法に精通した専門的な
技能が求められる。（財）西日本産業
衛生会北九州環境測定センターは、厚
生労働省労働基準局長通達（平成１７
年３月２８日付け第０３２８０１７
号）により石綿含有の有無の測定及び
石綿の含有率の測定が可能な石綿含有
率分析可能機関として福岡県で唯一認
定されている機関である。以上のこと
から、本件を円滑かつ的確に遂行する
ことができる、（財）西日本産業衛生
会北九州環境測定センターが唯一の契
約相手と判断するものである。（会計
法２９条の３第４項）

その他

13066 （株）ドット Ｅボート購入

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成18年2月16日 3,801,000

随意契約の相手方である（株）ドット
は、国内でEボート（Ｇ型）を取り扱っ
ている唯一の業者である。（会計法２
９条の３第４項）

その他 　

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの
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13067
西日本クリスタル
（株）

濁水濾過実験装置製造

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成18年3月20日 7,035,000

業者選定に先立ち、高純炭素を使用し
た濾過装置を調査したところ、高純炭
素を濾材として使用している装置につ
いては、西日本クリスタル株式会社の
みであることが判明した。契約の相手
方である西日本クリスタル（株）は、
上記新素材を使用した濾過装置を製
造・開発した会社であり、高純炭素を
開発した社と業務提携を締結してお
り、西日本クリスタル株式会社のみが
高純炭素を利用した濾過装置を製造し
ており、本装置について求める水質に
応じたろ過が可能であるため。また開
発に携わった者が詳細な資料・設置に
当たっての必要事項等についても理解
している。以上のことから、本件を円
滑かつ的確に実施するには、西日本ク
リスタル（株）が唯一の契約の相手方
と判断するものである。（会計法２９
条の３第４項）

その他

13068 フジキ印刷（株）
図書「もっと知りたい遠賀
川」購入

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成18年3月31日 2,560,700

フジキ印刷（株）は、図書「もっと知
りたい遠賀川」を印刷・発行している
唯一の業者である。（会計法２９条の
３第４項）

その他

13069
（有）浮羽美化セン
ター

道の駅「うきは」浄化槽点
検作業

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４
－１０

平成17年4月1日 1,323,000

本業務の履行場所周辺地域（うきは
市）において、業務の遂行にあたり浄
化槽法にその必要を定める県条例に基
づく浄化槽保守点検業者の登録を受
け、かつ市条例に基づく浄化槽清掃業
の許可を受けた業者が他に見あたらな
いため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13070
（社）福岡県公共嘱
託登記司法書士協会

平成１７年度登記業務委託
（単価契約［司法書士］）

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４
－１０

平成17年6月22日 3,360,420

本業務の実施にあたっては、専門的知識と
司法書士法に基づく司法書士の資格及び
継続反復的、一時的に集中して相当数に
及ぶ業務を迅速に処理する能力が必要と
なる。当該協会は、司法書士法第６８条第
１項に基づき、官公署等による不動産登記
の権利に関する嘱託登記の適正かつ迅速
な実施に寄与することを目的として設立さ
れた法人であり、県下全域を網羅する組織
力、当該業務の経験、及び専門的技術力
を十分に有している県内唯一の法人であ
る。以上のことから、本業務を的確かつ迅
速に遂行する能力を有する唯一の契約相
手と判断するものである。（会計法２９条の
３第４項）

その他 単価契約

13071
（社）福岡県公共嘱
託登記土地家屋調査
士協会

平成１７年度登記業務委託
（単価契約［土地家屋調査
士］）

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４
－１０

平成17年6月22日 3,380,165

本業務の実施にあたっては、専門的知識と
土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査
士の資格及び継続反復的、一時的に集中
して相当数に及ぶ業務を迅速に処理する
能力が必要となる。当該協会は、土地家屋
調査士法第６３条第１項に基づき、官公署
等による不動産登記の表示に関する嘱託
登記の適正かつ迅速な実施に寄与するこ
とを目的として設立された法人であり、県下
全域を網羅する組織力、当該業務の経験、
及び専門的技術力を十分に有している県
内唯一の法人である。以上のことから、本
業務を的確かつ迅速に遂行する能力を有
する唯一の契約相手と判断するものであ
る。（会計法２９条の３第４項）

その他 単価契約

13072 （株）西日本新聞社 道路防災広報業務

小口　浩
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４
－１０

平成17年8月18日 11,075,904

本業務の広報対象地域全域における唯
一の地元新聞発行者であり、地域密着
型の広報活動の運営及び結果の管轄地
域全体への新聞広報を行うことができ
る唯一の者であるため。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13073 （株）かねぜん建設
小坂井橋迂回路保守点検業
務

小口　浩
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４
－１０

平成17年10月28日 3,675,000

当業者は、平成１６年度に「小坂井橋
迂回路設置工事」を施工し、仮設材賃
料における使用権の所有及び、工事の
安全・円滑かつ適切な施工を確保する
ため現場の状況に精通しているため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13074 日米電子（株）
平成１７年度　プローブ調
査用車載通信端末撤去作業

小口　浩
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４
－１０

平成18年2月24日 1,680,000

本件の遂行にあたっては、車載器の撤
去によって損傷した場合は当事務所に
て修復を行う必要があるため、機器に
関する専門知識を十分に有し、細心の
注意を払って撤去作業を行う必要があ
る。日米電子(株)においては、本件で
作業を行うプローブ調査用車載通信端
末が日米電子製によるものであり、開
発業者として機器に関する専門知識を
十分有していると判断できる。また、
本件に関連する業務として、当事務所
管内における機器取付作業などの同種
業務を行っている実績があり、良好な
成果を残しているため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地があり

13075
西鉄情報システム
（株）

平成１７年度　高速バスロ
ケーションシステム調査解
析作業

小口　浩
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４
－１０

平成18年3月2日 1,512,000

高速バスロケのアクセスログの回収に
おいては、システムのプログラムに直
接アクセスする作業が必要となってく
るため、本バスロケーションシステム
に関する信頼性の高い高度な専門知
識・技術を十分に有することが必要で
ある。西鉄情報システム(株)は、今回
対象となる高速バスロケーションシス
テムの設計及び構築、運用に当初から
携わっており、九州プローブデータや
高速バスロケのプローブデータが混在
している現システムの構成に熟知して
いる。アクセスログ回収においては高
速バスロケのプログラムを調整する作
業が生じるため、作業によって万が一
システムに影響を及ぼすことになる
と、高速バスロケの運用が不可能とな
り、利用者への情報提供にも影響を及
ぼすことになる。よって本件は細心の
注意を払い作業を行う必要がある。ま
た、西鉄情報システム㈱は過去に九州
地方整備局管内において同種業務を
行っている実績があり、本業務で改修
作業を行うシステムに関する信頼性の
高い高度な専門知識・技術は、西鉄情
報システム（株）のみが唯一有してい
るため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

その他（競争入札若しくは企
画競争に移行）

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13076 （株）西日本新聞社
北九州国道事務所新聞広報
業務

寺本　直孝
九州地方整備局北九州国
道事務所
北九州小倉南区春ヶ丘１
０－１０

平成17年11月18日 7,491,750

北九州国道事務所は、北九州地域の均
衡ある発展と活性化を図り、安全でゆ
とりと潤いのある国土基盤づくりを進
めるため、管内の一般国道５路線に関
する改築事業、交通安全対策事業並び
に維持管理を行うとともに、管内各市
町村の地域計画支援事業を推進してい
る。道路事業を円滑に推進する上で、
地域住民の理解と協力を得ることは必
要不可欠であり、このため、広く地域
住民に道路事業に関する正しい知識を
効率よく広報し、理解を深めていく必
要がある。㈱西日本新聞社の発行する
西日本新聞は福岡県内において３７．
２％のシェアを有し、他の全国紙３紙
（読売新聞２３．８％，朝日新聞２
０．１％，毎日新聞１８．９％）に比
べ高いシェアを有する福岡県内 大の
新聞であり、情報の発信元として地域
の人々から多くの信頼を寄せられてい
る。よって、本業務を合理的かつ的確
に遂行するためには、㈱西日本新聞社
がもっとも適切な契約相手と判断す
る。以上のことから本業務は会計法第
２９条の３第４項及び予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号を適用し、
㈱西日本新聞社と随意契約するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13077 アンリツ（株） 道路情報表示装置改良

寺本　直孝
九州地方整備局北九州国
道事務所
北九州小倉南区春ヶ丘１
０－１１

平成18年1月26日 1,522,500

本装置は、アンリツ㈱が設計及び製造
したもので、改良に当たっては、道路
情報表示装置部内の部品の追加・調整
及び操作機の操作画面改造が必要であ
る。このため、装置全体の構成及び特
性、インターフェイス、部品の調達ま
で熟知していなければ改良できない。
また本装置は、道路防災用の主たる設
備であり、国道２０１号の災害及び事
故等に対応するためには、緊急に改良
する必要がある。したがって、本件の
実施にあたっては、同装置の設計及び
製造を行った、業者以外の業者では、
本件を確実かつ短期間に遂行すること
は不可能である。このため、同装置の
設計及び製造をおこなった上記業者と
随意契約を行うものである。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

13078 （株）東芝
行橋監視カメラ制御装置改
造

寺本　直孝
九州地方整備局北九州国
道事務所
北九州小倉南区春ヶ丘１
０－１２

平成18年2月13日 1,785,000

本装置は、㈱東芝が設計及び製造した
もので、改造に当たっては、監視カメ
ラ制御装置及び操作器の改造が必要と
なり、装置全体の構成及び特性、ソフ
トウエアの内容、インターフェイス、
部品の調達まで熟知していなければ改
造できない。したがって、本件の実施
にあたっては、同装置の設計及び製造
を行った、業者以外の業者では、本件
を確実かつ短期間に遂行することは不
可能である。このため、同装置の設計
及び製造をおこなった上記業者と随意
契約を行うものである。（会計法第２
９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

公募を実施（平成１９年度は
公募を実施（予定））

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13079 （株）毎日新聞社
北九州国道事務所新聞広報
（その２）業務

寺本　直孝
九州地方整備局北九州国
道事務所
北九州小倉南区春ヶ丘１
０－１３

平成18年3月9日 3,454,500

北九州国道事務所は、北九州地域の均
衡ある発展と活性化を図り、安全でゆ
とりと潤いのある国土基盤づくりを進
めるため、管内の一般国道５路線に関
する改築事業、交通安全対策事業並び
に維持管理を行うとともに、管内各市
町村の地域計画支援事業を推進してい
る。道路事業を円滑に推進する上で、
地域住民の理解と協力を得ることは必
要不可欠であり、このため、広く地域
住民に道路事業に関する正しい知識を
効率よく広報し、理解を深めていく必
要がある。今回、実施する新聞広告は
北九州国道事務所の管理する一般国道
５路線と東九州自動車道が地域に与え
る影響を広報するものであり、北九州
市・京築地域など福岡県北地域に主眼
を置いた広報をおこなうものである。
㈱毎日新聞社の発行する毎日新聞は上
記地域において３３．０％のシェアを
有し、他の大手紙３紙（読売新聞２
８．０％，朝日新聞３０．２％，西日
本新聞８．８％）に比べ高いシェアを
有しており、情報の発信元として地域
の人々から多くの信頼を寄せられてい
る。よって、本業務を合理的かつ的確
に遂行するためには、㈱毎日新聞社が
もっとも適切な契約相手と判断する。
以上のことから本業務は会計法第２９
条の３第４項及び予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号を適用し、㈱毎
日新聞社と随意契約するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13080 （株）ＢＣＣ
Ｈ１７ホームページ管理運
営業務

寺地守
九州地方整備局九州幹線
道路調査事務所
福岡市東区千早2-2-43

平成17年4月1日 2,131,920

　㈱ビーシーシーは、ＲＫＢ毎日放送
とＮＥＣグループの協同出資により設
立された主として情報処理コンサル
ティングを行っている会社であり、コ
ンピュータセキュリティーに関する事
業認定資格（ＩＳＭＳ（情報セキュリ
ティマネジメントシステム）適合性評
価制度の認定を受けている）を有して
いる。さらに、高いセキュリティを維
持するため、社員教育やセキュリティ
に関する情報収集とその対応、システ
ムの24時間365日の監視体制の構築など
ソフト、ハードの両面から 新の対策
を講じ、システムの安定した稼働を安
価で提供している。これまで九州管内
の国土交通省の他の事務所や自治体等
において、システム構築やホームペー
ジの作成、運営など数多くの実績を有
しており、官公庁におけるセキュリ
ティの重要性を十分に理解している。
　当事務所においても、Ｈ13年度から
Ｈ16年度にわたり、ホームページデー
タの作成やサーバーの運営管理等の実
績を有し、事務所の業務目的、内容を
熟知しており、継続的な安定した情報
提供を効率的、効果的に管理運営する
能力を有する。
　以上のことから、本業務を効率的に
円滑かつ的確に遂行するためには、㈱
ビーシーシーが唯一の契約相手と判断
するものである。
　このため本業務は、会計法第29条の3
第4項により、(株)ビーシーシーと随意
契約を締結するものである。
（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり

13081 （株）ＢＣＣ
九州幹線サーバーシステム
更新業務

小串正志
九州地方整備局九州幹線
道路調査事務所
福岡市東区千早2-2-44

平成17年9月2日 9,450,000

　当該事務所のサーバーシステムは、
九州管内の道路系事務所で共有するイ
ンターネットシステムの提供を行って
おり、コンピューターセキュリティを
維持するハウジングサーバーシステム
として構築している。
　本業務において更新作業を行うハウ
ジングサーバーシステムは㈱ＢＣＣが
開発したシステムを利用するものであ
り、システムの構造に精通しており、
同社は、Ｈ13年度からＨ16年度にわた
り、当該事務所におけるサーバーシス
テムの作成やハウジングサーバーシス
テムの運営管理等の実績を有すると、
ともにH17年度においては、当該事務所
のハウジングサーバーシステム運営管
理を遂行中であり、事務所の業務目
的、内容を熟知しており、継続的な安
定した情報提供を効率的、効果的に管
理運営する能力を有している。
　㈱ＢＣＣが業務を遂行することが適
切であると判断できる唯一の業者であ
る。
　（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり

企画競争を実施（・H18年度一
部競争入札に移行済み
・H19年度企画競争への移行を
検討中）

企画競争を実施（H19年度企画
競争への移行を検討中）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13082 長崎放送（株）
平成１７年度武雄河川事務
所事業概要広報

宮嵜　健太郎
九州地方整備局武雄河川
事務所
佐賀県武雄市武雄町大字
昭和７４５

平成17年6月10日 2,398,200

長崎放送（株）佐賀放送局は、県内のラジ
オ局としては、民放で唯一県内全域をカ
バーするネットワークを持ち、県内での平
日平均聴取率がトップである。よってラジオ
を媒体とした広報に も効果的であること
から、会計法第２９条の３第４項及び会計
令第１０２条の４第３号を適用し、同社と随
意契約を締結するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他

13083
（株）ＣＴＩサイエ
ンスシステム

嘉瀬川掃流砂観測作業

尾澤　卓思
九州地方整備局武雄河川
事務所
佐賀県武雄市武雄町大字
昭和７４５

平成17年6月30日 14,280,000

洪水時に流出する掃流砂を時系列で間接
的に観測する手法のうち、音圧を測定する
方法が も有力であるが、水中音圧を測定
する製品として販売・レンタルされているの
は、（株）ＣＴＩサイエンスシステムの当機器
のみである。また、前年度までの当機器に
よる観測の結果、時系列の掃流砂データ
が得られ、今年度も観測を継続すること
で、より正確なデータ収集が期待できる。こ
のため、会計法第２９条の３第４項及び会
計令第１０２条の４第３号を適用し、同社と
随意契約を締結するものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他

13084 （株）佐賀新聞社
防災フォーラムＩＮ佐賀企
画運営

尾澤　卓思
九州地方整備局武雄河川
事務所
佐賀県武雄市武雄町大字
昭和７４５

平成17年7月15日 5,163,648

本フォーラムは、広く県民に対して公共性・
地域性の高い性質を有しているために、広
報には読み返しが可能な媒体である地元
紙が有効である。特に地域性からみた広
報という観点では、県内で一番シェアが高
い地方紙により広報することが も効果的
である。（株）佐賀新聞社は、佐賀県内の
災害に関する情報に精通しているととも
に、平成１３年、１４年に同様の業務の実績
を持ち、県内において 大発行部数を有し
ているため、広報効果を も効率的に遂行
できる唯一の相手である。以上の点から会
計法第２９条の３第４項及び会計令第１０２
条の４第３号を適用し、同社と随意契約を
締結するものである。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があり

13085
（社）佐賀県公共嘱
託登記土地家屋調査
士協会

平成１７年度登記業務委託
（土地家屋調査士）

宮嵜　健太郎
九州地方整備局武雄河川
事務所
佐賀県武雄市武雄町大字
昭和７４５

平成17年8月22日 522,671

本業務の実施にあたっては、専門的知識と
土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査
士の資格及び継続反復的、一時的に集中
して相当数に及ぶ業務を迅速に処理する
能力が必要となる。当該協会は、土地家屋
調査士法第６３条第１項に基づき、官公署
等による不動産登記の表示に関する嘱託
登記の適正かつ迅速な実施に寄与するこ
とを目的として設立された法人であり、県下
全域を網羅する組織力、当該業務の経験、
及び専門的技術力を十分に有している県
内唯一の法人である。以上のことから、本
業務を的確かつ迅速に遂行する能力を有
する唯一の契約相手と判断するものであ
る。（会計法２９条の３第４項）

その他 単価契約

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

公募を実施

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

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

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13086 佐賀県石油（同）
Ａ重油３４，２００リット
ル購入

尾澤　卓思
九州地方整備局武雄河川
事務所
佐賀県武雄市武雄町大字
昭和７４５

平成17年9月5日 2,117,220

本契約は、台風１４号に備えて武雄河川事
務所管内の排水機場において使用する重
油を緊急に購入するものである。当組合
は、当該納入物品について熟知しており、
迅速な現場の状況把握と履行についても
良好な実績を有するので、今回当組合と随
意契約を締結するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他

13087 （株）中央公論新社 六角川広告掲載

尾澤　卓思
九州地方整備局武雄河川
事務所
佐賀県武雄市武雄町大字
昭和７４５

平成17年9月14日 1,932,000

（株）中央公論新社は、日本で も歴史の
ある総合誌として１８８７年に「中央公論」を
創刊し、多くの分野についてオピニオン・
ジャーナリズムを形成する主導的役割を果
たしてきている。同誌のシリーズ掲載「探訪
日本の川」を長く続けてきており、河川に関
する総合的な情報も多数有している。以上
により、本業務を円滑に遂行できるのは同
社以外に無いものと判断されることから、
会計法第２９条の３第４項及び会計令第１
０２条の４第３号を適用し、随意契約を締結
するものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他

13088
（財）佐賀経済調査
協会

石井樋地区歴史資料収集整
理

尾澤　卓思
九州地方整備局武雄河川
事務所
佐賀県武雄市武雄町大字
昭和７４５

平成17年10月18日 3,936,450

（財）佐賀経済調査協会は、これまで、六角
川地盤対策広報検討や嘉瀬川堤防調査、
石井樋委員会運営を実施するなど、佐賀
の治水に関して総合的な調査・研究を行っ
てきており、行政上の豊富な知識や経験を
有し、佐賀平野の水文化に精通している。
よって会計法第２９条の３第４項及び会計
令第１０２条の４第３号を適用し、同社と随
意契約を締結するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地があり

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地
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（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13089 日本無線（株）
平戸局ディジタル端局装置
修繕

尾澤　卓思
九州地方整備局武雄河川
事務所
佐賀県武雄市武雄町大字
昭和７４５

平成17年12月13日 2,940,000

既調達物品は、日本無線（株）九州支社が
設計し製造したもので、その修理用品も装
置内部構造が独自設計となっているため、
他のものが修繕することは不可能である。
このため、会計法第２９条の３第４項及び
会計令第１０２条の４第３号を適用し、同社
と随意契約を締結するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

その他

13090 （株）佐賀新聞社 防災フォーラムⅡ企画運営

尾澤　卓思
九州地方整備局武雄河川
事務所
佐賀県武雄市武雄町大字
昭和７４５

平成18年1月25日 4,608,938

本フォーラムは、広く県民に対して公共性・
地域性の高い性質を有しているために、広
報には読み返しが可能な媒体である地元
紙が有効である。特に地域性からみた広
報という観点では、県内で一番シェアが高
い地方紙により広報することが も効果的
である。（株）佐賀新聞社は、佐賀県内の
災害に関する情報に精通しているととも
に、平成１３年、１４年に同様の業務の実績
を持ち、県内において 大発行部数を有し
ているため、広報効果を も効率的に遂行
できる唯一の相手である。以上の点から会
計法第２９条の３第４項及び会計令第１０２
条の４第３号を適用し、同社と随意契約を
締結するものである。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があり

13091 日本無線（株） 通信処理装置改造

尾澤　卓思
九州地方整備局武雄河川
事務所
佐賀県武雄市武雄町大字
昭和７４５

平成18年2月23日 4,305,000

既設の通信処理装置は、平成１１年に日本
無線（株）九州支社と契約を締結し製作設
置されたものであり、今回の改造にあたっ
ては、内部機能が独自設計となっているた
め、他の業者が改造を行うことは困難であ
る。よって、会計法第２９条の３第４項及び
会計令第１０２条の４第３号を適用し、同社
と随意契約を締結するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

13092 佐賀市長
平成１７年度佐賀導水事業
に伴う埋蔵文化財発掘調査

森川　幹夫
九州地方整備局佐賀河川
総合開発工事事務所
佐賀市日の出１丁目７５１
番地

平成17年4月1日 158,600,000

当所事業区域内に埋蔵文化財が出現し
たため、文化財保護法の趣旨にのっと
り、適切に保存することとし、同法の
規定により届出を行っている。ここ
で、所轄教育委員会は、佐賀市教育委
員会との通知を受け、発掘調査を委託
するものである。（会計法２９条の３
第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

公募を実施

公募を実施

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

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

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13093
特定非営利活動法人
技術交流フォーラム

平成１７年度巨勢川調整池
利活用懇談会運営

森川　幹夫
九州地方整備局佐賀河川
総合開発工事事務所
佐賀市日の出１丁目７５１
番地

平成17年5月9日 2,798,250

本業務の遂行にあたっては、事務局と
して懇談会の開催・運営を円滑に実施
しなければならないことから、建設地
である佐賀市金立町だけでなく、周辺
地域を含めた合意形成を目指し、公正
中立的な立場であることが必要不可欠
である。更に、巨勢川調整池も利用に
ついて地域の意見を聴取する場合、治
水機能、施設計画等を十分に理解でき
る技術力を有することが必要である。
ＮＰＯ法人技術交流フォーラムは、専
門的な技術および応用能力をもって、
人づくり、地域づくり、災害援助、環
境問題などの活動に、科学技術の発展
とともに、公益の増進と豊かな社会を
造るために寄与することを目的とし、
佐賀県内を中心に活動するＮＰＯ法人
であり、これまでにも佐賀県白石町
「縫の池地域づくり」をはじめとし、
まちづくり、人材育成、環境教育等の
活動を行っている。このように、営利
目的でなく公正中立な立場から懇談会
の開催・運営を行い、また、高度な技
術力と豊富な経験を有し、地域に精通
した唯一の団体である。以上のことか
ら、本業務を遂行しうる唯一の契約相
手方である、上記ＮＰＯ法人技術交流
フォーラムと随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13094
（株）プランニング
松元

佐賀河川ホームページ作成

森川　幹夫
九州地方整備局佐賀河川
総合開発工事事務所
佐賀市日の出１丁目７５１
番地

平成17年9月5日 3,244,500

本業務は、佐賀河川ホームページの
トップページ、事業概要等について作
成及び構築作業を行うもので、ホーム
ページのアクセス数を増やすための工
夫、見やすさ等、企画、立案が重要な
要因となる。このため、１．技術職員
の経験及び能力、２．業務の実施方針
３．トップページの内容やイメージ及
びアクセス数を増やすための工夫やＰ
Ｒ対象者の設定の観点から、（株）プ
ランニング松元を 適業者であると判
断し、上記業者と会計法第２９条の３
第４項及び予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号に基づき随意契約を行
い業務の円滑な遂行を図るものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13095
佐賀県県土づくり本
部

城原川ダム事業に係る脊振
村振興計画の調査・検討業
務委託

森川　幹夫
九州地方整備局佐賀河川
総合開発工事事務所
佐賀市日の出１丁目７５１
番地

平成17年9月15日 5,000,000

城原川ダム水没地域の民意把握のた
め、中立的立場にある地元行政にて機
密の保持を確実に行うため、佐賀県へ
の委託をするものである。（会計法２
９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13096 日本無線（株） 佐賀導水情報提供装置改造

森川　幹夫
九州地方整備局佐賀河川
総合開発工事事務所
佐賀市日の出１丁目７５１
番地

平成17年12月19日 13,125,000

本業務は、佐賀河川総合開発工事事務
所で収集している雨量・水位・及び機
場ポンプ稼働状況等に関する防災デー
タを、一般公開用として、ＰＣ及びi-
mode端末等への情報提供を行うため、
既設情報提供装置及び河川情報サー
バ、監視制御サーバの改造を行うもの
である。本業務を遂行するのは、既設
情報提供装置及び河川情報サーバ、監
視制御サーバの各システム構成及びソ
フトウェア構成、システム間の通信方
法等を理解する必要がある。特にソフ
トウェアについては、メール独自の仕
様であるため、納入業者以外での履行
は不可能である。既設装置は日本無線
（株）九州支社が制作・環境設定・施
工を行っており、今回業務内容を的確
に行える唯一の業者といえる。よっ
て、会計法第２９条の３第４項、予算
決算及び会計令害１０２条の４第３号
を適用し、日本無線株式社と随意契約
を行うものである。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があり

13097 （株）佐賀新聞社 道路防災に関する広報

岩屋信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町5-10

平成17年6月30日 1,344,000

当業務の新聞記事体による広告啓発
は、出来うる限り 大多数の県民への
周知を必要とする。上記の（株）佐賀
新聞社は、全国地方新聞社連合会に加
盟しているとともに、佐賀県内での読
者シェア率が４９％と他紙（Ｂ社２
２％、Ｃ社１３％、Ｄ社８％、Ｅ社
８％）を大きく引き離しており、県内
で も多くの読者を有している新聞社
である。よってその影響力は大きいも
があり、 も効率的且つ効果的な新聞
広告の啓発が可能な新聞社である。以
上から、本業務を、円滑、迅速かつ効
果的に遂行するには、（株）佐賀新聞
社が唯一の契約相手と判断するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13098
（株）西日本情報セ
ンター

道路事業に関する情報誌掲
載広報

岩屋信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町5-10

平成17年7月4日 1,596,000

本業務は、県民とのコミュニケーショ
ンを図ることの広報手段として、地域
に密着したあらゆる情報を発信するタ
ウン情報誌により、安全快適な道づく
りや住民ニーズに応える地域づくり
等、国土交通省佐賀国道事務所の諸事
業の紹介や情報を提供し、円滑な道路
行政や住民ニーズに応える地域づくり
に活かすことを目的とする。その広報
手段のタウン情報誌として、上記の㈱
西日本情報センターの発行する「タウ
ン情報誌さが」は全県の情報を網羅し
ている県内唯一の情報誌である。ま
た、発行部数は毎月３３，０００部で
あり、佐賀エリアでは 高の部数を
誇っている。紙面全体はアミューズメ
ント情報やイベント、ショッピング、
読者参加型ページとバラエティ豊かな
構成となっており、学生や社会人を中
心とした読者層を有している。以上の
ことから、㈱西日本情報センターは本
業務の目的を達成しうる唯一の業者で
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他

公募を実施

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13099
（社）佐賀県公共嘱
託登記司法書士協会

平成１７年度登記業務委託
（司法書士）

岩屋信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町5-10

平成17年7月4日 102,343

本業務の実施にあたっては、専門的知識と
司法書士法に基づく司法書士の資格及び
継続反復的、一時的に集中して相当数に
及ぶ業務を迅速に処理する能力が必要と
なる。当該協会は、司法書士法第６８条第
１項に基づき、官公署等による不動産登記
の権利に関する嘱託登記の適正かつ迅速
な実施に寄与することを目的として設立さ
れた法人であり、県下全域を網羅する組織
力、当該業務の経験、及び専門的技術力
を十分に有している県内唯一の法人であ
る。以上のことから、本業務を的確かつ迅
速に遂行する能力を有する唯一の契約相
手と判断するものである。（会計法２９条の
３第４項）

その他 単価契約

13100
（社）佐賀県公共嘱
託登記土地家屋調査
士協会

平成１７年度登記業務委託
（土地家屋調査士）

岩屋信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町5-10

平成17年7月4日 58,201

本業務の実施にあたっては、専門的知識と
土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査
士の資格及び継続反復的、一時的に集中
して相当数に及ぶ業務を迅速に処理する
能力が必要となる。当該協会は、土地家屋
調査士法第６３条第１項に基づき、官公署
等による不動産登記の表示に関する嘱託
登記の適正かつ迅速な実施に寄与するこ
とを目的として設立された法人であり、県下
全域を網羅する組織力、当該業務の経験、
及び専門的技術力を十分に有している県
内唯一の法人である。以上のことから、本
業務を的確かつ迅速に遂行する能力を有
する唯一の契約相手と判断するものであ
る。（会計法２９条の３第４項）

その他 単価契約

13101 長崎放送（株）
佐賀国道事務所事業紹介広
報

岩屋信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町5-10

平成17年7月20日 2,886,450

本業務を実施するには、「情報提供の
速報性」及び「同時性（…しながら聴
取すること等）の特性」を併せ持った
ラジオメディアを活用するのが 適で
あり、ドライバー等の道路利用者や自
営業者、専業主婦等県民の多くの人々
とのコミュニケーションを図る為に
は、豊富な経験と知識そして地元との
密着性が要求される。上記の長崎放送
㈱佐賀放送局は県内唯一のＡＭ局であ
り、受信エリアが県内全域をくまなく
網羅しており、地域に密着した番組の
製作編集で地元に も馴染まれている
放送局であると言える。また、平成１
４年度の調査においてもラジオ佐賀エ
リアでのドライバーによる聴取率は４
０％と高く、他局を大きく引き離して
おり（Ａ局２４％、Ｂ局１３％、Ｄ局
１１％、その他の局１２％）、さら
に、既に県内の他行政機関による類似
の業務を実施していることから、当広
報活動の内容及び目的を熟知し十分な
経験と技術を有している。以上のこと
から、長崎放送は当広報活動の目的を
達成しうる唯一の業者である。（会計
法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13102
（株）エス・ティ・
エスエンタープライ
ズ

道路ふれあい月間イベント
企画・運営

岩屋信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町5-10

平成17年7月25日 1,500,000
プロポーザル方式に基づく調査審議の
結果（会計法２９条の３第４項） その他

13103 （株）佐賀新聞社
地球温暖化防止に関する広
報

岩屋信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町5-10

平成17年8月18日 1,344,000

当業務の新聞記事体による広告啓発
は、出来うる限り 大多数の県民への
周知を必要とする。上記の（株）佐賀
新聞社は、全国地方新聞社連合会に加
盟しているとともに、佐賀県内での読
者シェア率が４９％と他紙（Ｂ社２
２％、Ｃ社１３％、Ｄ社８％、Ｅ社
８％）を大きく引き離しており、県内
で も多くの読者を有している新聞社
である。よってその影響力は大きいも
があり、 も効率的且つ効果的な新聞
広告の啓発が可能な新聞社である。以
上から、本業務を、円滑、迅速かつ効
果的に遂行するには、（株）佐賀新聞
社が唯一の契約相手と判断するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13104
西鉄情報システム
（株）

平成１７年度　ホームペー
ジ作成

岩屋信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町5-10

平成17年8月22日 3,906,000

本業務は、佐賀国道事務所ホームペー
ジにおいて、道路利用者にとって有益
な情報を多く提供し、見やすいページ
の改訂、掲載項目・内容の見直し及び
即時に情報提供できる新システムの構
築等を行うものであり、建設コンサル
タント業務等請負業者選定事務処理要
領及びプロポーザル方式による建設コ
ンサルタント等の手続きに基づき調査
審議の結果、西鉄情報システム㈱を特
定及び委託するにあたって 適業者と
判断した。（会計法第２９条の３第４
項）

その他

13105 （株）佐賀新聞社 地域活性化に関する広報

岩屋信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町5-10

平成17年11月15日 3,381,000

当業務の新聞記事体による広告啓発
は、出来うる限り 大多数の県民への
周知を必要とする。上記の（株）佐賀
新聞社は、全国地方新聞社連合会に加
盟しているとともに、佐賀県内での読
者シェア率が４９％と他紙（Ｂ社２
２％、Ｃ社１３％、Ｄ社８％、Ｅ社
８％）を大きく引き離しており、県内
で も多くの読者を有している新聞社
である。よってその影響力は大きいも
があり、 も効率的且つ効果的な新聞
広告の啓発が可能な新聞社である。以
上から、本業務を、円滑、迅速かつ効
果的に遂行するには、（株）佐賀新聞
社が唯一の契約相手と判断するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他

その他（プロポーザル方式に
よる継続）

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13106 日本無線（株）
佐賀国道道路情報処理装置
改造

岩屋信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町5-10

平成17年12月9日 5,250,000

本件の対象となる道路情報処理装置
は、日本無線㈱の製品であり、ハード
及びソフトウェアの設計、製作、据
付、調整にいたるまでの一切の施工を
行っている。
本件を履行するにあたり、既設設備の
設計思想、基本構成、データ伝送方
式、関連装置間の接続方法を熟知する
ことはもちろんであるが、主な作業と
なるソフトウェアの改造を行うには、
プログラムの処理手順や命令構成等ま
で十分熟知した技術が要求される。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13107 日米電子（株）
電気通信装置監視設備外改
造

岩屋信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町5-10

平成17年12月13日 2,520,000

本件の対象となる電気通信装置監視設
備及び回線監視子装置は、日米電子㈱
の製品であり、ハード及びソフトウェ
アの設計、製作、据付、調整にいたる
までの一切の施工を行っている。
本件の電気通信装置監視設備の改造を
行うにあたり、既設設備の設計思想、
基本構成、データ伝送方式、関連装置
間の接続方法を熟知することはもちろ
んであるが、主な作業となるソフト
ウェアの改造を行うには、プログラム
の処理手順や命令構成等まで十分熟知
した技術が要求される。
回線監視子装置の設置は、他の回線監
視装置との総合調整が必要であり、調
整にあたっては対象装置の設計思想、
基本構成等を十分熟知した技術が必要
とされる。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13108 アンリツ（株） 光線路監視装置外増設

岩屋信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町5-10

平成18年3月14日 997,500

本件の対象となる光線路監視装置及び
主制御機は、アンリツ株式会社の製品
であり、ハード及びソフトウェアの設
計、製作、据付、調整にいたるまでの
一切の施工を行っている。
既設の光線路監視装置は、光ファイバ
線路監視装置仕様書（国電通仕第４５
号）に基づき、製造・設置したもので
ある。仕様書では、機器のハード及び
ソフトウェアの基本機能仕様、測定装
置等の接続に必要な制御方式・イン
ターフェース条件は規定されている
が、測定データの処理方法及び測定装
置の監視制御方法等の詳細な機能・仕
様は規定せず、製造者が独自に設計す
ることとなっている。
既設の主制御機は道路情報表示装置主
制御機（ＩＰ対応型）仕様書（案）に
基づき、製造・設置したものである。
仕様書（案）では、機器のハード及び
ソフトウェアの基本機能仕様、表示装
置等の接続に必要な制御方式・イン
ターフェース条件は規定されている
が、装置内部における構造、信号制御
処理、ソフトウェア開発設定等の詳細
な機能・仕様は規定せず、製造者が独
自に設計することとなっている。
本件を履行するにあたり、既設設備の
設計思想、基本構成、データ伝送方
式、関連装置間の接続方法を熟知する
ことはもちろんであるが、ソフトウェ
アの改造を行うには、プログラムの処
理手順や命令構成等まで十分熟知した
技術が要求される。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13109 （株）稲富組
御殿地区進入路工事用仮橋
（終点側）保守

桒野　修司
九州地方整備局嘉瀬川ダ
ム工事事務所
佐賀市高木瀬東２－１６－
３５

平成17年4月1日 3,150,000

工事用道路として仮橋を設置していたが、
引き続き工事用道路として使用するため仮
橋の据付業者と随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13110 松尾建設（株）
御殿地区進入路工事用仮橋
（起点側）保守

桒野　修司
九州地方整備局嘉瀬川ダ
ム工事事務所
佐賀市高木瀬東２－１６－
３５

平成17年4月1日 2,625,000

工事用道路として仮橋を設置していたが、
引き続き工事用道路として使用するため仮
橋の据付業者と随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13111 祐徳建設興業（株） 御殿地区工事用仮橋保守

桒野　修司
九州地方整備局嘉瀬川ダ
ム工事事務所
佐賀市高木瀬東２－１６－
３５

平成17年10月27日 1,050,000

工事用道路として仮橋を設置していたが、
引き続き工事用道路として使用するため仮
橋の据付業者と随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13112 コマツハウス（株） 庁舎女子トイレ改修外

桒野　修司
九州地方整備局嘉瀬川ダ
ム工事事務所
佐賀市高木瀬東２－１６－
３５

平成18年3月9日 1,869,000

当事務所の庁舎は、コマツハウス㈱から賃
貸借しており、原形変更については、契約
書に基づく協議の結果、躯体及び電気・水
道等の設備の重要部分は、すべてコマツ
ハウス㈱が施工するよう取り決めている。
本件「庁舎女子トイレ改修外」は、庁舎の重
要部分の原形変更であり、上記の理由に
より賃貸人と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13113 （株）エフエム諫早
本明川広報番組制作及び放
送

齋藤　清志
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年4月12日 1,260,000

本件は、本明川流域の様々な事象につい
て取材、番組制作から放送までの一連の
作業を行う。本件の遂行に当たっては、本
明川流域の歴史や現状に精通するととも
に、流域に太い人脈を有すること、及び本
明川流域を放送エリアに含むラジオ局であ
ることが必要である。本件の遂行が可能な
業者は、本明川流域内にある唯一のラジオ
局であり、流域内の取材経験が著しく豊富
な上記業者以外にない。以上のことから、
本業務を円滑且つ的確に遂行するために
は、株式会社エフエム諫早が唯一の契約
相手と判断したため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13114 長崎放送（株）
長崎河川国道事務所事業概
要広報業務

齋藤　清志
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年6月20日 3,811,500

長崎放送㈱は、長崎県内のラジオ局の中
で、速報性、機動力に優れた報　　道部門
を有しているとともに、地域に根差し県内を
網羅するネットワークを有している。また、
平均聴取率もトップであり、長崎県内でラジ
オを媒体とした広報に も効果的である。
さらに、平成１２年より同業務を実施してお
り、業務内容及び目的を熟知しているととも
に、十分な経験と技術を有している。以上
のことから、上記業者は、本業務の目的を
達しうる唯一の業者であると判断したた
め。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13115 （株）長崎新聞社
災害と道シンポジウムに関
する広報掲載

齋藤　清志
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年6月21日 1,463,700

本業務の遂行にあたっては、公共性が高
く、広い啓発及び普及が必要不可欠であ
る。長崎新聞社は、長崎の地域社会に根
付き、県民に広く身近な情報を提供し、長
崎を豊かにするために新聞の使命を遂行
するという理念の基に、新聞を発行し、発
行部数は県内２０万部、シェアは約４割と長
崎県内においては他紙と比較しても普及率
が高く、地域に密接している新聞社であ
る。以上のことから、本業務の履行にあ
たっては、長崎新聞社が契約相手とするの
が適当と判断されるので、会計法第２９条
の３第４項及び同予決令第１０２条の４第３
号を適用し、長崎新聞社と随意契約を行う
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13116 （株）長崎新聞社
長崎地域「防災・減災
フォーラム」関連河川事業
広報

齋藤　清志
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年6月24日 4,756,500

本業務は、長崎県内の住民の防災・減災
意識の啓発を図るために実施するものであ
り、フォ－ラムに来場された方のみならず、
長崎県内の大多数の方々の防災・減災意
識を啓発するとともに、フォ－ラムの開催直
後のみならず、啓発効果を持続させる必要
がある。このため、本業務に当たっては、
フォ－ラムの内容を、長崎県内の大多数の
方々がご覧になられるもので、簡単に保存
して改めて読み返すことのできる媒体であ
る新聞に掲載することが重要となる。また、
履行に当たっては、長崎県内の災害等に
熟知している必要がある。（株）長崎新聞社
は、取材等により長崎県内の災害等に熟
知するとともに、長崎県における新聞発行
部数の約４割のシェアを有する 大の新聞
社であることから、 大の啓発効果を上げ
ることができる唯一の団体であると判断し
たため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

公募を実施



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13117
（社）長崎県公共嘱
託登記司法書士協会

平成１７年度登記業務委託
（単価契約［司法書士］）

齋藤　清志
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年6月28日 297,883

本業務の実施にあたっては、専門的知識と
司法書士法に基づく司法書士の資格及び
継続反復的、一時的に集中して相当数に
及ぶ業務を迅速に処理する能力が必要と
なる。当該協会は、司法書士法第６８条第
１項に基づき、官公署等による不動産登記
の権利に関する嘱託登記の適正かつ迅速
な実施に寄与することを目的として設立さ
れた法人であり、県下全域を網羅する組織
力、当該業務の経験、及び専門的技術力
を十分に有している県内唯一の法人であ
る。以上のことから、本業務を的確かつ迅
速に遂行する能力を有する唯一の契約相
手と判断するものである。（会計法２９条の
３第４項）

その他 単価契約

13118
（社）長崎県公共嘱
託登記土地家屋調査
士協会

平成１７年度登記業務委託
（単価契約［土地家屋調査
士］）

齋藤　清志
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年6月28日 538,160

本業務の実施にあたっては、専門的知識と
土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査
士の資格及び継続反復的、一時的に集中
して相当数に及ぶ業務を迅速に処理する
能力が必要となる。当該協会は、土地家屋
調査士法第６３条第１項に基づき、官公署
等による不動産登記の表示に関する嘱託
登記の適正かつ迅速な実施に寄与するこ
とを目的として設立された法人であり、県下
全域を網羅する組織力、当該業務の経験、
及び専門的技術力を十分に有している県
内唯一の法人である。以上のことから、本
業務を的確かつ迅速に遂行する能力を有
する唯一の契約相手と判断するものであ
る。（会計法２９条の３第４項）

その他 単価契約

13119 （株）長崎新聞社
地球温暖化防止のための道
路政策に関する広報掲載

星隈　順一
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年8月11日 1,484,700

本業務の遂行にあたっては、公共性が高
く、広い啓発及び普及が必要不可欠であ
る。長崎新聞社は、長崎の地域社会に根
付き、県民に広く身近な情報を提供し、長
崎を豊かにするために新聞の使命を遂行
するという理念の基に、新聞を発行し、発
行部数は県内２０万部、シェアは約４割と長
崎県内においては他紙と比較しても普及率
が高く、地域に密接している新聞社であ
る。以上のことから、本業務の履行にあ
たっては、長崎新聞社が契約相手とするの
が適当と判断されるので、会計法第２９条
の３第４項及び同予決令第１０２条の４第３
号を適用し、長崎新聞社と随意契約を行う
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13120 （株）エフエム諫早
本明川事業広報番組制作及
び放送

星隈　順一
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年9月30日 1,260,000

本件は、本明川流域の様々な事業につい
て取材、番組制作から放送までの一連の
作業を行い、流域周辺住民に本明川をＰＲ
することを目的とする。本件の遂行に当
たっては、本明川流域の歴史や現状に精
通するとともに、流域内に太い人脈を有す
ること、及び本明川流域を放送エリアに含
むラジオ局であることが必要である。本件
の遂行が可能な業者は、本明川流域内に
ある唯一のラジオ局であり、流域内の取材
経験が著しく豊富な上記業者以外にない。
以上のことから、本件を円滑且つ的確に遂
行するためには、株式会社エフエム諫早が
唯一の契約相手と判断したため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他

13121 （株）田浦組
小船越地区仮設構造物賃料
及び保守点検作業

星隈　順一
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年10月31日 4,305,000

本作業は、仮設構造物の資材を賃貸契約
にて調達しており、その資材の借り主と契
約締結する必要がある。また、保守点検を
行うには設置時の状況及びその構造を熟
知している必要がある。よって、仮設構造
物及び安全施設を設置した施工業者が、
安全かつスムーズに施工できる唯一の契
約相手と判断するものである。以上の理由
から、会計法第２９条の３第４項及び予算
決算会計令第１０２条の４第３項によりと随
意契約を締結するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他

13122 （株）長崎新聞社
ふるさとのみちと地域再生
に関する広報掲載

星隈　順一
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年11月16日 1,787,935

本業務の遂行にあたっては、公共性が高
く、広い啓発及び普及が必要不可欠であ
る。長崎新聞社は、長崎の地域社会に根
付き、県民に広く身近な情報を提供し、長
崎を豊かにするために新聞の使命を遂行
するという理念の基に、新聞を発行し、発
行部数は県内２０万部、シェアは約４割と長
崎県内においては他紙と比較しても普及率
が高く、地域に密接している新聞社であ
る。以上のことから、本業務の履行にあ
たっては、長崎新聞社が契約相手とするの
が適当と判断されるので、会計法第２９条
の３第４項及び同予決令第１０２条の４第３
号を適用し、長崎新聞社と随意契約を行う
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13123
（株）プロダクショ
ンナップ

本明川広報資料作成業務

星隈　順一
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成18年2月13日 9,817,500
プロポーザル方式に準じた形による特定
（会計法第２９条の３第４項） その他

13124
（株）クオリティ二
十一

本明川デジタルコミック作
成

星隈　順一
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成18年3月3日 2,583,000

上記業者は以前に『本明川コミックスペシャ
ル』の制作を手がけており、その著作物に
関する著作権を有している。著作権につい
ては、著作者等の権利の保護を図り、文化
の発展のために著作権法で保護されてい
る権利であるため、上記業者以外が作成
することができない。このため本件を遂行
するためには『本明川コミックスペシャル』
の著作権を有している上記業者が唯一の
契約相手と判断したため。（会計法第２９条
の３第４項）

その他

13125 （株）トクショウ
大野木場砂防みらい館仮設
トイレ賃貸借

秦耕二
九州地方整備局雲仙復興
事務所
長崎県島原市下川尻町７
－４

平成17年4月1日 800,268
再リースした場合、新規導入に比べ相当安
価となるため
（会計法第２９条の３第４項）

その他

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの（Ｈ
１８契約済み（準プロポ２年目））

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13126
日成ビルド工業
（株）

雲仙復興事務所庁舎リース

秦　耕二
九州地方整備局雲仙復興
事務所
長崎県島原市南下川尻町
７－４

平成17年4月1日 42,564,024

平成８年度、当事務所移設に際し、庁舎用
建物を求めて競争入札を行った結果、日成
ビルド工業（株）が落札した。当該庁舎用建
物の賃貸借期間は平成８年１２月１日から
平成２４年３月３１日までとなっている。よっ
て、上記業者以外に庁舎リースを行えない
ため、随意契約適用法令に基づき、上記業
者と随意契約を行うものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他

13127 （株）日立製作所 土石流観測カメラ改良

秦耕二
九州地方整備局雲仙復興
事務所
長崎県島原市下川尻町７
－４

平成17年12月14日 3,885,000
製造者の独自の設計のため他社が装置の
設置・調整を行うことは不可能である。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

13128
熊本市タクシー商事
（株）

タクシー借上

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成17年4月1日 4,299,300
熊本市、その他周辺のタクシー会社加盟の
唯一の業者、全てのタクシー会社を利用で
きる（会計法２９条の３第４項）

その他 単価契約

随意契約によらざるを得ない
もの

公募を実施

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13129
（株）熊本日日新聞
社

「緑川の日」新聞広告

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成17年4月28日 1,719,900

上記新聞社は｢流域連携で築く豊かな明日
の熊本｣を特集として､平成10年度から企画
しており､流域がひとつとなって｢川｣を大切
にしていくことの啓発や思想の普及を流域
でのさまざまな活動を紹介することにより
図ってきたところである。また本紙は､新聞
の県内販売部数の約７割のシェアを占めて
おり､県民に広く効果的にＰＲするもにとし
て当新聞が唯一の契約相手方として判断
されるものである｡（会計法第２９条の３第４
項）

その他

13130
（社）熊本県公共嘱
託登記司法書士協会

平成１７年度登記業務委託
（司法書士）

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成17年6月6日 1,953,218

本業務の実施にあたっては、専門的知識と
司法書士法に基づく司法書士の資格及び
継続反復的、一時的に集中して相当数に
及ぶ業務を迅速に処理する能力が必要と
なる。当該協会は、司法書士法第６８条第
１項に基づき、官公署等による不動産登記
の権利に関する嘱託登記の適正かつ迅速
な実施に寄与することを目的として設立さ
れた法人であり、県下全域を網羅する組織
力、当該業務の経験、及び専門的技術力
を十分に有している県内唯一の法人であ
る。以上のことから、本業務を的確かつ迅
速に遂行する能力を有する唯一の契約相
手と判断するものである。（会計法２９条の
３第４項）

その他 単価契約

13131
（社）熊本県公共嘱
託登記土地家屋調査
士協会

平成１７年度登記業務委託
（土地家屋調査士）

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成17年6月6日 4,001,123

本業務の実施にあたっては、専門的知識と
土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査
士の資格及び継続反復的、一時的に集中
して相当数に及ぶ業務を迅速に処理する
能力が必要となる。当該協会は、土地家屋
調査士法第６３条第１項に基づき、官公署
等による不動産登記の表示に関する嘱託
登記の適正かつ迅速な実施に寄与するこ
とを目的として設立された法人であり、県下
全域を網羅する組織力、当該業務の経験、
及び専門的技術力を十分に有している県
内唯一の法人である。以上のことから、本
業務を的確かつ迅速に遂行する能力を有
する唯一の契約相手と判断するものであ
る。（会計法２９条の３第４項）

その他 単価契約

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13132
（株）熊本日日新聞
社

道路防災新聞広告

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成17年6月28日 1,834,350
県内新聞の約７割のシェアを占めており広
報媒体としては効果的にＰＲできるため（会
計法第２９条の３第４項）

その他

13133
（株）熊本日日新聞
社

熊本地域防災減災フォーラ
ム関連河川事業広報

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成17年7月7日 4,740,750

今回の広報は､県内人口の７割が居住する
白川・緑川流域を題材として、｢防災減災
フォーラム｣を開催するとともに告知等によ
り広告することで､県下の一般住民､行政関
係者に対して、防災意識の向上を図るもの
であるため、その開催と告知を一括して行
うことが も効果的である。本フォーラムに
関わる告知等は､広く県内社会一般に対し
て､公共性･地域性の高い性質を有してい
るとともに､読み返しが可能な媒体でること
を考慮すると新聞が も有効である｡ 特に
地域性からみた告知という観点では、県内
で もシェアが高い地方紙により告知する
ことが も効果的である。(株)熊本日々新
聞社は、熊本県内の災害に関する情報に
精通しているとともに､熊本県内において
大の発行部数(３５万部､７０％)を有するた
めフォーラムの開催及び県内全域を対象と
した告知効果を も効率的に遂行できる唯
一の相手である｡以上のことから､本業務を
円滑に遂行するためには、(株)熊本日々新
聞社が 適な契約相手と判断するもので
ある｡（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

13134
（株）熊本日日新聞
社

流域連携等新聞広告

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成17年7月21日 2,562,000

(株)熊本日々新聞社は｢流域連携で築く豊
かな明日の熊本｣を特集として､平成10年
度から流域連携の独自の企画及び運営を
実施しており､流域がひとつになって川をを
大切にしていくことの啓発や思想の普及を
図っている｡これまでにも、流域活動団体等
と共に､川をテーマとした様々な活動を行
い､環境教育へのアプローチを図り､環境教
育の実践を通じて､流域連携に対する啓発
意識が非常に高く、多くの活動実績を持っ
ているとともに､活動を通じて流域活動団体
等の交流も多い。また(株)熊本日々新聞社
はこのような活動を記事として特集し､これ
からの流域のあり方､意義等を広く県民に
広報しており、熊本県内において 大の発
行部数(３５万部、７０％)を有するため、県
内全域を対象とした告知効果を も効果的
に遂行できる唯一の相手である。以上のこ
とから本業務を円滑に遂行するためには
(株)熊本日々新聞社が 適な契約相手と
判断するものである｡（会計法第２９条の３
第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

公募を実施

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13135
（株）地域連携ネッ
トワークＩ・Ｃ・Ｇ

道のノート、道の副読本、
道づくしマップ購入

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成17年8月4日 2,730,000
各書籍は当事務所が要求した内容が既に
適切に記載されており、かつ唯一の販売媒
体（会計法第２９条の３第４項）

その他

13136
（株）地域連携ネッ
トワークＩ・Ｃ・Ｇ

パンフレット購入（夏号）

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成17年8月5日 3,234,000

道路や河川に関する様々な市民活動や行
政の動き等を取材し、その多様性・多面性
を編集しているパンフレット｢Ｈａｎｄ　ｔｏ　Ｌａ
ｎｄ」は、上記の報告内容に合致した唯一の
媒体で、上記業者しか取り扱っていないた
め随意契約を行うものである。（会計法第２
９条の３第４項）

その他

13137
（株）熊本県民テレ
ビ

土木事業関連技術振興の広
報実施運営

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成17年8月10日 6,296,850

実行委員会と熊本県民テレビが主催してい
るイベントであり、企画・運営の実務全般を
行っているため、唯一の契約相手方と判断
した（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

その他（競争入札若しくは企
画競争に移行）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13138
（株）熊本日日新聞
社

地球温暖化防止のための道
路政策他新聞広告

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成17年8月12日 1,878,450
県内新聞の約７割のシェアを占めており広
報媒体としては効果的にＰＲできるため（会
計法第２９条の３第４項）

その他

13139
（株）熊本日日新聞
社

くまもとエコモーション
キャンペーン新聞広告

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成17年10月3日 2,100,000

上記業者は、これまでにも流域活動団体等
と共に、川をテーマとした様々な活動を行
い、環境教育、流域連携に対する啓発意
識が非常に高く、多くの活動実績を持って
いるとともに、活動を通じて流域活動団体
等との交流も多い。また上記業者はこのよ
うな活動を記事として特集し､これからの流
域のあり方、意義等を広く県民に広報して
おり、新聞の熊本県内販売数の約７割を占
めているため、県内全域を対象とした告知
効果を も効果的に遂行できる唯一の相
手である｡（会計法第２９条の３第４項）

その他

13140
（株）熊本日日新聞
社

地域活性化応援企画新聞広
告

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成17年11月17日 2,107,875
県内新聞の約７割のシェアを占めており広
報媒体としては効果的にＰＲできるため（会
計法第２９条の３第４項）

その他

13141
（株）地域連携ネッ
トワークＩ・Ｃ・Ｇ

パンフレット購入（秋号）

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成17年12月2日 3,234,000

道路や河川に関する様々な市民活動や行
政の動き等を取材し、その多様性・多面性
を編集しているパンフレット｢Ｈａｎｄ　ｔｏ　Ｌａ
ｎｄ」は、上記の報告内容に合致した唯一の
媒体で、上記業者しか取り扱っていないた
め随意契約を行うものである。（会計法第２
９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13142 小糸工業（株）
二見トンネル外監視装置改
良

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成17年12月2日 3,948,000
小糸工業（株）製作の製品のため、熟知し
ており適切に施工できるため。（会計法第２
９条の３第４項）

その他

13143
（株）地域連携ネッ
トワークＩ・Ｃ・Ｇ

図書購入（２００５年度く
まもと川の女性フォーラ
ム）

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成17年12月21日 3,462,900

上記業者は、｢くまもと川の女性フォーラム｣
の運営・記録などを行い、議事録を作成し
た唯一の業者で、上記業者しか議事録を
所有していないため、随意契約を行うもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13144
（株）地域連携ネッ
トワークＩ・Ｃ・Ｇ

パンフレット購入（Ｈａｎ
ｄ　ｔｏ　Ｌａｎｄ冬号）

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成17年12月21日 4,284,000

道路や河川に関する様々な市民活動や行
政の動き等を取材し、その多様性・多面性
を編集しているパンフレット｢Ｈａｎｄ　ｔｏ　Ｌａ
ｎｄ」は、上記の報告内容に合致した唯一の
媒体で、上記業者しか取り扱っていないた
め随意契約を行うものである。（会計法第２
９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13145 ㈱岩根研究所
道路ビデオＧＩＳシステム
画像更新作業

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成18年2月9日 24,097,500

過去に同様のソフトを開発しており、今回
はそれを活かすことが必須条件であるた
め、他社にはできない（会計法第２９条の３
第４項）

その他

13146
（株）地域連携ネッ
トワークＩ・Ｃ・Ｇ

パンフレット購入（春号）

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成18年3月6日 3,234,000

道路や河川に関する様々な市民活動や行
政の動き等を取材し、その多様性・多面性
を編集しているパンフレット｢Ｈａｎｄ　ｔｏ　Ｌａ
ｎｄ」は、上記の報告内容に合致した唯一の
媒体で、上記業者しか取り扱っていないた
め随意契約を行うものである。（会計法第２
９条の３第４項）

その他

13147 東亜建設技術（株）
球磨川水系流域概要説明資
料作成業務

東出　成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町１－７０８－
２

平成17年4月13日 5,512,500

本業務は、既存システムの三次元画像（小
範囲）に衛星画像を部分合成し、再度三次
元化（広範囲）を図り、球磨川で過去に発
生した出水状況写真及び浸水区域等の情
報を三次元画像に取り込み、球磨川本川
部の高解像度の動画を作成するものであ
る。東亜建設技術株式会社は、既存システ
ムの三次元画像の作成を「球磨川流域空
中写真撮影業務」「球磨川航空写真図化修
正業務」「球磨川三次元シュミレーション作
成業務」により平成１４年度に一括して実
施している。今回は、三次元ＧＩＳを用いて
球磨川水系流域概要説明資料を作成する
ものであるため、既存システムの機能及び
設定環境等の情報を熟知しておく必要があ
る。このことから、既存システムの作成業務
を担当した東亜建設技術株式会社が本業
務を円滑かつ的確に遂行できる唯一の契
約相手方と判断するものである。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13148
（社）熊本県公共嘱
託登記土地家屋調査
士協会

登記業務委託［土地家屋調
査士］

東出　成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町１－７０８－
２

平成17年5月10日 759,464

本業務の実施にあたっては、専門的知識と
土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査
士の資格及び継続反復的、一時的に集中
して相当数に及ぶ業務を迅速に処理する
能力が必要となる。当該協会は、土地家屋
調査士法第６３条第１項に基づき、官公署
等による不動産登記の表示に関する嘱託
登記の適正かつ迅速な実施に寄与するこ
とを目的として設立された法人であり、県下
全域を網羅する組織力、当該業務の経験、
及び専門的技術力を十分に有している県
内唯一の法人である。以上のことから、本
業務を的確かつ迅速に遂行する能力を有
する唯一の契約相手と判断するものであ
る。（会計法２９条の３第４項）

その他 単価契約

13149
（株）地域連携ネッ
トワークＩ・Ｃ・Ｇ

パンフレット購入（Ｈａｎ
ｄ　ｔｏ　Ｌａｎｄ　夏
号）

東出　成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町１－７０８－
２

平成17年7月6日 2,100,000

道路や河川に関する様々な市民活動や行
政の動き等に取材し、その多様性・多面性
を編集しているパンフレット「Ｈａｎｄ　ｔｏ　Ｌａ
ｎｄ」は、上記の広報内容に合致した唯一の
媒体で、上記業者しか取り扱っていないた
め随意契約を行うものである。（会計法第２
９条の３第４項）

その他

13150 （株）拓和
八代河川国道事務所萩原水
位計落雷障害修繕

東出　成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町１－７０８－
２

平成17年8月12日 2,205,000

本設備は、球磨川の水位を適切に収集す
るもので、上記業者により設計・製作された
ものである。本件においては、落雷に伴う
設備障害により水位データが収集できず、
球磨川における河川情報の信頼性が低下
する恐れがあるため緊急に適切な措置を
行うものである。設備のシステム構成・装
置構成・ソフトウェア及び機能に精通した上
記業者以外では、緊急に確実な修理の対
応が出来ない。このため、会計法第２９条
の３第４項及び予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号を適用し、上記業者と随意
契約を締結するものである。（会計法第２９
条の３第４項）

その他

13151 富士通（株）
八代河川国道事務所遠隔制
御装置外落雷障害修繕

東出　成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町１－７０８－
２

平成17年8月18日 1,890,000

　本設備は、国土交通省の通信回線を適
切に確保するもので、上記業者により設
計・製作されたものである。本件において
は、落雷に伴う設備障害により適正な信号
の送受信がなされておらず通信回線の信
頼性が低下していることから緊急に適切な
措置を行うものである。設備のシステム構
成・装置構成・ソフトウェア及び機能に精通
した上記業者以外では、緊急に確実な修
理の対応が出来ない。このため、会計法第
２９条の３第４項及び予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号を適用し、上記業者と
随意契約を締結するものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13152 （株）土井組
熊本３号乙千屋川地区仮橋
賃貸借

東出　成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町１－７０８－
２

平成17年8月31日 3,780,000

（株）土井組は、仮橋を設置した業者であ
り、仮橋の所有者でもある。以上のことか
ら、本件を円滑かつ的確に遂行するために
は、（株）土井組が唯一の契約相手と判断
するものである。このため本件は、会計法
第２９条の３第４項及び予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号により、（株）土井組
と随意契約を締結するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

その他

13153 日本電気（株）
八代出張所ＣＣＴＶ制御設
備外落雷障害修繕

東出　成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町１－７０８－
２

平成17年8月31日 2,415,000

本設備は、国土交通省八代河川国道事務
所及び八代出張所並びに人吉出張所の防
災時の管内の動画画像を適切に確保する
もので、上記業者により設計・製作されたも
のである。本件においては、落雷に伴う設
備障害により適切な画像の監視・提供等情
報伝達が出来なくなり信頼性が低下してい
ることから緊急に適切な措置を行うもので
ある。設備のシステム構成・装置構成・ソフ
トウェア及び機能に精通した上記業者以外
では、緊急に確実な修理の対応が出来な
い。このため、会計法第２９条の３第４項及
び予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号を適用し、上記業者と随意契約を締結す
るものである。（会計法２９条の３第４項）

その他

13154
（株）熊本日日新聞
社

地域活性化応援に関する新
聞広告

東出　成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町１－７０８－
２

平成17年11月14日 2,107,875

本業者は、新聞の県内販売数の約７割の
シェアを占めており、県民に広く効果的にＰ
Ｒしていく媒体としては、当新聞が唯一の
契約相手方として判断されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13155 （株）平野組
芋川地区仮橋賃貸借及び保
守点検

東出　成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町１－７０８－
２

平成17年11月15日 3,108,000

（株）平野組は、仮橋を設置した業者であ
り、仮橋の構造、耐久力等、設計に係わる
情報を所有しているとともに仮橋を構成す
る鋼材のリース契約者でもある。以上のこ
とから、本件を円滑かつ的確に遂行するた
めには、（株）平野組が唯一の契約相手と
判断するものである。このため本件は、会
計法第２９条の３第４項及び予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号により、（株）平
野組と随意契約を締結するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13156 日本無線（株）
八代局テレメータ監視装置
改造

東出　成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町１－７０８－
２

平成17年12月14日 4,305,000

本設備は、球磨川流域の河川管理業務を
適切に行うため、雨量、水位等の観　測
データを収集し、事務所内で表示及び印字
できるよう上記業者より設計・製作されたも
のである。本改造は、八代河川国道事務
所に設置している既設テレメータ監視装置
及び　傍受監視装置を構成するプリンタが
老朽化し交換部品等の調達が困難である
ため、更新を行い、それに伴うテレメータ監
視装置内の基本制御部、印字制御部１、印
字制御部２の改造を行うものである。テレ
メータ監視装置及びそのシステムを構成す
る装置等の設備条件、動作条件及び外部
装置との接続条件等については標準仕様
書、特記仕様書等で指定を行っているが、
装置内部構成、装置内部における各装置
への通信制御等の信号処理、機能等につ
いては、定められていないため、上記業者
以外では技術レベルにおいて作業を行うこ
とは不可能である。このため、本件は、上
記法令を適用し随意契約とするものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13157 東亜建設技術（株）
球磨川水系流域概要資料修
正

東出　成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町１－７０８－
２

平成18年1月20日 1,543,500

東亜建設技術株式会社は、航空画像・衛
星画像及び座標データを自社独自のデー
タ変換手順により３Ｄ動画作成ソフトを使用
し、既存の高解像度動画を作成している。
本業務は、この既存動画の短編版を作成
するものであり、東亜建設技術株式会社が
本業務を円滑かつ的確、効率的に遂行で
きる唯一の契約相手と判断するものであ
る。このため本業務は、会計法第２９条の３
第４項及び予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号により、東亜建設技術株式会社
と随意契約を締結するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13158 タイセイ電機（株） 人吉出張所発電設備修理

東出　成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町１－７０８－
２

平成18年1月30日 1,785,000

本修理は、人吉出張所に設置している既
設非常用発電設備（37.5KVA）の劣　化部
品の修理を行うとともに、各機器の精密点
検を実施するものである。発電設備の設備
条件、動作条件及び外部装置との接続条
件等については標準仕様書、特記仕様書
等で指定を行っているが、機器単体の寸
法、構造設計、また装置内部における信号
処理、警報処理、電源供給系統、並びに発
電設備を構成する機器の連動動作条件等
については、特記仕様書等では規定せず、
製造者が独自に設計することとなってい
る。既設の発電設備は上記業者が設計・製
作しており、発電設備を構成している発電
機及び発電機始動装置並びに連動動作条
件等が独自設計となっているため、既設機
器の不良箇所の原因調査及び復旧方法の
検討を行う本修理を上記業者以外のもの
が行うことは不可能である。したがって、技
術レベル等において上記業者以外では作
業を行うことが不可能なため、上記法令を
適用し随意契約とするものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他

13159 日本無線（株）
球磨川ディジタル端局装置
改良

東出　成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町１－７０８－
２

平成18年1月30日 3,517,500

当事務所に設置されているディジタル端局
装置は、球磨川河川に設置されている光
ファイバーケーブルにて各種信号の送受信
を適切に処理するために上記業者により設
計・製作された装置である。今回、樋門・樋
管への遠方監視及びＬＥＤ表示装置の遠
方監視・制御を行うための基板追加にあた
り、ディジタル端局装置のシステム構成・機
器構成並びに機能に精通した上記業者以
外では、技術レベルにおいて作業を行うこ
とが不可能である。このため、本件は、会
計法第２９条の３第４項及び予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号により、日本無
線株式会社と随意契約を締結するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13160 富士通（株） 事務所電話交換機改造

東出　成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町１－７０８－
２

平成18年2月3日 3,150,000

本設備は、国土交通省通信回線を利用し
た自営線及び一般回線で送受信する音声
信号を適切に処理するために上記業者に
より設計・製作されたものである。今回、外
線・内線の番号表示を行うにあたり、電話
交換設備のシステム構成・機器構成・装置
構成及び内部基板構成並びに機能に精通
した上記業者以外では、技術レベルにおい
て作業を行うことが不可能である。このた
め、本件は、会計法第２９条の３第４項及
び予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号により、富士通株式会社と随意契約を締
結するものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13161 （株）熊本クボタ
草刈機（１２－４９９２・
１５－４９９３）定期整備

東出　成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町１－７０８－
２

平成18年2月7日 1,946,831

草刈機（大型遠隔操縦式）は国土交通省と
㈱クボタが共同で開発導入した自動制御
や遠隔操縦機構等の先端技術を搭載した
特殊な建設機械である。修理にあたって
は、その目的、構造及び機能等を十分に熟
知し、また修理内容にも精通した高度な技
術者を要することから、本業務を円滑且つ
的確に遂行するためには、㈱クボタより技
術指導がなされた関連会社が唯一の契約
相手と判断するものである。このため本業
務は、会計法第２９条の３第４項及び予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号によ
り、㈱熊本クボタと随意契約を締結するも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

13162
（株）地域連携ネッ
トワークＩ・Ｃ・Ｇ

パンフレット購入（Ｈａｎ
ｄ　ｔｏ　Ｌａｎｄ　冬
号）

東出　成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町１－７０８－
２

平成18年2月14日 3,150,000

道路や河川に関する様々な市民活動や行
政の動き等に取材し、その多様性・多面性
を編集しているパンフレット「Ｈａｎｄ　ｔｏ　Ｌａ
ｎｄ」は、上記の広報内容に合致した唯一の
媒体で、上記業者しか取り扱っていないた
め随意契約を行うものである。（会計法第２
９条の３第４項）

その他

13163
荏原テクノサーブ
（株）

八代城川浄化用水導入施設
ポンプ修理

東出　成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町１－７０８－
２

平成18年2月24日 3,759,000

八代城川浄化用水導入施設は、平成８年
３月に完成し、平成１０年６月に国土交通
省が取水口、ポンプ場、着水井、操作室を
管理し、八代市が導水管、せせらぎ水路、
管渠型側溝を管理するという管理協定がな
されている。八代城は県指定の文化財であ
り、県外から多数の観光客が訪れ、さらに
は、市民の憩いの場所ともなっている。
従って、八代城川の浄化を停滞させること
は、八代市に多大なリスクを与えることとな
り、ひいては、事業の当初目的が遂行され
なくなり、極力避けなければならない。今
回、故障したポンプを早急に修理する必要
がある。本ポンプは、（株）荏原製作所によ
り設計製作されたものであり、修理を行うに
はポンプの構造及び機能等を十分に熟知
し、また、修理内容にも精通している必要
がある。よって、（株）荏原製作所と技術提
携がなされ、十分な技術を持つ荏原テクノ
サーブ（株）が唯一の契約相手と判断す
る。このため本業務は、会計法第２９条の３
第４項及び予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号により、荏原テクノサーブ（株）と
随意契約を締結するものである。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企
画競争に移行）（数社指名で
の競争入札を検討中）

随意契約によらざるを得ない
もの

競争入札に移行したもの（H１
８年度以降にポンプ故障の事
象が発生した場合、一般競争
を実施）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13164
（株）地域連携ネッ
トワークＩ・Ｃ・Ｇ

パンフレット購入（Ｈａｎ
ｄ　ｔｏ　Ｌａｎｄ　春
号）

東出　成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町１－７０８－
２

平成18年3月15日 2,100,000

道路や河川に関する様々な市民活動や行
政の動き等に取材し、その多様性・多面性
を編集しているパンフレット「Ｈａｎｄ　ｔｏ　Ｌａ
ｎｄ」は、上記の広報内容に合致した唯一の
媒体で、上記業者しか取り扱っていないた
め随意契約を行うものである。（会計法第２
９条の３第４項）

その他

13165 （株）荏原製作所
川辺川ダムコンクリート冷
却設備保管業務

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成17年4月1日 1,417,500

　本件は、平成１２年度に発注した「川辺川
ダムコンクリート冷却設備解体撤去工事」
により、撤去を行ったコンクリート冷却設備
を仮置保管するものである。現在、コンク
リート冷却設備は、「川辺川コンクリート冷
却設備解体撤去工事」の施工業者である
上記業者の工場敷地内に保管しており、他
の場所に移設する費用等を考えた場合、
現在の場所に引き続き仮置保管する契約
を上記業者と結ぶことが経済的に有利だと
考えられる。
　上記の理由により、会計法２９条の３第４
項及び予決令第１０２条の４第４号ロの規
定に基づき、（株）荏原製作所九州支店と
随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13166 （株）栗本鐵工所
川辺川ダム骨材生産設備保
管業務

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成17年4月1日 7,045,500

　本件は、平成１２年度に発注した「川辺川
ダム骨材生産設備解体撤去工事」により、
撤去を行った骨材生産設備を仮置保管す
るものである。現在、骨材生産設備は、「川
辺川ダム骨材生産設備解体撤去工事」の
施工業者である上記業者の工場敷地内に
保管しており、他の場所に移設する費用等
を考えた場合、現在の場所に引き続き仮置
保管する契約を上記業者と結ぶことが経済
的に有利だと考えられる。
　上記の理由により、会計法２９条の３第４
項及び予決令第１０２条の４第４号ロの規
定に基づき、（株）栗本鐵工所九州支店と
随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13167 （株）日立製作所
川辺川ダムコンクリート打
設設備保管業務

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成17年4月1日 6,909,000

本件は、平成１１年度に発注した「川辺川
ダムコンクリート打設設備解体撤去工事」
により、撤去を行ったコンクリート打設設備
を仮置保管するものである。現在、コンク
リート打設設備は、「川辺川コンクリート打
設設備解体撤去工事」の施工業者である
上記業者の工場敷地内に保管しており、他
の場所に移設する費用等を考えた場合、
現在の場所に引き続き仮置保管する契約
を上記業者と結ぶことが経済的に有利だと
考えられる。上記の理由により、会計法２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第４
号ロの規定に基づき、（株）日立製作所九
州支社と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13168 （有）はと衛生社 頭地浄化槽管理業務

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成17年4月1日 3,276,000

　本件は、熊本県五木村頭地にある頭地
浄化槽設備の維持管理を行うものである。
五木村において、浄化槽清掃業を行う場合
は、五木村の許可が必要である。上記の
許可が下りている業者は、有限会社はと衛
生社のみであり、他の業者では五木村に
おける浄化槽清掃業許可がないため、頭
地浄化槽の維持管理業務を行うことができ
ない。
　上記の理由により、会計法２９条の３第４
項及び予決令第１０２条の４第３号の規定
に基づき、有限会社はと衛生社と随意契約
を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13169
荏原エンジニアリン
グサービス（株）

川辺川ダム濁水処理設備保
管業務

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成17年4月1日 10,920,000

　本件は、平成１４年度に発注した「濁水処
理設備工事」により、製作を行った濁水処
理設備を仮置保管するものである。現在、
濁水処理設備は、「濁水処理設備工事」の
施工業者である上記業者の工場敷地内に
保管しており、他の場所に移設する費用等
を考えた場合、現在の場所に引き続き仮置
保管する契約を上記業者と結ぶことが経済
的に有利だと考えられる。
　上記の理由により、会計法２９条の３第４
項及び予決令第１０２条の４第４号ロの規
定に基づき、荏原ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ（株）
九州支店と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13170 石川島建機（株）
川辺川ダムコンクリート生
産設備保管業務

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成17年4月1日 5,365,500

　本件は、平成１２年度に発注した「川辺川
ダムコンクリート生産設備解体撤去工事」
により、撤去を行ったコンクリート生産設備
を仮置保管するものである。現在、コンク
リート生産設備は、「川辺川コンクリート生
産設備解体撤去工事」の施工業者である
上記業者の工場敷地内に保管しており、他
の場所に移設する費用等を考えた場合、
現在の場所に引き続き仮置保管する契約
を上記業者と結ぶことが経済的に有利だと
考えられる。
　上記の理由により、会計法２９条の３第４
項及び予決令第１０２条の４第４号ロの規
定に基づき、石川島建機株式会社と随意
契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13171 川崎重工業（株）
川辺川ダム一次破砕設備保
管業務

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成17年4月1日 11,550,000

　本件は、平成１１年度に発注した「川辺川
ダム一次破砕設備工事」により、転用整備
及び製作を行った一次破砕設備を仮置保
管するものである。現在、一次破砕設備
は、「川辺川ダム一次破砕設備工事」の施
工業者である上記業者の工場敷地内に保
管しており、他の場所に移設する費用等を
考えた場合、現在の場所に引き続き仮置
保管する契約を上記業者と結ぶことが経済
的に有利だと考えられる。
　上記の理由により、会計法２９条の３第４
項及び予決令第１０２条の４第４号ロの規
定に基づき、川崎重工株式会社九州支社
と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13172
（社）熊本県造園建
設業協会

川辺川ダム水没地内樹木養
生管理

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成17年5月12日 2,383,500

　本業務を遂行するにあたって、対象とす
る移植予定の樹木は幹周り７ｍ以上の大
径木で、且つ推定年齢５００～６００年の老
木を主に、多種にわたる大径木を移植する
ものであり、また、このような規模の移植事
例は非常に少ない。このため観察、養生、
管理などに高度な技術、豊富な経験が必
要とするため、樹木医等による養生管理が
不可欠となる。また、今後予定される移植
にあたっての配慮も必要となる。社団法人
熊本県造園建設業協会は、熊本県におけ
る大径木の診断や樹木調査、移植等につ
いての豊富な実績を有し、本業務で必要と
なる経験豊富で優秀な樹木医などの技術
者を多く配置しているとともに、熊本県内で
も有数の大径木の移植工事・調査の実績
がある。このことから、大径木移植にあたっ
ての知識や経験を有効に活用できるものと
判断される。したがって、本業務を円滑且
つ的確に遂行するためには、社団法人熊
本県造園建設業協会が唯一の契約相手で
ある。
　以上のことから本業務は、会計法第２９
条の３第４項及び予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により、社団法人熊本県造
園建設業協会と随意契約を締結するもの
である。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13173
エヌ・ティ・ティ・
インフラネット
（株）

瀬目地区変位監視設備調整

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成17年6月28日 4,588,500

　上記業者は、変位監視設備の納入業者
であり、装置の仕様が独自設計となってい
るため、変位監視設備の調整を他のもの
が作業することは不可能である。
　従って、技術レベル等において上記業者
以外では作業を行うことが不可能なため、
上記法令を適用し随意契約するものであ
る。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13174
（株）アイ・シー・
ジー

パンフレット購入（夏号）

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成17年6月29日 2,940,000

　河川に関する様々な市民活動や行政の
動きなどに取材し、その多様性・多面性編
を集しているパンフレット「Hand to Land」
は、上記の広報内容に合致した唯一の媒
体で、上記業者しか取り扱っていないため
随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13175 綜合企画（株） 川辺川ダム広報企画運営

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成17年7月22日 2,961,000

　本件を円滑に実施するためには高い企
画能力、運営能力が求められる。そのため
本件ではイベントを実施する際に必要とな
るイベントの企画能力、運営能力及び経験
などを判断するために事前に複数社に提
案書の提出を求めたものである。提案書に
ついて調査審議の結果、綜合企画株式会
社が本件を委託するにあたり 適業者で
あると判断される。
　以上のことから、本業務は会計法第２９
条の３第４項及び予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により、綜合企画株式会社
と随意契約を締結するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13176
荏原エンジニアリン
グサービス（株）

頭地給水設備２号膜ろ過装
置膜洗浄

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成17年9月22日 4,788,000

　本件は、平成１２年度に㈱荏原製作所が
製作・据付を行ったものである。当該設備
は、膜ろ過方式の技術を採用している施設
である。当該技術は、平成５年に厚生省、
国立公衆衛生院及び（社）水道浄水プロセ
ス協会の参加によって膜ろ過による水質浄
化技術の開発・確立された技術であり、各
メーカーによるろ過圧力、膜への洗浄方
法、メンテナンス技術についても各社のノ
ウハウにより構築されて特殊技術である。
今回の実施内容である膜洗浄についても
前述に示した技術に対する各機器の調整
設定のノウハウを持つ施工業者の設備の
メンテナンスを主務としている上記の業者
でなければ実施出来ないものである。
　よって会計法第２９条の３項第４項及び予
決令第１０２条の４第３号を適用して上記業
者と随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

企画競争を実施（既に企画競
争を実施（コンペ方式））

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13177 （有）はと衛生社
頭地浄化槽管理業務（その
２）

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成17年9月30日 2,877,000

　本件は、熊本県五木村頭地にある頭地
浄化槽設備の維持管理を行うものである。
五木村において、浄化槽清掃業を行う場合
は、五木村の許可が必要である。上記の
許可が下りている業者は、有限会社はと衛
生社のみであり、他の業者では五木村に
おける浄化槽清掃業許可がないため、頭
地浄化槽の維持管理業務を行うことができ
ない。
　上記の理由により、会計法２９条の３第４
項及び予決令第１０２条の４第３号の規定
に基づき、有限会社はと衛生社と随意契約
を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13178
（株）地域連携ネッ
トワークＩ・Ｃ・Ｇ

パンフレット購入（秋号）

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成17年11月2日 2,940,000

　河川に関する様々な市民活動や行政の
動きなどに取材し、その多様性・多面性編
を集しているパンフレット「Hand to Land」
は、上記の広報内容に合致した唯一の媒
体で、上記業者しか取り扱っていないため
随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13179
（株）地域連携ネッ
トワークＩ・Ｃ・Ｇ

パンフレット購入（冬号）

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成18年1月10日 2,940,000

　河川に関する様々な市民活動や行政の
動きなどに取材し、その多様性・多面性編
を集しているパンフレット「Hand to Land」
は、上記の広報内容に合致した唯一の媒
体で、上記業者しか取り扱っていないため
随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13180
（株）東京測器研究
所

多段式傾斜計購入

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成18年1月17日 3,125,776

　今回購入する計器については、瀬目地区
において地盤の変位量や変位方向を正確
に計測し、地盤変状と降雨の関連性を自動
且つ継続的に観測することが必要である。
株式会社東京測器研究所は、応力測定技
術の開発と、より確かな製品を生むための
品質保証体制の確立を両輪とした効率の
良い優れた「計測システム」の創造を目的
として設立された機関であり、ひずみゲー
ジ（物体の抵抗変化によりひずみを測定す
るセンサ）を応用した荷重計・変位計などの
地盤変動観測に用いる測定機器に関し、
高度かつ専門的な技術を有している。ま
た、地山の地盤変動を自動且つ継続的に
観測でき、地盤の変位量や変位方向を正
確に計測できる計器を販売している唯一の
業者である。
　従って、技術レベル等において上記業者
以外では計器購入が不可能であるため、
上記法令を適用し随意契約とするもとであ
る。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13181
エヌ・ティ・ティ・
インフラネット
（株）

変位監視設備光スイッチ購
入

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成18年2月20日 1,890,000

　今回購入する光スイッチは瀬目地区で運
用している変位監視設備内に搭載している
機器である。
　上記業者は、変位監視設備の納入業者
であり、装置の仕様が独自設計となってい
るため、インタフェース、機器特性等におい
て今回購入品である光スイッチを他のもの
が納入することは不可能である。
　従って、技術レベル等において上記業者
以外では納入を行うことが不可能なため、
上記法令を適用し随意契約するものであ
る。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13182
（株）地域連携ネッ
トワークＩ・Ｃ・Ｇ

パンフレット購入（春号）

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成18年3月9日 2,520,000

　河川に関する様々な市民活動や行政の
動きなどに取材し、その多様性・多面性編
を集しているパンフレット「Hand to Land」
は、上記の広報内容に合致した唯一の媒
体で、上記業者しか取り扱っていないため
随意契約を行うものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13183
大和工商リース
（株）

資料倉庫購入

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成18年3月16日 3,675,000

　本件の実施にあたっては、専門的で確実
な知識経験及び作業を必要とする。
　大和工商リース株式会社は、平成５年度
より当事務所へ建物を賃貸借により供給し
ており、今回その建物を購入し、資材倉庫
に使用することとする。
　以上のことから本件を遂行するうえで、大
和工商リース株式会社が も適切かつ唯
一の契約相手と判断するものである。
　このため、会計法第２９条の３第４項並び
に予決令第１０２条の４第３号を適用して、
随意契約を行い業務の円滑な遂行を図る
ものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13184
（有）旭総合メンテ
ナンス

竜門ダム管理支所浄化槽維
持管理

是沢　毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成17年4月1日 1,239,840

本業務においては、浄化槽法第３５条にお
ける浄化槽清掃業の菊池市からの許可を
受けている必要があり、当該業者は、この
許可を受けている唯一の業者である。よっ
て上記業者を選定し、会計法第２９条の３
第４項及び予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号を適用し、随意契約するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他 単価契約

13185
（株）地域連携ネッ
トワークＩ・Ｃ・Ｇ

菊池川流域情報資料作成

是沢　毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成17年5月23日 4,462,500

 　本業務の遂行においては、菊池川河川
事務所が実施している事業・取り組んでい
る内容について十分理解している必要があ
ると共に、地域に根ざしたタイムリーな情報
の収集・取材能力、流域住民に対し解りや
すく理解しやすい広報誌の作成能力を有し
ていることが必要不可欠である。また、地
域交流会を開催するにあたり、実行委員会
の立ち上げ等において地域とのネットワー
クを有している必要がある。（株）地域連携
ネットワーク　Ｉ・Ｃ・Ｇは、菊池川河川事務
所が実施している各種取り組みを取材し平
成１５・１６年度と「菊池川流域新聞」を作成
しており、菊池川河川事務所が実施してい
る河川事業・取り組み等を十分理解してい
ると共に、地域住民向けの地域に根ざした
熊本県内の河川・道路・地域を主体とした
情報誌「Hand to Land」を平成５年度より作
成しており、地域住民の解りやすい広報誌
作成能力を有している。また、（株）地域連
携ネットワーク　Ｉ・Ｃ・Ｇは、「菊池川流域女
性懇談会」、「全国川の子どものフェスティ
バル」、「水環境講演会」等を開催してお
り、地域との連携・情報収集ネットワークを
有している。以上のことから、本業務を的確
且つ円滑に遂行するためには、（株）地域
連携ネットワーク　Ｉ・Ｃ・Ｇが唯一の契約相
手であることから、会計法第２９条の３第４
項及び予算決算及び会計令第１０２条の４
第３号により、（株）地域連携ネットワーク
Ｉ・Ｃ・Ｇと随意契約を締結するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

企画競争を実施（平成１９年
度より企画競争等に移行予
定）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13186 光陽無線（株）
竜門ダム利水データ情報配
信システム構築作業

是沢　毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成18年1月31日 7,770,000

既設防災情報提供設備の調達時の仕様
は、他装置（河川情報処理設備、レーダ雨
量計設備、大型表示設備、行政系ＰＣ等）
との接続に必要な電気的条件及び構造的
条件を規定しているが、その装置の内部に
おける信号処理、電気系統及びソフトウェ
ア等については、仕様では規定せず、製造
者が独自に設計することとなっている。既
設防災情報提供設備は、上記の会社が設
計・製作したもので、その装置内部が独自
設計となっているため、他のものが改造す
ることは、不可能である。このため、本作業
を上記の会社以外に発注することは不可
能であり、上記法令を適用し、同社と随意
契約を締結するものである。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地があり

13187
（株）エイシンテッ
ク

ラジコン草刈機（ＡＭＸ－
７）２個定期整備

是沢　毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成18年2月17日 1,443,030

ラジコン草刈機は国土交通省と（株）クボタ
が共同で開発導入した自動制御や遠隔操
縦機構等の先端技術を搭載した特殊な建
設機械である。本業務の遂行にあたっては
その目的、構造及び機能等を十分に熟知
し、また整備内容に精通した高度な技術者
を必要とする。本機種のメンテナンスにつ
いては、上記業者が県内での指定を受け
たサービス工場である。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地があり

13188
（株）地域連携ネッ
トワークＩ・Ｃ・Ｇ

立野ダムカレンダー作成業
務

城戸達則
九州地方整備局立野ダム
工事事務所
熊本市下南部１丁目４－７
３

平成17年10月21日 1,260,000

本業務は、役務の提供等に係る競争参加
資格審査事務取扱要領及びプロポーザル
方式による役務の提供等の手続きに基づ
き調査審議の結果、（株）地域連携ネット
ワークI・C・Gを特定し委託するにあたって
の 適業者と判断したため、会計法２９条
の３第４項及び予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号により同社と随意契約を締
結するものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他

公募を実施

その他（競争入札若しくは企
画競争に移行）（数社指名で
の競争入札を検討中）

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13189 （株）後藤組
大分１０号　元町地区仮橋
保守点検

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

平成17年4月1日 33,495,000

当該仮橋がリースであり、前工事と後工事
に密接不可分な関係にあり一環した施工
が必要とされるので、前工事において仮橋
の施工者である（株）後藤組が も 適と
判断するものである。（会計法第２９条の３
第４項）

その他

13190 （株）大分放送
大分河川国道事務所事業概
要広報業務

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

平成17年4月11日 1,512,000

（株）大分放送は、放送業務全般に関する
幅広い知識とラジオ放送に関する経験が
豊富であると共に、大分県内のラジオ局と
しては民放で唯一、県内を網羅するネット
ワークを有しているため。（会計法第２９条
の３第４項）

その他

13191
（有）大分合同新聞
社

管内事業広報宣伝作業

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

平成17年4月28日 10,111,500

（有）大分合同新聞社は、大分県内の唯一
の地方紙として１日約２３．５万部（朝刊）を
発刊しており、大分県内の普及率は５５％
を占めていること。また新聞紙面とホーム
ページを活用した広報が可能であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13192
おおいたインフォ
メーションハウス
（株）

道路事業タウン誌掲載

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

平成17年4月28日 5,670,000

おおいたインフォメーションハウス（株）は、
月刊誌「シティ情報おおいた」の編集発行
を行っており、また全国４９タウン誌からな
る道づくり街づくりタウン誌ネットワークの大
分県内における唯一の会員であり、月刊誌
「シティ情報おおいた」に掲載することが
適であるため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他

13193
特定非営利活動法人
河童倶楽部

平成１７年度大野川流域懇
談会運営作業

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

平成17年6月21日 1,785,000

特定非営利活動法人河童倶楽部は、大野
川流域の各地で川に関して活動する市民
団体等をまとめ上げ、大野川流域ネット
ワーキングの組織を立ち上げた法人であ
る。また大野川流域ネットワーキングや大
野川流域懇談会の事務局も担当し大野川
流域で行政と一体となった市民参加の川づ
くりを実施している団体に委託することが
適であるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地があり

13194
（有）大分合同新聞
社

大分地域「防災・減災
フォーラム」関連広報

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

平成17年6月23日 3,759,000

（有）大分合同新聞社は、大分県内の唯一
の地方紙として大分県内の発行部数を有
しているため、防災についての意識向上を
図るために県内全域を対象とした広報効果
を も効果的に遂行できる唯一の相手方
であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

随意契約によらざるを得ない
もの

企画競争を実施

公募を実施



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13195 松下電器産業（株）
特殊車両自動計測装置（基
地システム）点検整備業務

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

平成17年11月21日 3,780,000

本装置は、平成１１年度に松下電器産業
（株）が製作据付を行っており、ソースプロ
グラム等についても独自に開発したもので
あるため唯一の相手方であると判断したた
め。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13196 ㈱さとうベネック
大分３８７号上野地１号橋
仮桟橋賃料

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

平成17年12月6日 1,365,000

当該仮橋がリースであり、前工事と後工事
に密接不可分な関係にあり一環した施工
が必要とされるので、前工事において仮橋
の施工者である（株）さとうべネックが も

適と判断するものである。（会計法第２９
条の３第４項）

その他

13197 （株）酉島製作所
乙津下流堰監視制御装置改
造

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

平成18年2月10日 8,085,000

本装置は、平成８年度に（株）酉島製作所
が製作据付を行っており、データ処理や装
置の改造に伴う構成を知りうる唯一の相手
方であると判断したため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があり

13198 （株）友岡組 中道橋仮桟橋賃貸借

西川　勝義
九州地方整備局佐伯河川
国道事務所
大分県佐伯市長島町4-
14-14

平成17年4月1日 3,885,000

当該仮桟橋は、大分５７号中道橋下部工
（Ｐ１，Ｐ２）工事において（株）友岡組が設
置したものであるが、引き続き施工する下
部工の残工事及び上部工工事、中道地区
の改良工事においても仮桟橋が必要とな
るが、当該仮桟橋を利用することで工期短
縮が図られ、なおかつ経済的にも有利であ
ると判断し、当該仮桟橋を存置することとし
た。
当該仮桟橋は（株）友岡組が保有者であ
り、工事の安全・円滑かつ適切な施工が確
保でき、また現場の状況に精通している。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

公募を実施（Ｈ１８より随時
移行）

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13199 （株）大分放送
佐伯河川国道事務所事業概
要広報業務

西川　勝義
九州地方整備局佐伯河川
国道事務所
大分県佐伯市長島町４－
１４－１４

平成17年4月25日 1,209,600

本業務を発注するにあたっては、自然と共
存し、災害に強い川づくり、土砂災害に強
い地域づくり、安全快適で時代の要請に応
える道づくりや維持管理、より円滑な行政
業務や住民ニーズに応える地域づくり等、
国土交通省佐伯河川国道事務所の諸事業
の情報をラジオ放送で提供し、県民の理解
とコミュニケーションを図る必要がある。株
式会社大分放送は、放送業務全般に関す
る幅広い知識とラジオ放送に関する経験が
豊富であると共に、大分県のラジオ局とし
ては、民放で唯一、県内を網羅するネット
ワークを有している。よって、会計法第２９
条の３第４項および予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号を適用し、同社と随意
契約を締結するものである。（会計法第２９
条の３第４項）

その他

13200 （株）道の駅やよい
番匠川おさかな図鑑作成外
１連業務

西川　勝義
九州地方整備局佐伯河川
国道事務所
大分県佐伯市長島町４－
１４－１４

平成17年7月25日 3,570,000

本業務を遂行するには、番匠川に生息す
る魚類についての詳しい知識を有するとと
もに、番匠川の利用活動に精通し利用状
況についての情報収集の能力が必要であ
る。株式会社道の駅やよいは、主に番匠川
に生息する魚類を展示した淡水魚水族館
「番匠おさかな館」を所有し、魚類に詳しい
見識を持つ学芸員を保有し、番匠川流域
の水生生物等にも熟知している。また、番
匠川流域ネットワークの活動拠点となって
おり、河川の利用活動や危険箇所の情報
を収集することが可能である。よって本業
務を遂行できる唯一の会社であり、会計法
第２９条の３第４項及び予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号に基づき、株式会社
道の駅やよいと随意契約を結ぶものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13201
（有）大分合同新聞
社

地球温暖化防止の広報掲載

西川　勝義
九州地方整備局佐伯河川
国道事務所
大分県佐伯市長島町４－
１４－１４

平成17年8月16日 1,723,050

本業務の遂行にあたっては、本年度実施
する広報活動等において、大分県内の河
川事業、道路事業等実施場所が県内広域
にわたるため新聞広告による県民への周
知が必要となり、また、イベント等の募集、
告知にあたっては、出来うる限り 大多数
の県民への周知をすることが必要である。
(有)大分合同新聞社は、大分の地域社会
に根付き、県民に広く身近な情報を提供
し、大分を豊かにするために新聞の使命を
遂行するという理念を基本とする総合情報
企業である。また、上記業者は、大分県内
において唯一の地方誌として１日約２３．５
万部（朝刊）を発刊しており、大分市内の普
及率は６４％、大分県内の普及率は５５％
を占めている。　又約４００万件／月アクセ
スもあるホームページをもち、新聞紙面と
ホームページを活用した計画的かつ効率
的で迅速な広報も可能である。以上のこと
から、本業務を、円滑、迅速かつ効果的に
遂行するためには、前述の(有)大分合同新
聞社に委託するのが 適であると考えられ
るので、会計法第２９条の３第４項及び同
予決令第１０２条の４第３号を適用し、(有)
大分合同新聞社と随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13202
（社）大分県公共嘱
託登記司法書士協会

平成１７年度登記業務委託
（単価契約［司法書士］）

西川　勝義
九州地方整備局佐伯河川
国道事務所
大分県佐伯市長島町４－
１４－１４

平成17年9月16日 4,754,042

本業務の実施にあたっては、専門的知識と
司法書士法に基づく司法書士の資格及び
継続反復的、一時的に集中して相当数に
及ぶ業務を迅速に処理する能力が必要と
なる。当該協会は、司法書士法第６８条第
１項に基づき、官公署等による不動産登記
の権利に関する嘱託登記の適正かつ迅速
な実施に寄与することを目的として設立さ
れた法人であり、県下全域を網羅する組織
力、当該業務の経験、及び専門的技術力
を十分に有している県内唯一の法人であ
る。以上のことから、本業務を的確かつ迅
速に遂行する能力を有する唯一の契約相
手と判断するものである。（会計法２９条の
３第４項）

その他 単価契約

13203
（社）大分県公共嘱
託登記土地家屋調査
士協会

平成１７年度登記業務委託
（単価契約［土地家屋調査
士］）

西川　勝義
九州地方整備局佐伯河川
国道事務所
大分県佐伯市長島町４－
１４－１４

平成17年9月16日 1,360,295

本業務の実施にあたっては、専門的知識と
土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査
士の資格及び継続反復的、一時的に集中
して相当数に及ぶ業務を迅速に処理する
能力が必要となる。当該協会は、土地家屋
調査士法第６３条第１項に基づき、官公署
等による不動産登記の表示に関する嘱託
登記の適正かつ迅速な実施に寄与するこ
とを目的として設立された法人であり、県下
全域を網羅する組織力、当該業務の経験、
及び専門的技術力を十分に有している県
内唯一の法人である。以上のことから、本
業務を的確かつ迅速に遂行する能力を有
する唯一の契約相手と判断するものであ
る。（会計法２９条の３第４項）

その他 単価契約

13204 コマツハウス（株） 大分川ダム広報施設賃貸借

田中義高
九州地方整備局大分川ダ
ム工事事務所
大分県大分市１丁目３番３
０号

平成17年4月1日 7,497,000
前年度リースした仮設工作物を引き続き使
用するもの。（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

13205 （株）大分放送
大分川ダム・ＰＲビデオ作
成

田中義高
九州地方整備局大分川ダ
ム工事事務所
大分県大分市１丁目３番３
０号

平成17年7月22日 6,999,999

過去の豊富な映像資料を有し広報番組製
作の経験も豊富で、川に関する広報につい
て実績を有している。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があり

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

競争入札に移行したもの（平
成１９年度より国庫債務負担
行為を計上）

競争入札に移行したもの（平
成１８年度より一般競争へ移
行）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13206
（株）エムアール
ティ開発

「みやざきの川」に関する
ラジオ広報番組制作業務

藤原　要
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年4月11日 2,709,000

本業務の履行にあたっては、宮崎県内の
河川に関する多くの情報を保有、且つ収集
し、川に関する情報番組を企画、制作する
ことが必要となる。㈱エムアールティ開発
は、平成７年に開催された九州全域におけ
る川に関するイベント「九州河川シンポジウ
ム」や平成１５年には大淀川をメインテーマ
として宮崎市　　で開催された全国的規模
のイベント「水環境フェア２００３ｉｎ宮崎」の
企画運営業　　務、また、ＭＲＴ宮崎放送テ
レビやＭＲＴ宮崎放送ラジオといった独自
のネットワークを利用して、川に関するラジ
オ特別番組「大淀川とわたし」の制作や大
淀川を題材としたテレビ特別番組「水環
境、宮崎から」の制作も手がけている。ま
た、平成１６年度には「宮崎の川」に関する
ラジオ広報番組「みやざき川物語」を１年間
にわたって手がけている。このように㈱エ
ムアールティ開発は、川に関する情報番組
の制作を幅広く手がけ、宮崎県内の川に関
する多くの情報を保有し、これまでの番組
企画制作により河川にかかわるＮＰＯ等の
多くの人的情報を保有している。また、宮
崎県唯一の民放ＡＭラジオ放送局であるＭ
ＲＴ宮崎放送ラジオとの独自のネットワーク
を構成し、これまでに多くの宮崎県内の川
に関する広告・宣伝、イベント関係の企画
運営業務を行っており、本業務の履行にあ
たっての知識、経験、技術力、組織力を十
分に有していると判断される。（会計法２９
条の３第４項）

その他

13207 （有）鉱脈社
平成１７年度　宮崎河川国
道事務所に関する広報業務

藤原　要
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年4月18日 6,174,000

有）鉱脈社が発刊する広報誌「タウンみや
ざき」は県内各地のイベント等の情報を掲
載した宮崎県内 大の広報誌であり地域
の方々に広く親しまれている。以上のこと
から、本業務を円滑かつ的確に遂行するた
めには、（有）鉱脈社が唯一の契約相手と
判断する（会計法２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13208
（株）エムアール
ティ開発

大淀川・小丸川水防演習に
関するＴＶ・ラジオ広報

藤原　要
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年5月6日 3,087,000

本業務の履行にあたっては、宮崎県内の
河川に関する多くの情報を保有しているこ
とが必要となる。㈱エムアールティ開発は、
平成７年に開催された九州全域における川
に関するイベント「九州河川シンポジウム」
や平成１５年に大淀川をメインテーマとして
宮崎市で開催された全国的規模のイベント
「水環境フェア２００３ｉｎ宮崎」の企画運営
業務、また、ＭＲＴ宮崎放送テレビやＭＲＴ
宮崎放送ラジオといった独自のネットワー
クを利用して、川に関するラジオ特別番組
「大淀川とわたし」の制作や大淀川を題材
としたテレビ特別番組「水環境、宮崎から」
の制作も手がけている。また、平成１６年度
には「宮崎の川」に関するラジオ広報番組
「みやざき川物語」を１年間にわたって手が
けている。このように㈱エムアールティ開発
は、川に関する情報番組の制作を幅広く手
がけ、宮崎県内の川に関する多くの情報を
保有している。また、ＴＶ放送局であるＭＲＴ
宮崎放送と宮崎県唯一の民放ＡＭラジオ放
送局であるＭＲＴ宮崎放送ラジオとの間で
独自のネットワークを構成し、これまでに多
くの宮崎県内の川に関する広告・宣伝、イ
ベント関係の企画運営業務を行っており、
本業務の履行にあたっての知識、経験、技
術力、組織力を十分に有していると判断さ
れる。以上のことから、本業務を円滑且つ
的確に遂行するためには、㈱エムアール
ティ開発が唯一の契約相手と判断するもの
である。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地があり

13209
（社）宮崎県公共嘱
託登記司法書士協会

平成１７年度登記業務委託
（単価契約［司法書士］）

藤原　要
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年5月6日 1,405,805

本業務の実施にあたっては、専門的知識と
司法書士法に基づく司法書士の資格及び
継続反復的、一時的に集中して相当数に
及ぶ業務を迅速に処理する能力が必要と
なる。当該協会は、司法書士法第６８条第
１項に基づき、官公署等による不動産登記
の権利に関する嘱託登記の適正かつ迅速
な実施に寄与することを目的として設立さ
れた法人であり、県下全域を網羅する組織
力、当該業務の経験、及び専門的技術力
を十分に有している県内唯一の法人であ
る。以上のことから、本業務を的確かつ迅
速に遂行する能力を有する唯一の契約相
手と判断するものである。（会計法２９条の
３第４項）

その他 単価契約

13210
（社）宮崎県公共嘱
託登記土地家屋調査
士協会

平成１７年度登記業務委託
（単価契約［土地家屋調査
士］）

藤原　要
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年5月6日 3,154,978

本業務の実施にあたっては、専門的知識と
土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査
士の資格及び継続反復的、一時的に集中
して相当数に及ぶ業務を迅速に処理する
能力が必要となる。当該協会は、土地家屋
調査士法第６３条第１項に基づき、官公署
等による不動産登記の表示に関する嘱託
登記の適正かつ迅速な実施に寄与するこ
とを目的として設立された法人であり、県下
全域を網羅する組織力、当該業務の経験、
及び専門的技術力を十分に有している県
内唯一の法人である。以上のことから、本
業務を的確かつ迅速に遂行する能力を有
する唯一の契約相手と判断するものであ
る。（会計法２９条の３第４項）

その他 単価契約

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13211
（株）エムアール
ティ開発

平成１７年度　「みち」に
関するラジオ広報

藤原　要
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年5月9日 2,961,000

ＭＲＴラジオは、宮崎県全体の唯一の民間
のＡＭラジオ放送局として幅広い層に聴取
者が多く、県内におけるラジオの局別占拠
率がほぼ過半数を超えている放送局であ
る。また、道路とも密接な運転ドライバー層
での聴取率についても優れている放送局
でもある。　（株）エムアールティー開発は、
ＭＲＴラジオ放送の番組制作に携わる業者
であり、これまでも、多くの宮崎河川国道事
務所の番組制作に手掛け、国土交通行政
の効果的・効率的な広報のノウハウを有し
ている。以上のことから、本業務を円滑か
つ的確に遂行するためには、㈱エムアール
ティー開発が唯一の契約相手と判断する。
（会計法２９条の３第４項）

その他

13212
（株）宮崎日日新聞
社

平成１７年度「災害と道」
シンポジウムに関する広報

藤原　要
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年6月24日 1,711,500

本広報の遂行にあたっては、広く県民に情
報を発信する必要がある。㈱宮崎日日新
聞社は、宮崎の地域社会に根付き、県民
に広く身近な情報を提供し、宮崎を豊かに
するために新聞の使命を遂行するという理
念の基に、宮崎日日新聞を発行する総合
情報企業である。また、全国地方新聞社に
加盟しているとともに、宮崎県内において
一番の発刊部数を誇っている。以上のこと
から、本広報を円滑且つ的確に遂行するた
めには、㈱宮崎日日新聞社が唯一の契約
相手と判断するものである。（会計法２９条
の３第４項）

その他

13213
（株）宮崎日日新聞
社

「防災・減災フォーラムｉ
ｎ宮崎」関連河川事業広報

藤原　要
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年7月8日 4,200,000

今回の広報は、県下の一般住民、行政関
係者に対して、防災についての意識向上を
図るため『防災・減災フォーラム２００５ in
宮崎』を開催するとともに、告知等により広
告するものである。本フォーラムは、広く県
内社会一般に対して、公共性・地域性の高
い性質を有しているとともに、読み返しが可
能な媒体であることを考慮すると地方紙が

も有効である。特に地域性からみた広報
という観点では、県内で もシェアが高い
地方紙により広報することが も効果的で
ある。上記業者は、宮崎県内の災害に関
する情報に精通しているとともに、宮崎県
において 大の発行部数を有しているた
め、県内全域を対象とした広報効果を も
効率的に遂行できる唯一の相手方である。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地があり

13214 （株）九南 浦之名地区光ケーブル仮設

藤原　要
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年9月7日 1,470,000

平成１７年９月６日に発生した新山下橋付
近の道路崩壊による光ケーブル切断の早
期復旧には、光ケーブルの施工実績、
迅速な技術者の動員、仮設材の早期入
手、災害現場の地域特性の熟知が必要で
ある。株式会社九南は、災害現場の隣接
箇所で切断された光ケーブル延長上の移
設工事を施工中であり、上記内容を十分に
熟知していることはもとより、宮崎県に本店
があり社を挙げての復旧対応が可能であ
る。以上のことから、本仮設の早期復旧作
業を実施するためには株式会社九南が唯
一の契約の相手と判断するものである。
（会計法２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

公募を実施

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13215 （株）エスジー企画
大淀川激特事業申請関係資
料作成業務

藤原　要
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年10月25日 6,447,000

業務は、平成１７年９月４日～７日の台風１
４号出水における資料及び図面の作成並
びにとりまとめ等を緊急に実施するもので
あり、大淀川の河川特性・地域特性を熟知
していると共に、大淀川の改修事業にも十
分に精通している必要がある。
（株）エスジー企画は、大淀川水系河川整
備計画策定における大淀川水系流域委員
会の資料及び図面作成をはじめ、地元説
明や公聴会の資料や図面等の企画・作成
を行っているなど、当該業務を遂行するう
えで高い信頼性を有しており、合理的かつ
迅速に成果が得られる唯一の契約の相手
方と判断する。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地があり

13216
（株）エムアール
ティ開発

「宮崎の水環境」に関する
ラジオ広報番組制作

藤原　要
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年10月27日 1,096,200

業務の履行にあたっては、宮崎県内の水
環境等の環境に関する多くの情報を熟知し
ていることが必要となる。
　　　㈱エムアールティ開発は、平成７年に
開催された九州全域における川に関するイ
ベント「九州河川シンポジウム」や平成１５
年には大淀川をメインテーマとして宮崎市
で開催された全国的規模のイベント「水環
境フェア２００３ｉｎ宮崎」の企画運営業
務、また、ＭＲＴ宮崎放送テレビやＭＲＴ宮
崎放送ラジオといった独自のネットワークを
利用して、川に関するラジオ特別番組「大
淀川とわたし」の制作や大淀川を題材とし
たテレビ特別番組「水環境、宮崎から」の制
作も手がけている。また、平成１６　　年度
には「宮崎の川」に関するラジオ広報番組
「みやざき川物語」を１年間にわたって手が
けている。このように㈱エムアールティ開発
は、水環境等に関する情報番組の制作を
幅広く手　　がけ、宮崎県内の水環境等に
関する多くの情報を保有している。また、宮
崎県唯一の民放ＡＭラジオ放送局であるＭ
ＲＴ宮崎放送ラジオとの独自のネットワーク
を構築し、これまでに多くの宮崎県内の水
環境等の環境に関する広告・宣伝、イベン
ト関係　　の企画運営業務を行っており、本
業務の履行にあたっての知識、経験、技術
力、組織力を十分に有していると判断され
る。以上のことから、本業務を円滑且つ的
確に遂行するためには、㈱エムアールティ
開　　発が唯一の契約相手と判断するもの
である。（会計法２９条の３第４項）

その他

13217
（株）宮崎日日新聞
社

平成１７年度　地域再生と
社会資本整備に関する広報

藤原　要
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年11月17日 3,769,500

本広報の遂行にあたっては、広く県民に情
報を発信する必要がある。㈱宮崎日日新
聞社は、宮崎の地域社会に根付き、県民
に広く身近な情報を提供し、宮崎を豊かに
するために新聞の使命を遂行するという理
念の基に、宮崎日日新聞を発行する総合
情報企業である。また、全国地方新聞社に
加盟しているとともに、宮崎県内において
一番の発刊部数を誇っている。以上のこと
から、本広報を円滑且つ的確に遂行するた
めには、㈱宮崎日日新聞社が唯一の契約
相手と判断するものである。（会計法２９条
の３第４項）

その他

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13218 日本無線（株）
唐崎第３無線通信補助設備
修繕

藤原　要
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成18年1月16日 6,405,000

本業務で修繕する無線通信補助設備は、
平成１３年度日本無線株式会社九州支店
が製作及び設置調整を行なったものであ
る。
本修繕の遂行にあたっては、交換部品を
含めた調整が完成して無線通信補助設備
として機能を発揮することから、交換部品
の供給はもとより、既設設備の機能・性能・
構造を熟知していることが必要不可欠であ
る。また、今回施工者が異なる場合は、か
し担保責任の範囲が不明確となる等密接
不可分な関係にあり、一貫した施工が技術
的に必要とされる。以上のことから、本業務
を円滑且つ的確に遂行するためには、日
本無線株式会社九州支店が唯一の契約相
手と判断するものである。（会計法２９条の
３第４項）

その他

13219 アンリツ（株）
浦之名道路情報表示装置外
修繕

藤原　要
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成18年2月8日 6,510,000

本業務で修繕する道路情報表示装置及び
交通遮断機は、平成１４年度アンリツ株式
会社九州支店が製作及び設置調整を行
なったものである。本修繕の遂行にあたっ
ては、交換部品を含めた調整が完成して道
路情報表示装置及び交通遮断機として機
能を発揮することから、交換部品の供給は
もとより、既設設備の機能・性能・構造を熟
知していることが必要不可欠である。また、
今回施工者が異なる場合は、かし担保責
任の範囲が不明確となる等密接不可分な
関係にあり、一貫した施工が技術的に必要
とされる。以上のことから、本業務を円滑且
つ的確に遂行するためには、アンリツ株式
会社九州支店が唯一の契約相手と判断す
るものである。（会計法２９条の３第４項）

その他

13220 日本電気（株） 納島樋管ＣＣＴＶ装置修繕

藤原　要
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成18年2月8日 3,990,000

本業務で修繕するＣＣＴＶ装置は、平成１４
年度日本電気株式会社九州支店が製作及
び設置調整を行なったものである。
本修繕の遂行にあたっては、交換部品を
含めた調整が完成してＣＣＴＶ装置として機
能を発揮することから、交換部品の供給は
もとより、既設設備の機能・性能・構造を熟
知していることが必要不可欠である。また、
今回施工者が異なる場合は、かし担保責
任の範囲が不明確となる等密接不可分な
関係にあり、一貫した施工が技術的に必要
とされる。以上のことから、本業務を円滑且
つ的確に遂行するためには、日本電気株
式会社九州支店が唯一の契約相手と判断
するものである。（会計法２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13221 （株）拓和 水位観測所機器購入

藤原　要
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成18年2月24日 5,722,500

購入する観測機器については、上記業者
が特許を取得している製品である。また、
今回購入する水位計は、損傷を受けてい
ない既存の水位計と併せて使用するため
に、付設する既存の機器との接続の関係
及び今後の保守点検上、（株）拓和の水位
計を購入することが 適であると判断され
る。よって、上記業者を契約相手方とするも
のである。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地があり

13222
（株）建設技術研究
所

図書購入（大淀川流域崩壊
土砂量調査書外２件）

藤原　要
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成18年3月2日 4,284,000

契約の相手方である㈱建設技術研究所
は、台風出水後に大淀川流域、別府田野
川、片井野川における迅速な調査を行い、
実態について取りまとめた上記の現地調
査書を作成し所有している。本件の現地調
査書は、㈱建設技術研究所の著作、所有
物であることから、今回の購入契約にあ
たっては㈱建設技術研究所が唯一の契約
相手方である。（会計法２９条の３第４項）

その他

13223 応用地質（株）
図書購入（台風１４号宮崎
県域被災状況調査書）

藤原　要
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成18年3月2日 4,977,000

契約の相手方である応用地質㈱宮崎支店
は、宮崎県域での土砂の被災状況の実態
について取りまとめた現地調査書を作成し
所有している。本件の現地調査書は、応用
地質㈱宮崎支店の著作、所有物であること
から、今回の購入契約にあたっては応用地
質㈱宮崎支店が唯一の契約相手方であ
る。（会計法２９条の３第４項）

その他

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13224
（株）エムアール
ティ開発

ラジオ広報番組企画

大塚　法晴
九州地方整備局延岡河川
国道事務所
延岡市大貫町１－２８８９

平成17年4月14日 2,709,000

本業務を発注するにあたっては、宮崎県内
の河川に関する多くの情報を保有、且つ収
集し、川に関する情報番組を企画、制作す
ることが必要となる。（株）エムア－ルティ開
発は、平成７年に開催された九州全域にお
ける川に関するイベント「九州河川シンポジ
ウム」や平成１５年には大淀川をメインテー
マとして宮崎市で開催された全国的規模の
イベント「水環境フェア２００３ｉｎ宮崎」の企
画運営業務、また、ＭＲＴ宮崎放送テレビ
やＭＲＴ宮崎放送ラジオといった独自のネッ
トワークを利用して、川に関するラジオ特別
番組「大淀川とわたし」の制作や大淀川を
題材としたテレビ特別番組「水環境、宮崎
から」の制作も手がけている。また、平成１
６年度には「宮崎の川」に関するラジオ広報
番組「みやざき川物語」を１年間にわたって
手がけている。
このように㈱エムアールティ開発は、川に
関する情報番組の制作を幅広く手がけ、宮
崎県内の川に関する多くの情報を保有し、
これまでの番組企画制作により河川にか
かわるＮＰＯ等の多くの人的情報を保有し
ている。また、宮崎県唯一の民放ＡＭラジ
オ放送局であるＭＲＴ宮崎放送ラジオとの
独自のネットワークを構成し、これまでに多
くの宮崎県内の川に関する広告・宣伝、イ
ベント関係の企画運営業務を行っており、
本業務の履行にあたっての知識、経験、技
術力、組織力を十分に有していると判断さ
れる。
以上のことから、本業務を円滑且つ的確に
遂行するためには、（株）エムア－ルティ開
発が唯一の契約相手方と判断される。
よって、会計法第２９条の３第４項及び会計
令第１０２条の４第３号を適用し、同社と随
意契約を締結するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他

13225
（社）宮崎県公共嘱
託登記司法書士協会

平成１７年度登記業務委託
（単価契約［司法書士］）

大塚　法晴
九州地方整備局延岡河川
国道事務所
延岡市大貫町１－２８８９

平成17年5月10日 2,623,929

本業務の実施にあたっては、専門的知識と
司法書士法に基づく司法書士の資格及び
継続反復的、一時的に集中して相当数に
及ぶ業務を迅速に処理する能力が必要と
なる。当該協会は、司法書士法第６８条第
１項に基づき、官公署等による不動産登記
の権利に関する嘱託登記の適正かつ迅速
な実施に寄与することを目的として設立さ
れた法人であり、県下全域を網羅する組織
力、当該業務の経験、及び専門的技術力
を十分に有している県内唯一の法人であ
る。以上のことから、本業務を的確かつ迅
速に遂行する能力を有する唯一の契約相
手と判断するものである。（会計法２９条の
３第４項）

その他 単価契約

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13226
（社）宮崎県公共嘱
託登記土地家屋調査
士協会

平成１７年度登記業務委託
（単価契約［土地家屋調査
士］）

大塚　法晴
九州地方整備局延岡河川
国道事務所
延岡市大貫町１－２８８９

平成17年5月10日 5,959,149

本業務の実施にあたっては、専門的知識と
土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査
士の資格及び継続反復的、一時的に集中
して相当数に及ぶ業務を迅速に処理する
能力が必要となる。当該協会は、土地家屋
調査士法第６３条第１項に基づき、官公署
等による不動産登記の表示に関する嘱託
登記の適正かつ迅速な実施に寄与するこ
とを目的として設立された法人であり、県下
全域を網羅する組織力、当該業務の経験、
及び専門的技術力を十分に有している県
内唯一の法人である。以上のことから、本
業務を的確かつ迅速に遂行する能力を有
する唯一の契約相手と判断するものであ
る。（会計法２９条の３第４項）

その他 単価契約

13227
（株）エムアール
ティ開発

平成１７年度「みち」に関
するラジオ広報

中場　公明
九州地方整備局延岡河川
国道事務所
延岡市大貫町１－２８８９

平成17年5月31日 1,375,500

ＭＲＴラジオは、宮崎県全体の唯一の民間
のＡＭラジオ放送局として幅広い層に聴取
者が多く、県内におけるラジオの局別占拠
率が半数を占める放送局である。また、道
路とも密接な運転ドライバー層での聴取率
についても優れている放送局であり、当該
業務目的を も効果的に達成しうる放送局
である。（株）エムアールティー開発は、ＭＲ
Ｔラジオ放送の番組制作を携わる業者であ
り、これまで、多くの国土交通行政のラジオ
広報番組制作を手がけている。また、道路
に関するラジオ広報についても多くの実績
があり、道路行政の広報について精通して
いる唯一の業者である。以上のことから、
会計法第２９条の３第４項及び予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号に基づき、随
意契約を行うものである。（会計法第２９条
の３第４項）

その他

13228
（株）宮崎日日新聞
社

道路施策広報掲載

大塚　法晴
九州地方整備局延岡河川
国道事務所
延岡市大貫町１－２８８９

平成17年8月19日 1,711,500

㈱宮崎日日新聞社は、宮崎県の地域社会
に根付き、県民に広く身近な情報を提供
し、宮崎を豊かにするために新聞の使命を
遂行するという理念の基に、宮崎日日新聞
を発行する総合情報企業である。また、全
国地方新聞社に加盟しているとともに、宮
崎県内において一番の発刊部数を誇って
いる。以上のことから、本業務を円滑且つ
的確に遂行するためには、㈱宮崎日日新
聞社が唯一の契約相手と判断するもので
ある。
このため本広報は、会計法第２９条の３第
４項及び予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号適用し、㈱宮崎日日新聞社と随意
契約を行うものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13229 （株）南日本新聞社 防災・減災広報業務

矢野　日出東
九州地方整備局川内川河
川事務所
鹿児島県薩摩川内市東大
小路町２０－２

平成17年6月23日 4,935,000

本業務は、鹿児島県内の住民の防災・減
災意識の啓発を図るために実施するもの
であり、フォーラムに来場された方のみなら
ず、鹿児島県内の大多数の方々の防災・
減災意識を啓発するとともに、フォーラムの
開催直後のみならず、啓発効果を持続させ
る必要がある。このため、本業務に当たっ
ては、フォーラムの内容を鹿児島県内の大
多数の方々がご覧になられるもので、簡単
に保存して改めて読み返すことのできる媒
体である新聞に掲載することが重要とな
る。また、履行に当たっては、鹿児島県内
の災害等に熟知している必要がある。（株）
㈱南日本新聞社は、取材等により鹿児島
県内の災害等に熟知するとともに、鹿児島
県内における新聞発行部数の７７％のシェ
アを有する 大の新聞社であることから、

大の啓発効果を上げることができる唯一
の団体である。以上のことから、（株）南日
本新聞社を唯一の契約の相手方とするも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

13230 日本無線（株）
川内局テレメータ監視装置
外改造

矢野　日出東
九州地方整備局川内川河
川事務所
鹿児島県薩摩川内市東大
小路町２０－２

平成18年1月19日 3,885,000

川内局テレメータ監視装置は、日本無線
（株）鹿児島支店がソフトウエア的内部機能
等細部設計及び製作並びに据付調整まで
の全てを行っており、上記業者以外では、
本装置の内部構造等を理解できない為、
改造は不可能である。以上のことから、本
業務を円滑かつ的確に遂行するために
は、日本無線（株）鹿児島支店が唯一の契
約相手方である。この為、本業務は会計法
第２９条の３第４項及び予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号により日本無線（株）
鹿児島支店と随意契約を締結するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

13231 ㈱博報堂
桜島国際火山砂防センター
展示施設保守点検業務

長井義樹
九州地方整備局大隅河川
国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新
富１０１３－１

平成17年4月1日 3,429,983
本展示施設の設計、施工を実施しており、
保守点検に関するノウハウを有しているた
め（会計法第２９条３第４項）

見直しの余地があり

公募を実施

公募を実施

その他（競争入札若しくは企
画競争に移行）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13232 国際航空写真㈱
砂防広報展示物設営・撤去
作業

長井義樹
九州地方整備局大隅河川
国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新
富１０１３－１

平成17年4月28日 5,323,500
広報に関する技術力と幅広い知識、経験
及び行政上の知識を有しているため（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

13233
（社）鹿児島県公共
嘱託登記司法書士協
会

平成１７年度登記業務委託
（単価契約〔司法書士〕）

長井義樹
九州地方整備局大隅河川
国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新
富１０１３－１

平成17年5月24日 1,518,275

本業務の実施にあたっては、専門的知識と
司法書士法に基づく司法書士の資格及び
継続反復的、一時的に集中して相当数に
及ぶ業務を迅速に処理する能力が必要と
なる。当該協会は、司法書士法第６８条第
１項に基づき、官公署等による不動産登記
の権利に関する嘱託登記の適正かつ迅速
な実施に寄与することを目的として設立さ
れた法人であり、県下全域を網羅する組織
力、当該業務の経験、及び専門的技術力
を十分に有している県内唯一の法人であ
る。以上のことから、本業務を的確かつ迅
速に遂行する能力を有する唯一の契約相
手と判断するものである。（会計法２９条の
３第４項）

その他 単価契約

13234
（社）鹿児島県公共
嘱託登記土地家屋調
査士協会

平成１７年度登記業務委託
（単価契約〔土地家屋調査
士〕）

長井義樹
九州地方整備局大隅河川
国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新
富１０１３－１

平成17年5月24日 3,102,218

本業務の実施にあたっては、専門的知識と
土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査
士の資格及び継続反復的、一時的に集中
して相当数に及ぶ業務を迅速に処理する
能力が必要となる。当該協会は、土地家屋
調査士法第６３条第１項に基づき、官公署
等による不動産登記の表示に関する嘱託
登記の適正かつ迅速な実施に寄与するこ
とを目的として設立された法人であり、県下
全域を網羅する組織力、当該業務の経験、
及び専門的技術力を十分に有している県
内唯一の法人である。以上のことから、本
業務を的確かつ迅速に遂行する能力を有
する唯一の契約相手と判断するものであ
る。（会計法２９条の３第４項）

その他 単価契約

13235 （株）南日本放送
大隅河川国道事務所事業情
報提供業務

長井義樹
九州地方整備局大隅河川
国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新
富１０１３－１

平成17年6月29日 3,528,000
優れた報道技術を持ち、県域全体に周知
できるコミニュケーションネットワークを有し
ているため（会計法第２９条の３第４項）

その他

競争入札に移行したもの(Ｈ１
８．５より指名競争に移行)

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13236 （株）南日本新聞社 道路施策広報掲載業務

長井義樹
九州地方整備局大隅河川
国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新
富１０１３－１

平成17年11月17日 1,800,000
他紙と比較して普及率が高く、地域に密接
しているため（会計法第２９条の３第４項） その他

13237 （株）東芝
国見山レーダスリップリン
グブラシ購入

長井義樹
九州地方整備局大隅河川
国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新
富１０１３－１

平成18年1月23日 1,953,000
本設備の特殊性から既存設備の製作者の
ため（会計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

13238 富士通（株）
大隅モニタ総合監視設備改
造

長井義樹
九州地方整備局大隅河川
国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新
富１０１３－１

平成18年1月24日 3,150,000
本設備を熟知している製作会社のため（会
計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

随意契約によらざるを得ない
もの

競争入札に移行したもの

公募を実施



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13239 アンリツ（株） 大隅河川情報処理装置改造

長井義樹
九州地方整備局大隅河川
国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新
富１０１３－１

平成18年1月25日 4,200,000
本設備を熟知している製作会社のため（会
計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

13240 日本無線（株） 大隅砂防情報処理装置改造

長井義樹
九州地方整備局大隅河川
国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新
富１０１３－１

平成18年1月25日 12,600,000
本設備を熟知している製作会社のため（会
計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

13241 日米電子（株） 大隅集中監視装置改造

長井義樹
九州地方整備局大隅河川
国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新
富１０１３－１

平成18年2月23日 1,942,500
本設備を熟知している製作会社のため（会
計法第２９条の３第４項） 見直しの余地があり

公募を実施

公募を実施

公募を実施



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13242 （株）南日本新聞社
鹿児島国道事務所道路情報
提供作業

遠藤  和重
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島市浜町２－５

平成17年4月20日 13,261,500

鹿児島県で発行される新聞の73％を占有
し、40万部の発行部数を持ち、かごしま県
民に広く身近な情報を提供している。
（会計法第２９条の３第４号）

その他

13243
（社）鹿児島県公共
嘱託登記司法書士協
会

平成１７年度登記業務委託
（単価契約［司法書士］）

遠藤  和重
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島市浜町２－５

平成17年7月14日 656,803

本業務の実施にあたっては、専門的知識と
司法書士法に基づく司法書士の資格及び
継続反復的、一時的に集中して相当数に
及ぶ業務を迅速に処理する能力が必要と
なる。当該協会は、司法書士法第６８条第
１項に基づき、官公署等による不動産登記
の権利に関する嘱託登記の適正かつ迅速
な実施に寄与することを目的として設立さ
れた法人であり、県下全域を網羅する組織
力、当該業務の経験、及び専門的技術力
を十分に有している県内唯一の法人であ
る。以上のことから、本業務を的確かつ迅
速に遂行する能力を有する唯一の契約相
手と判断するものである。（会計法２９条の
３第４項）

その他 単価契約

13244
（社）鹿児島県公共
嘱託登記土地家屋調
査士協会

平成１７年度登記業務委託
（単価契約［土地家屋調査
士］）

遠藤  和重
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島市浜町２－５

平成17年7月14日 3,659,733

本業務の実施にあたっては、専門的知識と
土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査
士の資格及び継続反復的、一時的に集中
して相当数に及ぶ業務を迅速に処理する
能力が必要となる。当該協会は、土地家屋
調査士法第６３条第１項に基づき、官公署
等による不動産登記の表示に関する嘱託
登記の適正かつ迅速な実施に寄与するこ
とを目的として設立された法人であり、県下
全域を網羅する組織力、当該業務の経験、
及び専門的技術力を十分に有している県
内唯一の法人である。以上のことから、本
業務を的確かつ迅速に遂行する能力を有
する唯一の契約相手と判断するものであ
る。（会計法２９条の３第４項）

その他 単価契約

13245 （株）東芝
竜ヶ水地区ＣＣＴＶ設備改
造

遠藤  和重
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島市浜町２－５

平成17年7月15日 14,017,500

本改造は、既設ＣＣＴＶ設備に投光器を設
置すると伴に、投光器の点灯・消灯を遠隔
で制御できるようにするための既設ＣＣＴＶ
操作卓の改造及び映像画面テロップの表
示形式の変更を行うための既設ＣＣＴＶ制
御装置の改造である。これらの改造を行う
には、既設設備全体のシステム構成及び
機器機能について、詳細な知識、熟知が必
要となる。既設設備は、上記業者によって
施工され、設計・製作・据付調整の全てを
行っており、上記業者でなければ、本改造
を遂行することは不可能である。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

公募を実施



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13246 （株）南日本放送
鹿児島国道事務所事業概要
広報業務

遠藤  和重
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島市浜町２－５

平成17年7月26日 3,614,100

本業務は管轄する地域全域を網羅する必
要があり、相手方が唯一県内にﾈｯﾄﾜｰｸを
持つＡＭラジオ局であるから
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13247
西之表市長　長野
力

サーファーが伝統の地場産
業を環境保全型として継承
するまちづくり構想策定調
査業務

松野　栄明
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島市浜町２－５

平成17年10月7日 5,588,000
都市再生本部により全国都市再生モデル
調査の対象箇所に選定されたため（会計
法第２９条の３第４号）

その他

13248 （株）南日本新聞社
道路施策広報掲載業務（そ
の３）

松野　栄明
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島市浜町２－５

平成17年11月10日 2,278,500
鹿児島県内において他紙と比較しても普及
率が高く地域に密接している。（会計法第２
９条の３第４号）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13249 （株）拓和 衛星小型画像伝送装置修繕

松野　栄明
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島市浜町２－５

平成18年2月7日 8,190,000

今回修繕する画像符号化装置及び空中線
は既設装置の一部である。したがって修繕
にあたっては、既設装置を含めた単体・総
合調整を行う必要があり、機器及び機能構
成について、詳細な知識、熟知を必要とす
る。既設装置は、上記業者にって納入さ
れ、設計製作・試験調整の全てを行ってお
り、上記業者でなければ、本修繕を遂行す
ることは不可能である。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地があり

13250 古河電池（株） 牟礼岡局直流電源装置修繕

松野　栄明
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島市浜町２－５

平成18年2月7日 2,100,000

今回修繕する直流電源装置コントロールユ
ニット部及び整流器ユニット部は既設装置
の一部である。したがって施工にあたって
は、既設装置を含めた単体・総合調整を行
う必要があり、機器及び機能構成について
詳細な知識、熟知を必要とする。既設設備
は、上記業者によって施工され、設計・製
作・据付調整の全てを行っており、上記業
者でなければ、本修繕を遂行することは不
可能である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

13251 （株）東芝
阿久根地区外ＣＣＴＶ設備
改造

松野　栄明
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島市浜町２－５

平成18年2月8日 4,200,000

本改造は、映像画面テロップの表示形式の
変更を行うために、既設ＣＣＴＶ制御装置文
字発生部のソフト変更及び改造を行い、改
造後は全体の総合調整を行う必要がある。
よって、これらの改造を行うためには、全体
のシステム構成及び機器機について、詳
細な知識、熟知が必要となる。既設設備
は、上記業者によって施工され、設計・製
作・据付調整の全てをっており、上記業者
でなければ、本改造を遂行することは不可
能である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

公募を実施

公募を実施

公募を実施



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13252 （株）日立国際電気 指宿地区ＣＣＴＶ設備改造

松野　栄明
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島市浜町２－５

平成18年2月8日 3,150,000

本改造は、映像画面テロップの表示形式の
変更を行うために、既設ＣＣＴＶ制御装置文
字発生部のソフト変更及び改造を行い、改
造後は全体の総合調整を行う必要がある。
よって、これらの改造を行うためには、全体
のシステム構成及び機器機能について、
詳細な知識、熟知が必要となる。既設設備
は、上記業者によって施工され、設計・製
作・据付調整の全てを行っており、上記業
者でなければ、本改造を遂行することは不
可能である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

13253
石川島播磨重工業
（株）

選択取水設備年点検業務

前田　力
九州地方整備局緑川ダム
管理所
熊本県下益城郡美里町畝
野３４５６

平成17年4月1日 7,035,000
当該設備が当該業者独自の設計による特
殊な構造設備のため（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があり

13254 光陽無線（株）
緑川ダム管理補助システム
改良

前田　力
九州地方整備局緑川ダム
管理所
熊本県下益城郡美里町畝
野３４５６

平成17年9月12日 11,550,000
当該設備が当該業者独自の設計による特
殊なシステム設備のため（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があり

公募を実施

競争入札に移行したもの（平
成１８年度より一般競争入
札）

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13255 （株）日立製作所 緑川ダム放流制御設備改良

前田　力
九州地方整備局緑川ダム
管理所
熊本県下益城郡美里町畝
野３４５６

平成17年10月3日 9,135,000
当該設備が当該業者独自の設計による特
殊なシステム設備のため（会計法第２９条
の３第４項）

その他

13256
（株）ウェザー
ニューズ

下筌ダム気象情報提供業務

石丸　昭久
九州地方整備局筑後川ダ
ム統合管理事務所
久留米市高野１丁目２－２

平成17年4月1日 1,272,600
当該業者が設計・設置したものであり、且
つ独自設計であるため、特命随契によるも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13257 光陽無線（株）
筑後川流水諸量処理システ
ム保守

石丸　昭久
九州地方整備局筑後川ダ
ム統合管理事務所
久留米市高野１丁目２－２

平成17年4月1日 2,446,500
当該業者が設計・設置したものであり、且
つ独自設計であるため、特命随契によるも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13258
（株）エス・アイ・
エス商会

簡易濁度計点検業務

石丸　昭久
九州地方整備局筑後川ダ
ム統合管理事務所
久留米市高野１丁目２－２

平成17年4月4日 1,680,000
当該業者が設計・設置したものであり、且
つ独自設計であるため、特命随契によるも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13259 日本無線（株） 大山局放流警報設備設置

石丸　昭久
九州地方整備局筑後川ダ
ム統合管理事務所
久留米市高野１丁目２－２

平成17年6月21日 1,575,000
当該業者が設計・設置したものであり、且
つ独自設計であるため、特命随契によるも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

13260 光陽無線（株）
レーダー降雨予測システム
改造

石丸　昭久
九州地方整備局筑後川ダ
ム統合管理事務所
久留米市高野１丁目２－２

平成17年8月8日 11,235,000
当該業者が設計・設置したものであり、且
つ独自設計であるため、特命随契によるも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

公募を実施

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13261
日機プランテック
（株）

下筌ダム焼却設備燃焼装置
部品交換外

山本　祐二
九州地方整備局筑後川ダ
ム統合管理事務所
久留米市高野１丁目２－２

平成17年10月6日 1,673,700
当該業者が設計・設置したものであり、且
つ独自設計であるため、特命随契によるも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13262
（株）エイプルジャ
パン

情報検索システム改良

山本　祐二
九州地方整備局筑後川ダ
ム統合管理事務所
久留米市高野１丁目２－２

平成17年10月25日 7,854,000
当該業者が設計・設置したものであり、且
つ独自設計であるため、特命随契によるも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13263
タマヤ計測システム
（株）

松原ダムたわみ測定装置更
新

山本　祐二
九州地方整備局筑後川ダ
ム統合管理事務所
久留米市高野１丁目２－２

平成17年11月28日 22,302,000
当該業者が設計・設置したものであり、且
つ独自設計であるため、特命随契によるも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13264 光陽無線（株） 流水諸量処理システム改良

山本　祐二
九州地方整備局筑後川ダ
ム統合管理事務所
久留米市高野１丁目２－２

平成17年11月28日 14,700,000
当該業者が設計・設置したものであり、且
つ独自設計であるため、特命随契によるも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13265 （株）東邦電探 松原ダム水質計測装置改修

山本　祐二
九州地方整備局筑後川ダ
ム統合管理事務所
久留米市高野１丁目２－２

平成18年1月19日 13,755,000
当該業者が設計・設置したものであり、且
つ独自設計であるため、特命随契によるも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13266 富士マイクロ（株）
ダム統合管理資料検索シス
テム改良及び資料整理

山本　祐二
九州地方整備局筑後川ダ
ム統合管理事務所
久留米市高野１丁目２－２

平成18年1月19日 7,035,000
当該業者が設計・設置したものであり、且
つ独自設計であるため、特命随契によるも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13267 日本無線（株） 筑後川管内水位計設備設置

山本　祐二
九州地方整備局筑後川ダ
ム統合管理事務所
久留米市高野１丁目２－２

平成18年2月13日 23,625,000
当該業者が設計・設置したものであり、且
つ独自設計であるため、特命随契によるも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

13268 （株）東芝
釈迦岳局レーダ雨量計設備
外修繕

山本　祐二
九州地方整備局筑後川ダ
ム統合管理事務所
久留米市高野１丁目２－２

平成18年3月2日 8,715,000
当該業者が設計・設置したものであり、且
つ独自設計であるため、特命随契によるも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

13269 株式会社　シコウ 釈迦岳雷害検知装置修繕

山本　祐二
九州地方整備局筑後川ダ
ム統合管理事務所
久留米市高野１丁目２－２

平成18年3月2日 1,887,900
当該業者が設計・設置したものであり、且
つ独自設計であるため、特命随契によるも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

公募を実施

公募を実施

公募を実施



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13270 富士通（株） 釈迦岳多重端局装置修繕

山本　祐二
九州地方整備局筑後川ダ
ム統合管理事務所
久留米市高野１丁目２－２

平成18年3月2日 1,575,000
当該業者が設計・設置したものであり、且
つ独自設計であるため、特命随契によるも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

13271
富士ゼロックス
（株）

デジタル電子複合複写機賃
貸借及び保守

山本　隆利
九州地方整備局鶴田ダム
管理所
鹿児島県薩摩郡さつま町
神子３９８８－３

平成17年4月1日 2,787,713

本契約は前年度賃貸借及び保守を行った
機器を、本年度も引き続き使用して賃貸借
及び保守を行うものである。昨年度は上記
業者が賃貸借及び保守を行っており、契約
の相手方は上記業者のほかになく随意契
約を行うものである。（会計法２９条の３第４
項）

見直しの余地があり

13272 日本無線（株）
鶴田局テレメータ監視装置
改良

山本　隆利
九州地方整備局鶴田ダム
管理所
鹿児島県薩摩郡さつま町
神子３９８８－３

平成17年11月15日 1,680,000

本件は、鶴田ダム管理所のテレメータ設備
において、川内川河川事務所と管理区間
及び無線系統の見直しにより変更されるテ
レメータ観測局１０局を、鶴田ダム管理所
所掌の鶴田第２局（監視局）より削除するも
のである。なお、データ印字を行うプリンタ
についての出力をこれに併せて変更する。
本業者は、鶴田第２局（監視局）の主監視
装置及び副監視装置を製作した請負業者
であり、データ収集機能及び受け渡し機
能、印字機能をはじめとして、施工業者独
自で設計製作したソフトウェア、機器を取り
扱い、機能追加及び改造を行うので、本設
備のシステム構成などを熟知していなけれ
ば施工不可能である。よって、本工事を行
うには装置の制作会社以外に考えられな
い。以上のことから、日本無線株式会社鹿
児島支店を契約相手方とするものである。
（会計法２９条の３第４項）

その他

公募を実施

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの
（平成２１年度より国庫債務負担
行為を計上）

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13273 （株）明電舎
鶴田ダム発電設備蓄電池交
換

山本　隆利
九州地方整備局鶴田ダム
管理所
鹿児島県薩摩郡さつま町
神子３９８８－３

平成17年11月21日 1,680,000

本件は、鶴田ダム管理所に設置された予
備発電設備のうち１号ガスタービン発電設
備について、始動用バッテリーが期待寿命
をすでに経過し、老朽化による発電設備の
始動不良が懸念されるため、予備発電設
備の始動用バッテリーを交換するものであ
る。その際にメンテナンスが容易かつ長寿
命のＭＳＥタイプを使用する。本業者は、本
発電設備を設置した請負業者であり、発電
設備の始動要領をはじめとして、施工業者
独自で製作した機器を取り扱い、それらに
ついて蓄電池架台や充電部改造を行うの
で、本設備の機器構成等を熟知していなけ
れば施工不可能である。よって、本交換を
行うには、設備の製作会社以外に考えられ
ない。以上のことから、株式会社　明電舎
九州支店を契約相手方とするものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13274
（株）ウェザー
ニューズ

厳木ダム気象情報提供サー
ビス業務

田島　英孝
九州地方整備局厳木ダム
管理所
佐賀県唐津市厳木町広瀬
４４６－４－７

平成17年4月1日 1,949,220

本業務は、佐賀気象台の発表する佐賀県
域の注意報及び台風等に関する情報等を
収集するものであるが、ダム・堰の管理支
援上適している３６時間先までの雨量値の
予測の提供や防災に関する気象コンサル
ティングの連絡体制が整備されているの
は、（株）ウェザーニューズのみであり、確
実に本業務の目的を完遂できる唯一の相
手方と判断される。  よって、会計法第２９
条の３第４項及び会計令第１０２条の４第３
号を適用し、同社と随意契約を締結するも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

13275
富士ゼロックス
（株）

電子複写機の保守

田島　英孝
九州地方整備局厳木ダム
管理所
佐賀県唐津市厳木町広瀬
４４６－４－７

平成17年4月1日 1,813,897

本業務は、電子複写機を正常な状態で使
用出来るように定期的に点検・調整を行う
ために保守契約を結ぶものである。本機器
はゼロックス製であり平成　　年に賃貸借し
た機器を本年度も引き続き使用するもので
あり、本機器に保守業務を行える唯一の保
守業者である。よって、会計法第２９条の３
第４項及び会計令第１０２条の４第３号を適
用し、同社と随意契約を締結するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

13276
（株）ウェザー
ニューズ

気象情報提供業務

深町　弘幸
九州地方整備局山国川河
川事務所
中津市大字高瀬１８５１－
２

平成17年4月1日 3,893,400

本業務は、大分気象台の発表する大分県
地域の注意報及び台風等に関する情報等
を収集するものであるが、ダム・堰の管理
支援上適している３６時間先までの雨量値
の予測の提供や防災に関する気象コンサ
ルティングの連絡体制が整備されているの
は、同業者のみであるため、本業務を円滑
且つ的確に遂行しうる唯一の契約相手と判
断するものである。 よって、会計法第２９条
の３第４項及び会計令第１０２条の４第３号
を適用し、同社と随意契約を締結するもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地があり

随意契約によらざるを得ない
もの

その他（競争入札若しくは企
画競争に移行）

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの（Ｈ
１９競争入札に移行）

その他（競争入札若しくは企
画競争に移行）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13277 豊前の国建設倶楽部 山国川学習館運営業務

深町　弘幸
九州地方整備局山国川河
川事務所
中津市大字高瀬１８５１－
２

平成17年4月1日 3,822,000

本業務は、山国川学習館の日常管理を始
め、山国川学習館運営会議で策定された
行動計画及び広報計画に基づき、小学生
等を対象とした河川環境学習を実施するも
のである。業務にあたっては、山国川学習
館の設置経緯及び管理運営方針を熟知し
ている必要がある。同法人は、山国川学習
館の計画検討段階から整備に至るまでの
検討会及び打合せ等に参加し、管理運営
業務の管理協定を締結しているため、上に
述べた条件については全て満たしている。
よって、当該作業を迅速且つ円滑に遂行す
るためには、同法人が唯一の契約相手で
あると判断し、会計法第２９条の３第４項及
び会計令第１０２条の４第３号を適用し、随
意契約を締結するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地があり

13278
日本スペースイメー
ジング（株）

管内立体画像データ作成業
務

中島　修
九州地方整備局山国川河
川事務所
中津市大字高瀬１８５１－
２

平成18年2月28日 3,454,500

土砂動態及び流域環境の把握についての
精度向上においては、特に流域の土地形
態で、山間部の山腹の浸食崩壊想定箇所
等の把握が重要である。そのためには３次
元高解像度の衛星画像を利用し、多方面
から検討する必要がある。衛星画像データ
を解像度１ｍという高画像で撮影されてい
るのは、イコノス画像しかなく、同業者は国
内において唯一、イコノス衛星デジタル画
像データの受信権や撮影されたデジタル画
像ライブラリーとしての蓄積がある。さら
に、蓄積されたライブラリーより高精彩の画
像を短時間に得ることができ、流域全体の
接合色調整を行い、その画像を国土地理
院がもつ地形標高データ（５０ｍメッシュ）を
使用して流域の３次元合成を行った流域３
次元モデルを作成することに精通している
業者は、同業者以外にない。以上のことか
ら本業務を迅速且つ円滑に遂行するため
には、同法人が唯一の契約相手であると
判断し、会計法第２９条の３第４項及び会
計令第１０２条の４第３号を適用し、随意契
約を締結するものである。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企
画競争に移行）

その他（競争入札若しくは企
画競争に移行）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13279
（社）九州建設技術
管理協会

新技術活用補助業務

吉原　匠
九州地方整備局　九州技
術事務所
久留米市高野一丁目３番
１号

平成17年4月1日 168,367,500

本業務を行うにあたっては、土木技術に関
して豊富な経験と知識を有し、土木積算及
び各種技術基準等を熟知していると共に、
公平・中立的な立場と機密の保持が不可
欠である。社団法人　九州建設技術管理
協会は、建設事業の推進及び普及並びに
技術の向上を図り、日頃より現場技術者の
講習・研修をはじめ、技術管理等の多様化
する建設事業の円滑な推進を図るとともに
建設技術の向上発展に奇与することを目
的として設立された法人である。本法人
は、新技術への発注支援をはじめとした工
法の抽出、積算資料の作成、施工管理等
の作成を行い、さらには新技術活用報告作
成についても専門知識を有した技術者を多
数有しており、平成14年度から平成16年度
においても新技術支援している実績があ
り、本業務の履行にあたっての知識・経験・
技術力を十分有していると判断できる。以
上のことから、本業務を円滑に遂行するに
は、社団法人　九州建設技術管理協会が
唯一の契約相手と判断するものである。こ
のため本業務は、会計法第29条の３第４項
及び予決令第102条の４第３号により、社
団法人　九州建設技術管理協会と随意契
約を締結するものである。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地があり

13280 （株）ＢＣＣ 河川ＧＩＳ運用支援業務

吉原　匠
九州地方整備局　九州技
術事務所
久留米市高野一丁目３番
１号

平成17年6月6日 8,316,000

本業務の遂行にあたっては、河川ＧＩＳシス
テム利用上での問い合わせに対する迅速
な対応、不具合を生じた場合のシステム修
正など早急かつ的確な支援活動が求めら
れるものであり、河川ＧＩＳシステムに関す
る高度な専門的知識を有し、河川ＧＩＳサー
バ、基本エンジン｢ＳＩＳ｣など関連機器のシ
ステム構成等、九州地方整備局内におけ
るソフト・ハードを含めた河川ＧＩＳシステム
整備状況全般に精通している者でなけれ
ばならない。上記業者は、九州地方整備局
管内における河川ＧＩＳシステムの基本構
想の構築、システム開発等に当初から参
画しており、河川ＧＩＳサーバ及び関連機器
のシステム構成等九州地方整備局内にお
けるハード面の河川ＧＩＳシステム整備状況
等に精通している経験豊富な技術者を多
数有している。さらに、本システムの保守、
データの管理等を継続して行っているなど
ソフト面にも河川ＧＩＳシステムに係わる技
術全般にわたり高度な知識と総合的な技
術力を有している。以上のことから、本業務
を円滑且つ的確に遂行するためには、上
記業者が唯一の契約相手と判断するもの
である。このため本業務は、会計法第２９
条の３第４項及び予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により、株式会社ＢＣＣと随
意契約を締結するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地があり

その他（競争入札若しくは企
画競争に移行）（検討中）

競争入札に移行したもの（指
名競争で発注済み）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13281 （株）水上洋行
車両重量測定装置点検・調
整

吉原　匠
九州地方整備局　九州技
術事務所
久留米市高野一丁目３番
１号

平成17年7月21日 1,365,000

九州地方整備局管内において車両重量測
定装置の点検・調整が行えるのは、製造元
より唯一本測定装置の業務委託を受けて
いる（株）水上洋行だけである。以上のこと
から、本業務を円滑且つ的確に遂行するた
めには、（株）水上洋行が唯一の契約相手
であり、会計法第２９条の３第４項及び予決
令第１０２条の４第３号により随意契約を締
結するものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他

13282
（株）建設技術研究
所

河川ＧＩＳシステム改良検
討業務

吉原　匠
九州地方整備局　九州技
術事務所
久留米市高野一丁目３番
１号

平成17年9月8日 10,185,000

本業務の遂行にあたっては、ＧＩＳ（地理情
報システム）等のコンピュータ技術とともに
河川に関する幅広い知識と経験、高度な
技術力、さらに河川ＧＩＳシステムについ
て、その整備目的と整備経過、現在のシス
テム構成及びその運用等について熟知し
ていることが必要不可欠である。(株）建設
技術研究所は、河川及びＧＩＳに関連する
高度な技術力を有する技術者を多数保有
しており、さらにこれまで河川ＧＩＳシステム
の整備にあたりその整備構想段階から参
画し、河川ＧＩＳの整備目的、これまでの整
備経過、ＧＩＳエンジンをはじめとするシステ
ム構成やその運用について、より高度な内
容から細部にいたる詳細な点まで熟知して
いる。また、今回対応方針を検討する河川
ＧＩＳ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ標準ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
の作成協議会のﾒﾝﾊﾞｰであり、その内容に
ついても十分熟知している。以上のことか
ら、本業務を円滑且つ的確に遂行するため
には、（株）建設技術研究所が唯一の契約
相手と判断するものである。このため本業
務は、会計法第２９条の３第４項及び予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号によ
り、（株）建設技術研究所と随意契約を締
結するものである。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地があり

13283 （株）フジタ
簡易遠隔操縦装置点検整備
業務

吉原　匠
九州地方整備局　九州技
術事務所
久留米市高野一丁目３番
１号

平成17年10月12日 2,698,500

簡易遠隔操縦装置は、九州技術事務所と
㈱フジタが共同開発したもので、ロボット及
び装置全体含めた装置全体を特許請求範
囲として共有特許を出願している。本件
は、簡易遠隔操縦装置の装置全体の点検
整備を行うものであり、実施にあたっては、
高度で専門的な知識や技術的判断を必要
とし、特許権の所有者でなければ業務の目
的を達成することができない。（会計法第２
９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13284
カヤバシステムマシ
ナリー（株）

振動実験車点検整備

吉原　匠
九州地方整備局　九州技
術事務所
久留米市高野一丁目３番
１号

平成18年1月30日 1,983,450

振動実験車は、起震装置、油圧装置及び
起震コントローラから構成されている。本件
は、振動実験車の点検修理を行うものであ
り、実施にあたっては、構成機器や装置の
詳細な構造・機能を熟知していないと業務
の履行が困難なことから、当該車両を製
作納入したカヤバシステムマシナリー㈱が
唯一の契約相手と判断されるものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13285 （株）木村建設運輸 応急組立橋点検作業

吉原　匠
九州地方整備局　九州技
術事務所
久留米市高野一丁目３番
１号

平成18年2月13日 3,381,000

応急組立橋は、橋梁落下や道路被災時に
おいて、交通や資機材運搬等の輸送路を
確保するため緊急復旧に使用するもので
ある。災害発生時には救助活動や経済活
動等への影響が大きいことから、早期の交
通開放と安全且つ迅速な応急対応が求め
ら　　　　れる。本業務は、災害発生時の緊
急出動に万全を期すため応急組立橋の組
み立て及び点検を行うものであり、大型ク
レーンの保有、熟練技術者の確保、基地に
近接し機動力を有することから上記業者と
「災害時における応急対策業務に関する基
本協定」を締結している。以上のことから、
本業務を円滑且つ的確に遂行するために
は、㈱木村建設運輸が唯一の契約相手と
判断するものである。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地があり

13286 長崎放送（株）
国営吉野ヶ里歴史公園事業
紹介広報

太田　広
九州地方整備局国営吉
野ヶ里歴史公園事務所
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町
田手１８６９

平成17年4月1日 3,507,000

本業務を実施するには、「情報提供の速報
性」「同時性の特性」を持つラジオメディアを
活用して、主にドライバーや自営業者、専
業主婦等をターゲットとして広報を行い、県
民の多くの人々から幅広い支持と信頼を確
立するためには、ラジオ放送に関する豊富
な経験と知識が要求される。長崎放送㈱佐
賀放送局（NBCラジオ佐賀）は、県内唯一
のAM局であり、ラジオ放送に関する幅広い
知識と豊富な経験を有し、地域に密着した
番組の制作編成で、その機動力や速報性
は高く評価されており、ラジオ佐賀エリアで
の聴取率は40%と他局（A局24%、B局13%、
C局11%、その他の局12%）を大きく引き離し
ており、県内で も多くの聴取を有している
ラジオ局である。また、他行政機関による
同様の業務を実施していることから、業務
の内容及び目的を熟知し、十分な経験と技
術を要している。以上のことから本業務の
目的を、円滑、迅速かつ効果的に遂行する
には、長崎放送㈱が唯一の契約相手と判
断される。よって、本業務は会計法第２９条
の３第４項及び予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号を適用し、同社と随意契約を
締結するものである。（会計法第２９条の３
第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

その他（競争入札若しくは企
画競争に移行）（Ｈ１８より
競争等へ移行）

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13287 （株）佐賀新聞社
吉野ヶ里歴史公園広報企画
運営

太田　広
九州地方整備局国営吉
野ヶ里歴史公園事務所
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町
田手１８６９

平成17年7月7日 7,875,000

本業務の新聞記事体による広告啓発は、
出来うる限り 大多数の県民への周知を
必要とする。㈱佐賀新聞社は、佐賀県内で
の読者シェア率が48%と他社（B社23%、C社
13%、D社8%、E社8%）を大きく引き離してお
り、県内で も多くの読者を有している新聞
社である。よってその影響力は大きなもの
があり、 も効率的かつ効果的な新聞広告
の啓発が可能な新聞社である。また、㈱佐
賀新聞社では平成１２年から月１回「吉
野ヶ里散策」を掲載し、吉野ヶ里遺跡や公
園の情報発信を行っており、当公園に精通
している。以上のことから本業務の目的を、
円滑、迅速かつ効果的に遂行するには、㈱
佐賀新聞社が唯一の契約相手と判断され
る。よって、本業務は会計法第２９条の３第
４項及び予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号を適用し、同社と随意契約を締結
するものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他

13288
（株）佐賀広告セン
ター

公園映像ＤＶＤ作成

太田　広
九州地方整備局国営吉
野ヶ里歴史公園事務所
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町
田手１８６９

平成18年2月20日 17,850,000

本業務は、年々整備・供用され変化してい
る本公園を 新映像にて紹介するため、既
存の公園紹介DVD及びビデオ内容につい
て修正・編集を行うとともにDVDを作成する
ものである。なお、既存映像には制作者で
ある㈱佐賀広告センターに著作権があり、
既存映像の編集を行うためには、㈱佐賀
広告センターの了解の基に行う必要があ
り、当事務所が独断で編集・制作を発注す
ることはできない。以上のことから本業務
の目的を、円滑、迅速かつ効果的に遂行
するには、㈱佐賀広告センターが唯一の契
約相手と判断される。よって、本業務は会
計法第２９条の３第４項及び予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号を適用し、同社
と随意契約を締結するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

その他

13289 九州電力（株） 電力料

田島英孝
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成17年4月1日 55,475,567
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13290 日本郵政公社 電話料

田島英孝
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成17年4月1日 4,182,906
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13291 日本郵政公社 後納郵便料

田島英孝
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成17年4月1日 1,642,855
料金後納郵便のため（会計法第29条の3
第4項） その他

13292
久留米市企業局水道
企業出納員

水道料

田島英孝
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成17年4月1日 1,087,629
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13293
西日本電信電話
（株）福岡支店

電話専用料

田島英孝
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成17年4月1日 1,060,811
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13294
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ九州

電話料

田島英孝
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成17年4月1日 2,253,506
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13295 非公表 敷地借上料　計１９件

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

2,308,844

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13296 非公表 土地借上料　計１６件

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

8,021,940

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

13297
飯塚市上下水道事業
管理者

水道料

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成17年4月1日 1,129,642
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13298
西日本電信電話
（株）福岡支店

電話専用料

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成17年4月1日 1,464,239
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13299 日本郵政公社 後納郵便料

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成17年4月1日 1,609,450
料金後納郵便のため（会計法第29条の3
第4項） その他

13300
西日本電信電話
（株）福岡支店

電話料

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成17年4月1日 3,989,355
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13301 九州電力（株） 電力料

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成17年4月1日 61,307,336
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13302
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ九州

電話料

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成17年4月1日 2,243,643
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13303
福岡市水道事業管理
者

水道代

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４
－１０

平成17年4月1日 2,278,035
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13304
九州通信ネットワー
ク（株）

電話料

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４
－１０

平成17年4月1日 2,833,425
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13305 日本郵政公社 後納郵便料

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４
－１０

平成17年4月1日 3,406,300
料金後納郵便のため（会計法第29条の3
第4項） その他

13306 ＫＤＤＩ（株） 電話料

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４
－１０

平成17年4月1日 4,574,638
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13307
西日本電信電話
（株）福岡支店

電話料

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４
－１０

平成17年4月1日 7,582,818
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13308
西日本電信電話
（株）福岡支店

電話専用料

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４
－１０

平成17年4月1日 8,659,799
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13309 九州電力（株） 電力料

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４
－１０

平成17年4月1日 147,198,945
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13310 非公表 土地借上料　計５４件

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４
－１０

45,304,098

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13311 非公表 宿舎借上料　計６件

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４
－１０

6,505,000

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

13312 非公表 庁舎建物借上料　計１件

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４
－１０

14,545,440

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

13313
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ九州

電話料

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４
－１０

平成17年4月1日 6,347,659
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13314 九州電力（株） 電力料

寺本　直孝
九州地方整備局北九州国
道事務所
北九州小倉南区春ヶ丘１
０－１０

平成17年4月1日 87,889,051
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13315
西日本電信電話
（株）福岡支店

電話料

寺本　直孝
九州地方整備局北九州国
道事務所
北九州小倉南区春ヶ丘１
０－１０

平成17年4月1日 6,754,276
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13316 日本郵政公社 後納郵便料

寺本　直孝
九州地方整備局北九州国
道事務所
北九州小倉南区春ヶ丘１
０－１０

平成17年4月1日 1,459,715
料金後納郵便のため（会計法第29条の3
第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13317
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ九州

電話料

寺本　直孝
九州地方整備局北九州国
道事務所
北九州小倉南区春ヶ丘１
０－１０

平成17年4月1日 2,379,289
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13318 非公表 宿舎借上料　計２件

寺本　直孝
九州地方整備局北九州国
道事務所
北九州小倉南区春ヶ丘１
０－１０

1,936,000

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

13319 日本郵政公社 後納郵便料

寺地守
九州地方整備局九州幹線
道路調査事務所
福岡市東区千早2-2-43

平成17年4月1日 1,073,955
料金後納郵便のため（会計法第29条の3
第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13320 九州電力（株） 電力料

寺地守
九州地方整備局九州幹線
道路調査事務所
福岡市東区千早2-2-43

平成17年4月1日 1,077,042
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13321 日本郵政公社 電話専用料

寺地守
九州地方整備局九州幹線
道路調査事務所
福岡市東区千早2-2-43

平成17年4月1日 1,582,764
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13322 非公表 庁舎借上料　計２件

寺地守
九州地方整備局九州幹線
道路調査事務所
福岡市東区千早2-2-43

13,948,704

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13323 九州電力（株） 電力料

尾澤　卓思
九州地方整備局武雄河川
事務所
佐賀県武雄市武雄町大字
昭和７４５

平成17年4月1日 49,208,323
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13324
西日本電信電話
（株）福岡支店

電話料

尾澤　卓思
九州地方整備局武雄河川
事務所
佐賀県武雄市武雄町大字
昭和７４５

平成17年4月1日 4,146,161
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13325 日本郵政公社 後納郵便料

尾澤　卓思
九州地方整備局武雄河川
事務所
佐賀県武雄市武雄町大字
昭和７４５

平成17年4月1日 1,590,050
料金後納郵便のため（会計法第29条の3
第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13326
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ九州

電話料

尾澤　卓思
九州地方整備局武雄河川
事務所
佐賀県武雄市武雄町大字
昭和７４５

平成17年4月1日 1,799,842
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13327 非公表 土地借上料　計４件

尾澤　卓思
九州地方整備局武雄河川
事務所
佐賀県武雄市武雄町大字
昭和７４５

2,923,652

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

13328
九州電力（株）佐賀
営業所長

電力料

森川　幹夫
九州地方整備局佐賀河川
総合開発工事事務所
佐賀市日の出１丁目７５１
番地

平成17年4月1日 24,311,384
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13329
九州電力（株）鳥栖
営業所

電力料

森川　幹夫
九州地方整備局佐賀河川
総合開発工事事務所
佐賀市日の出１丁目７５１
番地

平成17年4月1日 4,324,741
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13330 日本郵政公社 電話料

森川　幹夫
九州地方整備局佐賀河川
総合開発工事事務所
佐賀市日の出１丁目７５１
番地

平成17年4月1日 1,031,945
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13331
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ九州

電話料

森川　幹夫
九州地方整備局佐賀河川
総合開発工事事務所
佐賀市日の出１丁目７５１
番地

平成17年4月1日 1,275,834
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13332 非公表 土地借上料　計１８件

森川　幹夫
九州地方整備局佐賀河川
総合開発工事事務所
佐賀市日の出１丁目７５１
番地

3,575,811

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

13333 非公表 宿舎借上料　計７件

森川　幹夫
九州地方整備局佐賀河川
総合開発工事事務所
佐賀市日の出１丁目７５１
番地

4,161,699

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

13334 九州電力（株） 電力料

桒野　修司
九州地方整備局嘉瀬川ダ
ム工事事務所
佐賀市高木瀬東２－１６－
３５

平成17年4月1日 7,277,786
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13335
西日本電信電話
（株）福岡支店

電話料

桒野　修司
九州地方整備局嘉瀬川ダ
ム工事事務所
佐賀市高木瀬東２－１６－
３５

平成17年4月1日 1,351,299
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13336 非公表 土地借上料　計１４７件

桒野　修司
九州地方整備局嘉瀬川ダ
ム工事事務所
佐賀市高木瀬東２－１６－
３５

55,113,679

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

13337 非公表 宿舎借上料　計１３件

桒野　修司
九州地方整備局嘉瀬川ダ
ム工事事務所
佐賀市高木瀬東２－１６－
３５

6,999,900

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13338 非公表 庁舎借上料　計１５件

桒野　修司
九州地方整備局嘉瀬川ダ
ム工事事務所
佐賀市高木瀬東２－１６－
３５

26,640,000

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

13339 九州電力（株） 電力料

岩屋信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町5-10

平成17年4月1日 63,540,768
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13340
西日本電信電話
（株）福岡支店

電話料

岩屋信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町5-10

平成17年4月1日 3,211,586
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13341 日本郵政公社 電話料

岩屋信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町5-10

平成17年4月1日 1,597,328
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13342
西日本電信電話
（株）福岡支店

電話専用料

岩屋信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町5-10

平成17年4月1日 1,592,739
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13343 日本郵政公社 後納郵便料

岩屋信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町5-10

平成17年4月1日 1,443,050
料金後納郵便のため（会計法第29条の3
第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13344
佐賀市水道事業管理
者

水道料

岩屋信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町5-10

平成17年4月1日 1,065,769
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13345
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ九州

電話料

岩屋信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町5-10

平成17年4月1日 2,854,714
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13346 非公表 土地借上料　計３件

岩屋信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町5-10

6,434,808

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13347 九州電力（株） 電力料

齋藤　清志
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年4月1日 69,805,959
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13348
西日本電信電話
（株）福岡支店

電話料

齋藤　清志
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年4月1日 3,757,732
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13349 日本郵政公社 電話専用料

齋藤　清志
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年4月1日 1,913,945
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13350 日本郵政公社 後納郵便料

齋藤　清志
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年4月1日 1,744,170
料金後納郵便のため（会計法第29条の3
第4項） その他

13351 ＫＤＤＩ（株） 電話料

齋藤　清志
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年4月1日 1,668,799
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13352
長崎市上下水道事業
管理者

水道料

齋藤　清志
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年4月1日 1,266,049
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13353
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ九州

電話料

齋藤　清志
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年4月1日 3,484,718
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13354 非公表 土地借上料　計１１件

齋藤　清志
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

2,415,357

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

13355 非公表 宿舎借上料　計１１件

齋藤　清志
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

6,963,600

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13356 九州電力（株） 電力料

秦　耕二
九州地方整備局雲仙復興
事務所
長崎県島原市南下川尻町
７－４

平成17年4月1日 17,891,677
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13357
西日本電信電話
（株）福岡支店

電話料

秦　耕二
九州地方整備局雲仙復興
事務所
長崎県島原市南下川尻町
７－４

平成17年4月1日 1,497,388
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13358 非公表 土地借上料　計１４件

秦　耕二
九州地方整備局雲仙復興
事務所
長崎県島原市南下川尻町
７－４

7,340,736

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13359 非公表 宿舎借上料　計７件

秦　耕二
九州地方整備局雲仙復興
事務所
長崎県島原市南下川尻町
７－４

17,858,100

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

13360 非公表 庁舎借上料　計１件

秦　耕二
九州地方整備局雲仙復興
事務所
長崎県島原市南下川尻町
７－４

4,240,100

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

13361 九州電力（株） 電力料

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成17年4月1日 141,274,347
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13362
西日本電信電話
（株）福岡支店

電話料

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成17年4月1日 5,901,226
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13363 日本郵政公社 後納郵便料

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成17年4月1日 3,890,500
料金後納郵便のため（会計法第29条の3
第4項） その他

13364
西日本電信電話
（株）福岡支店

電話専用料

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成17年4月1日 2,087,635
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13365
熊本市水道事業管理
者

水道料

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成17年4月1日 1,860,657
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13366 ＫＤＤＩ（株） 電話料

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成17年4月1日 1,205,820
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13367
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ九州

電話料

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成17年4月1日 4,014,433
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13368 非公表 土地借上料　計３４件

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

12,060,753

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

13369 非公表 宿舎借上料　計１７件

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

14,880,928

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

13370 ＫＤＤＩ（株） 電話料

東出　成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町１－７０８－
２

平成17年4月1日 1,284,961
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13371
西日本電信電話
（株）福岡支店

電話料

東出　成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町１－７０８－
２

平成17年4月1日 1,783,189
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13372 日本郵政公社 電話専用料

東出　成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町１－７０８－
２

平成17年4月1日 3,011,027
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13373 九州電力（株） 電力料

東出　成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町１－７０８－
２

平成17年4月1日 20,663,872
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13374
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ九州

電話料

東出　成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町１－７０８－
２

平成17年4月1日 1,767,719
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13375 非公表 土地借上料　計６５件

東出　成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町１－７０８－
２

14,080,426

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

13376
西日本電信電話
（株）福岡支店

電話料

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成17年4月1日 3,228,728
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13377
西日本電信電話
（株）福岡支店

電話専用料

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成17年4月1日 3,513,853
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13378 九州電力（株） 電力料

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成17年4月1日 17,275,366
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13379
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ九州

電話料集中払

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成17年4月1日 1,549,482
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13380 非公表 土地借上料　計４９件

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

2,534,564

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

13381 非公表 建物借上料　計１３件

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

10,680,000

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

13382 非公表 宿舎敷地借上料　計５件

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

10,383,048

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13383 非公表 庁舎敷地借上料　計１件

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

1,793,820

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

13384
西日本電信電話
（株）大阪支店

電話料

是沢　毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成17年4月1日 1,173,591
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13385 日本郵政公社 後納郵便料

是沢　毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成17年4月1日 1,224,010
料金後納郵便のため（会計法第29条の3
第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13386
西日本電信電話
（株）福岡支店

電話専用料

是沢　毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成17年4月1日 1,696,710
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13387 九州電力（株） 電力料

是沢　毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成17年4月1日 49,701,845
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13388
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ九州

電話料集中払

是沢　毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成17年4月1日 1,846,388
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13389 非公表 建物借上料　計１件

是沢　毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

1,890,000

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

13390 九州電力（株） 電力料

城戸達則
九州地方整備局立野ダム
工事事務所
熊本市下南部１丁目４－７
３

平成17年4月1日 4,560,574
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13391 非公表 土地借上料　計２４件

城戸達則
九州地方整備局立野ダム
工事事務所
熊本市下南部１丁目４－７
３

29,660,484

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13392 非公表 宿舎借上料　計１６件

城戸達則
九州地方整備局立野ダム
工事事務所
熊本市下南部１丁目４－７
３

14,938,000

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

13393 日本郵政公社 後納郵便料

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

平成17年4月1日 2,055,135
料金後納郵便のため（会計法第29条の3
第4項） その他

13394
大分市水道局企業出
納員

水道料

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

平成17年4月1日 2,096,925
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13395
西日本電信電話
（株）福岡支店

電話専用料

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

平成17年4月1日 2,579,169
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13396 九州電力（株） 電力料

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

平成17年4月1日 90,357,924
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13397
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ九州

電話料集中払

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

平成17年4月1日 2,434,603
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13398 非公表 宿舎借上料　計５件

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

3,567,000

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

13399 非公表 宿舎敷地借上料　計３件

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

4,202,760

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

13400
西日本電信電話
（株）福岡支店

電話料

田中義高
九州地方整備局大分川ダ
ム工事事務所
大分県大分市１丁目３番３
０号

平成17年4月1日 1,190,344
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13401 九州電力（株） 電力料

田中義高
九州地方整備局大分川ダ
ム工事事務所
大分県大分市１丁目３番３
０号

平成17年4月1日 2,761,300
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13402 （株）三栄都市 電力料

田中義高
九州地方整備局大分川ダ
ム工事事務所
大分県大分市１丁目３番３
０号

平成17年4月1日 2,836,704
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13403
西日本電信電話
（株）福岡支店

電話専用料

田中義高
九州地方整備局大分川ダ
ム工事事務所
大分県大分市１丁目３番３
０号

平成17年4月1日 3,038,574
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13404 非公表 土地借上料　計４３件

田中義高
九州地方整備局大分川ダ
ム工事事務所
大分県大分市１丁目３番３
０号

14,901,813

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

13405 非公表 宿舎借上料　計６件

田中義高
九州地方整備局大分川ダ
ム工事事務所
大分県大分市１丁目３番３
０号

18,275,800

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

13406 非公表 庁舎借上料　計１件

田中義高
九州地方整備局大分川ダ
ム工事事務所
大分県大分市１丁目３番３
０号

24,620,652

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13407 ＫＤＤＩ（株） 電話料

西川　勝義
九州地方整備局佐伯河川
国道事務所
大分県佐伯市長島町４－
１４－１４

平成17年4月1日 1,016,524
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13408 日本郵政公社 後納郵便料

西川　勝義
九州地方整備局佐伯河川
国道事務所
大分県佐伯市長島町４－
１４－１４

平成17年4月1日 1,184,845
料金後納郵便のため（会計法第29条の3
第4項） その他

13409
西日本電信電話
（株）福岡支店

電話料

西川　勝義
九州地方整備局佐伯河川
国道事務所
大分県佐伯市長島町４－
１４－１４

平成17年4月1日 2,398,459
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13410 九州電力（株） 電力料

西川　勝義
九州地方整備局佐伯河川
国道事務所
大分県佐伯市長島町４－
１４－１４

平成17年4月1日 36,548,013
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13411
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ九州

電話料集中払

西川　勝義
九州地方整備局佐伯河川
国道事務所
大分県佐伯市長島町４－
１４－１４

平成17年4月1日 2,334,950
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13412 非公表 土地借上料　計７６件

西川　勝義
九州地方整備局佐伯河川
国道事務所
大分県佐伯市長島町４－
１４－１４

3,256,071

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13413 非公表 宿舎借上料　計３件

西川　勝義
九州地方整備局佐伯河川
国道事務所
大分県佐伯市長島町４－
１４－１４

1,656,000

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

13414
宮崎市水道局企業出
納員

水道料

藤原　要
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年4月1日 1,105,241
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13415 ＫＤＤＩ（株） 電話料

藤原　要
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年4月1日 1,543,822
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13416 日本郵政公社 後納郵便料

藤原　要
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年4月1日 3,198,010
料金後納郵便のため（会計法第29条の3
第4項） その他

13417
西日本電信電話
（株）福岡支店

電話専用料

藤原　要
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年4月1日 4,730,562
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13418
西日本電信電話
（株）福岡支店

電話料

藤原　要
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年4月1日 6,070,062
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13419 九州電力（株） 電力料

藤原　要
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年4月1日 98,401,195
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13420
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ九州

電話料集中払

藤原　要
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年4月1日 4,943,048
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13421 非公表 土地借上料　計６８件

藤原　要
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

6,801,169

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13422 非公表 宿舎借上料　計１５件

藤原　要
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

7,912,600

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

13423 非公表 宿舎敷地借上料　計６件

藤原　要
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

3,135,732

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

13424
延岡市水道局企業出
納員

水道料

大塚　法晴
九州地方整備局延岡河川
国道事務所
延岡市大貫町１－２８８９

平成17年4月1日 1,143,291
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13425 日本郵政公社 後納郵便料

大塚　法晴
九州地方整備局延岡河川
国道事務所
延岡市大貫町１－２８８９

平成17年4月1日 1,309,170
料金後納郵便のため（会計法第29条の3
第4項） その他

13426
西日本電信電話
（株）福岡支店

電話料

大塚　法晴
九州地方整備局延岡河川
国道事務所
延岡市大貫町１－２８８９

平成17年4月1日 4,596,302
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13427 九州電力（株） 電力料

大塚　法晴
九州地方整備局延岡河川
国道事務所
延岡市大貫町１－２８８９

平成17年4月1日 45,034,777
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13428
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ九州

電話料集中払

大塚　法晴
九州地方整備局延岡河川
国道事務所
延岡市大貫町１－２８８９

平成17年4月1日 1,954,791
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13429 非公表 土地借上料　計６２件

大塚　法晴
九州地方整備局延岡河川
国道事務所
延岡市大貫町１－２８８９

1,572,582

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

13430 非公表 宿舎借上料　計３件

大塚　法晴
九州地方整備局延岡河川
国道事務所
延岡市大貫町１－２８８９

4,080,000

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13431
西日本電信電話
（株）福岡支店

電話専用料

矢野　日出東
九州地方整備局川内川河
川事務所
鹿児島県薩摩川内市東大
小路町２０－２

平成17年4月1日 2,769,503
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13432
西日本電信電話
（株）福岡支店

電話料

矢野　日出東
九州地方整備局川内川河
川事務所
鹿児島県薩摩川内市東大
小路町２０－２

平成17年4月1日 3,561,148
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13433 九州電力（株） 電力料

矢野　日出東
九州地方整備局川内川河
川事務所
鹿児島県薩摩川内市東大
小路町２０－２

平成17年4月1日 21,404,972
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13434
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ九州

電話料集中払

矢野　日出東
九州地方整備局川内川河
川事務所
鹿児島県薩摩川内市東大
小路町２０－２

平成17年4月1日 1,439,489
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13435 非公表 土地借上料　計６件

矢野　日出東
九州地方整備局川内川河
川事務所
鹿児島県薩摩川内市東大
小路町２０－２

1,169,300

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

13436
西日本電信電話
（株）福岡支店

電話料

長井義樹
九州地方整備局大隅河川
国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新
富１０１３－１

平成17年4月1日 1,802,672
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13437
西日本電信電話
（株）福岡支店

電話料

長井義樹
九州地方整備局大隅河川
国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新
富１０１３－１

平成17年4月1日 4,366,914
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13438 九州電力（株） 電力料

長井義樹
九州地方整備局大隅河川
国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新
富１０１３－１

平成17年4月1日 59,243,108
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13439
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ九州

電話料集中払

長井義樹
九州地方整備局大隅河川
国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新
富１０１３－１

平成17年4月1日 1,489,901
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13440 非公表 土地借上料　計９９件

長井義樹
九州地方整備局大隅河川
国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新
富１０１３－１

2,623,795

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

13441 非公表 宿舎敷地借上料　計８件

長井義樹
九州地方整備局大隅河川
国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新
富１０１３－１

3,062,340

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

13442
エヌティティコミュ
ニケーションズ
（株）

電話料

遠藤  和重
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島市浜町２－５

平成17年4月1日 1,034,796
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13443
鹿児島市水道事業及
び公共下水道事業管
理者

水道料

遠藤  和重
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島市浜町２－５

平成17年4月1日 1,166,242
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13444 日本郵政公社 後納郵便料

遠藤  和重
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島市浜町２－５

平成17年4月1日 1,360,365
料金後納郵便のため（会計法第29条の3
第4項） その他

13445
西日本電信電話
（株）福岡支店

電話専用料

遠藤  和重
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島市浜町２－５

平成17年4月1日 3,595,572
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13446
西日本電信電話
（株）福岡支店

電話料外

遠藤  和重
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島市浜町２－５

平成17年4月1日 5,581,502
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13447 九州電力（株） 電力料

遠藤  和重
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島市浜町２－５

平成17年4月1日 89,569,028
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13448
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ九州

電話料集中払

遠藤  和重
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島市浜町２－５

平成17年4月1日 3,015,109
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13449 非公表 土地借上料　計６２件

遠藤  和重
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島市浜町２－５

21,626,476

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

13450 非公表 宿舎借上料　計１２件

遠藤  和重
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島市浜町２－５

7,037,000

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

13451
西日本電信電話
（株）福岡支店

電話料

石丸　昭久
九州地方整備局筑後川ダ
ム統合管理事務所
久留米市高野１丁目２－２

平成17年4月1日 1,608,172
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13452
九州通信ネットワー
ク（株）

電話専用料

石丸　昭久
九州地方整備局筑後川ダ
ム統合管理事務所
久留米市高野１丁目２－２

平成17年4月1日 2,381,400
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13453 九州電力（株） 電力料

石丸　昭久
九州地方整備局筑後川ダ
ム統合管理事務所
久留米市高野１丁目２－２

平成17年4月1日 22,114,465
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13454
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ九州

電話料集中払

石丸　昭久
九州地方整備局筑後川ダ
ム統合管理事務所
久留米市高野１丁目２－２

平成17年4月1日 1,311,229
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13455
九州電力（株）唐津
営業所

電力料

田島　英孝
九州地方整備局厳木ダム
管理所
佐賀県唐津市厳木町広瀬
４４６－４－７

平成17年4月1日 5,922,611
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13456
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ九州

電話料金集中払

前田　力
九州地方整備局緑川ダム
管理所
熊本県下益城郡美里町畝
野３４５６

平成17年4月1日 1,042,095
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13457 九州電力（株）本店 電力料

前田　力
九州地方整備局緑川ダム
管理所
熊本県下益城郡美里町畝
野３４５６

平成17年4月1日 7,506,074
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13458
西日本電信電話
（株）福岡支店

電話料

深町　弘幸
九州地方整備局山国川河
川事務所
中津市大字高瀬１８５１－
２

平成17年4月1日 2,033,326
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13459 九州電力（株） 電力料

深町　弘幸
九州地方整備局山国川河
川事務所
中津市大字高瀬１８５１－
２

平成17年4月1日 27,460,348
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13460
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ九州

電話料集中払

深町　弘幸
九州地方整備局山国川河
川事務所
中津市大字高瀬１８５１－
２

平成17年4月1日 1,157,803
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13461 非公表 借上宿舎料　計４件

深町　弘幸
九州地方整備局山国川河
川事務所
中津市大字高瀬１８５１－
２

2,400,000

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

13462 九州電力（株） 電力料

山本　隆利
九州地方整備局鶴田ダム
管理所
鹿児島県薩摩郡さつま町
神子３９８８－３

平成17年4月1日 9,373,918
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13463 九州電力（株） 電力料

吉原　匠
九州地方整備局　九州技
術事務所
久留米市高野一丁目３番
１号

平成17年4月1日 10,782,478
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13464

（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ九州
出納責任者　渡辺一
則

電話料集中払

吉原　匠
九州地方整備局　九州技
術事務所
久留米市高野一丁目３番
１号

平成17年4月1日 1,151,689
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13465 日本テレコム（株） 電話専用料

戸田 克稔
九州地方整備局国営海の
中道海浜公園事務所
福岡市東区大字西戸崎１
８－２５

平成17年4月1日 1,789,200
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13466
福岡市下水道事業企
業出納員

水道料

戸田 克稔
九州地方整備局国営海の
中道海浜公園事務所
福岡市東区大字西戸崎１
８－２５

平成17年4月1日 15,645,667
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13467 九州電力（株） 電力料

戸田 克稔
九州地方整備局国営海の
中道海浜公園事務所
福岡市東区大字西戸崎１
８－２５

平成17年4月1日 19,463,828
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13468
福岡市水道事業管理
者

水道料

戸田 克稔
九州地方整備局国営海の
中道海浜公園事務所
福岡市東区大字西戸崎１
８－２５

平成17年4月1日 23,764,593
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13469 非公表 宿舎借上料　計５件

戸田 克稔
九州地方整備局国営海の
中道海浜公園事務所
福岡市東区大字西戸崎１
８－２５

2,802,403

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13470 吉野ヶ里町収入役 下水道料

太田　広
九州地方整備局国営吉
野ヶ里歴史公園事務所
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町
田手１８６９

平成17年4月1日 1,737,360
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13471 佐賀東部水道企業団 水道料

太田　広
九州地方整備局国営吉
野ヶ里歴史公園事務所
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町
田手１８６９

平成17年4月1日 2,037,676
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13472
九州電力（株）佐賀
営業所

電力料

太田　広
九州地方整備局国営吉
野ヶ里歴史公園事務所
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町
田手１８６９

平成17年4月1日 16,326,998
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13473 非公表 宿舎借上料　計３件

太田　広
九州地方整備局国営吉
野ヶ里歴史公園事務所
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町
田手１８６９

3,102,500

場所が限定されることにより、供給者
が一に特定される賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他 個人情報

13474
西日本電信電話
（株）名古屋支店

電話専用料

岡部 智敏
九州地方整備局長崎営繕
事務所
長崎市花園町２６－１１

平成17年4月1日 1,088,414
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13475
西日本電信電話
（株）名古屋支店

電話専用料

川合　明
九州地方整備局熊本営繕
事務所
熊本市大江３丁目１－５
３

平成17年4月1日 1,062,600
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13476
西日本電信電話
（株）名古屋支店

電話専用料

内田　貞行
九州地方整備局鹿児島営
繕事務所
鹿児島市山下町13-21

平成17年4月1日 1,108,800
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13477
日本放送協会　福岡
放送局

ＮＨＫ受信料

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月1日 10,188,845
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13478
西日本電信電話
（株）福岡支店

回線使用料

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月1日 8,032,817
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13479
ＮＴＴコミュニケ－
ションズ（株）

回線使用料

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月1日 7,625,146
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13480
（株）エヌ・ティ・
ティ・ドコモ九州

電話料集中払

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月1日 7,512,694
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13481 日本郵政公社 後納郵便料

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月1日 5,420,401
料金後納郵便のため（会計法第29条の3
第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13482 ボーダフォン（株） 携帯電話料

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月1日 5,363,012
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13483 ＫＤＤＩ（株） 電話料

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月1日 2,652,410
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13484 日本テレコム（株） 回線使用料

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月1日 2,561,076
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13485
西日本電信電話
（株）福岡支店

電話料

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月1日 2,018,754
供給することが可能な業者が一の場合
であるため（会計法第29条の3第4項） その他

13486 （株）長大
災害復旧における景観復興検
討業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成18年1月13日 12,915,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社　長
大を特定し、委託するにあたって 適業者
と判断した。
　このため、本業務は、会計法第２９条の３
第４項及び予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号により、株式会社　長大と随意契
約を締結するものである。（会計法第２９条
の３第４項）

その他

13487
パシフィックコンサル
タンツ（株）

地域づくりに対する期待度調
査検討業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成18年1月13日 8,925,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議した結果、パシフィックコ
ンサルタンツ株式会社を特定し、委託する
にあたっての 適業者と判断した。（会計
法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13488
（株）福山コンサルタ
ント

観光地域づくり支援策調査検
討業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成18年2月10日 6,300,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議した結果、株式会社福
山コンサルタントを特定し、委託するにあ
たっての 適業者と判断した。（会計法第２
９条の３第４項）

その他

13489
八千代エンジニヤリ
ング（株）

社会資本整備重点計画に係
る基礎資料作成業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成18年1月31日 5,869,500

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議した結果、八千代エンジ
ニアリング株式会社を特定し、委託するに
あたっての 適業者と判断した。（会計法
第２９条の３第４項）

その他

13490
（株）日本能率協会総
合研究所

平成１７年度建設副産物実態
調査業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年8月19日 8,925,000

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポーザル方式による
建設コンサルタント等の手続きに基づき調
査審議の結果、株式会社　日本能率協会
総合研究所を特定し、委託するにあたって

適業者と判断した。　(会計法第２９条の
３第４項)

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13491
（株）福山コンサルタ
ント

スマートＩＣ調査検討業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成18年1月13日 8,715,000

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポーザル方式による
建設コンサルタント等の手続きに基づき調
査審議の結果、株式会社　福山コンサルタ
ントを特定し、委託するにあたって 適業
者と判断した。　(会計法第２９条の３第４
項)

その他

13492
（株）福山コンサルタ
ント

北部九州圏都市交通ビジョン
検討業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年5月17日 21,000,000

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポーザル方式による
建設コンサルタント等の手続きに基づき調
査審議の結果、株式会社　福山コンサルタ
ントを特定し、委託するにあたって 適業
者と判断した。　(会計法第２９条の３第４
項)

その他

13493 （株）パスコ
九州地方整備局管内河川航
空レーザ測量業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年12月13日 273,735,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社パス
コを特定し、委託するにあたって、 適業
者と判断した。このため、本業務は、会計
法第２９条の３第４項及び予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号により、株式会社
パスコトと随意契約を締結するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13494
八千代エンジニヤリ
ング（株）

砂防技術指針運用（案）施工
編作成業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年8月19日 15,519,000

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポーザル方式による
建設コンサルタント等の手続きに基づき平
成１６年度に調査審議の結果、八千代エン
ジニヤリング株式会社が本業務を委託する
にあたり 適業者と判断された。今回の業
務は、これに継続して実施するものであ
る。このため、当該業務は、会計法第２９条
の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号
により、八千代エンジニヤリング株式会社
と随意契約を締結するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

その他

13495
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

九州管内道路整備効果検討
業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年6月16日 28,350,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社オリエ
ンタルコンサルタンツを特定し、委託するに
あたって 適業者と判断したため（会計法
第２９条の３第４項）

その他

13496
（株）福山コンサルタ
ント

九州管内中長期道路整備効
果検討業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成18年3月7日 4,725,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社福山
コンサルタントを特定し、委託するにあたっ
て 適業者と判断したため。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13497
（株）福山コンサルタ
ント

道路交通センサス関連データ
収集整理・手法検討業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年8月23日 24,307,500

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社福山
コンサルタントを特定し、委託するにあたっ
て 適業者と判断した。このため、本業務
は、会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号により、福山コンサル
タントと随意契約を締結するものとする。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13498
（株）福山コンサルタ
ント

将来交通量推計検討業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成18年3月7日 2,940,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社福山
コンサルタントを特定し、委託するにあたっ
て 適業者と判断した。このため、本業務
は、会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号により、福山コンサル
タントと随意契約を締結するものとする。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13499 （株）楠山設計
別府重度障害者センター西宿
舎設計業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年10月26日 9,765,000

  プロポーザル方式を採用し、提出さ
れた技術提案書を総合的に評価した結
果、 も優れていると評価された者を
契約の相手方として特定し、随意契約
するものである。(会計法第２９条の３
第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13500
パシフィックコンサル
タンツ（株）

地方都市における都市機能の
再生等に関する調査

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成18年2月6日 4,515,000

　本業務は、建設コンサルタント業務等請
負業者選定事務処理要領及びプロポーザ
ル方式による建設コンサルタント等の手続
きに基づき調査審査の結果、パシフィックコ
ンサルタンツ株式会社を特定し、委託する
にあたって 適業者と判断した。
　このため、本業務は会計法第２９条の３
第４項及び予決令第１０２条の４第三号に
より、パシフィックコンサルタンツ株式会社と
随意契約を締結するものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他

13501
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

九州管内景観計画検討業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年11月10日 6,405,000

　本業務は、建設コンサルタント業務等請
負業者選定事務処理要領及びプロポーザ
ル方式による建設コンサルタント等の手続
きに基づき調査審査の結果、株式会社オリ
エンタルコンサルタンツを特定し、委託する
にあたって 適業者と判断した。
　このため、本業務は会計法第２９条の３
第４項及び予決令第１０２条の４第三号に
より、株式会社オリエンタルコンサルタンツ
と随意契約を締結するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

その他

13502
パシフィックコンサル
タンツ（株）

連続立体交差事業事例集作
成業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成18年1月17日 9,030,000

　本業務は、建設コンサルタント業務等請
負業者選定事務処理要領及びプロポーザ
ル方式による建設コンサルタント等の手続
きに基づき調査審査の結果、パシフィックコ
ンサルタンツ株式会社を特定し、委託する
にあたって 適業者と判断した。
　このため、本業務は会計法第２９条の３
第４項及び予決令第１０２条の４第三号に
より、パシフィックコンサルタンツ株式会社と
随意契約を締結するものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13503
パシフィックコンサル
タンツ（株）

九州管内まち再生支援方策検
討業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年7月7日 7,875,000

　本業務は、建設コンサルタント業務等請
負業者選定事務処理要領及びプロポーザ
ル方式による建設コンサルタント等の手続
きに基づき調査審査の結果、パシフィックコ
ンサルタンツ株式会社を特定し、委託する
にあたって 適業者と判断した。
　このため、本業務は会計法第２９条の３
第４項及び予決令第１０２条の４第三号に
より、パシフィックコンサルタンツ株式会社と
随意契約を締結するものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他

13504
（株）福山コンサルタ
ント

大規模商業施設立地影響調
査

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成18年1月20日 9,345,000

　本業務は、建設コンサルタント業務等請
負業者選定事務処理要領及びプロポーザ
ル方式による建設コンサルタント等の手続
きに基づき調査審査の結果、株式会社福
山コンサルタントを特定し、委託するにあ
たって 適業者と判断した。
　このため、本業務は会計法第２９条の３
第４項及び予決令第１０２条の４第三号に
より、株式会社福山コンサルタントと随意契
約を締結するものである。（会計法第２９条
の３第４項）

その他

13505 （株）プレック研究所
国営公園を活用した地域づく
り検討業務

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年7月12日 11,088,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社プレッ
ク研究所を特定し、委託するにあたって
適業者と判断した。よって、本業務は会計
法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の
４第３号を適用し、同社と随意契約を締結
するものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13506
（株）東京建設コンサ
ルタント

筑後川環境関連整備計画検
討業務

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成17年5月27日 30,870,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社東京
建設コンサルタントを特定し、委託するにあ
たって、 適業者と判断した。このため、本
業務は、会計法第２９条の３第４項及び予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号に
より、株式会社東京建設コンサルタントと随
意契約を締結するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他

13507
（株）東京建設コンサ
ルタント

筑後川下流環境調査計画検
討業務

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成18年1月13日 4,515,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社東京
建設コンサルタントを特定し、委託するにあ
たって 適業者と判断した。このため、本
業務は、会計法第２９条の３第４項及び予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号に
より、株式会社東京建設コンサルタントと随
意契約を締結するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他

13508 西日本技術開発（株） 矢部川魚道調査検討業務

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成18年2月10日 1,995,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、西日本技術開
発株式会社を特定し、委託するにあたって

適業者と判断した。このため、本業務
は、会計法第２９条の３第４項及び予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号により、
西日本技術開発株式会社と随意契約を締
結するものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13509
パシフィックコンサル
タンツ（株）

日田地区河川環境整備計画
外検討業務

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成17年7月12日 20,475,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、パシフィックコン
サルタンツ株式会社を特定し、委託するに
あたって 適業者と判断した。このため、
本業務は、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
により、パシフィックコンサルタンツ株式会
社と随意契約を締結するものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他

13510 川崎地質（株）
大石地区揚水可能量調査業
務

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成17年12月9日 33,022,500

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、川崎地質株式
会社を特定し、委託するにあたって 適業
者と判断した。このため、本業務は、会計
法第２９条の３第４項及び予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号により、川崎地質
株式会社と随意契約を締結するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13511
（株）東京建設コンサ
ルタント

渇水時における流況保全検討
業務

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成17年9月16日 19,320,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社東京
建設コンサルタントを特定し、委託するにあ
たって 適業者と判断した。このため、本
業務は、会計法第２９条の３第４項及び予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号に
より、株式会社東京建設コンサルタントと随
意契約を締結するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13512 （株）建設技術研究所 小野牟田地区検討業務

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成17年7月12日 12,705,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき平成１７年度に調査審議の結果、
（株）建設技術研究所九州支社を特定し、
委託するにあたって 適業者と判断した。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13513
パシフィックコンサル
タンツ（株）

ダム群連携事業導水施設配
置計画検討業務

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成17年8月23日 25,620,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、パシフィックコン
サルタンツ株式会社を特定し、委託するに
あたって 適業者と判断した。このため、
本業務は、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
により、パシフィックコンサルタンツ株式会
社と随意契約を締結するものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他

13514
八千代エンジニヤリ
ング（株）

佐田地区水文地質基礎調査
検討業務

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成17年8月23日 30,975,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、八千代エンジニ
ヤリング株式会社を特定し、委託するにあ
たって 適業者と判断した。このため、本
業務は、会計法第２９条の３第４項及び予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号に
より、八千代エンジニヤリング株式会社と
随意契約を締結するものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13515 （株）建設技術研究所 維持管理計画検討業務

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成18年2月10日 12,915,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき、平成１６年に調査審議の結果、
株式会社建設技術研究所が本業務を委託
するにあたり 適業者であると判断され
た。今回の業務はこれに継続して実施する
ものである。このため本業務は、会計法第
２９条の３第４項及び予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により、株式会社建設
技術研究所と随意契約を締結するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13516
パシフィックコンサル
タンツ（株）

筑後川・矢部川不法投棄対策
検討業務

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成18年1月13日 7,707,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、パシフィックコン
サルタンツ株式会社を特定し、委託するに
あたって 適業者と判断した。このため、
本業務は、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
により、パシフィックコンサルタンツ株式会
社と随意契約を締結するものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他

13517 （株）エミック
管内水門用予備ゲート他設計
業務

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成17年8月26日 12,915,000

本業務は、既存施設の修繕として水門施
設及び設備についての高度な知識、技術
を要することから、受注者において、１．技
術者の経験及び能力（①過去の「同種又は
類似」業務の実績②有資格）２．業務実施
方針及び手法（①業務内容の理解度②業
務実施方針の妥当性等）３．参考見積と技
術提案内容との関係などの観点からプロ
ポーザル（技術提案書）の提出を求めたも
のである。建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式に基づく建設コンサルタント等の特定
手続きに基づき調査審議の結果、株式会
社エミックが今回の業務内容を委託するに
あたり 適業者であると判断された。よっ
て、上記業者と会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３号に基づき
随意契約を行い、業務の円滑化な遂行を
図るものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13518 （株）東畑建築事務所 事務所庁舎設計業務

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成17年9月8日 50,662,500

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、（株）東畑建築
事務所を特定し、委託するにあたって 適
業者と判断した。このため、本業務は、会
計法第２９条の３第４項及び予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号により、（株）東
畑建築事務所と随意契約を締結するもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13519 川崎地質（株）
筑後川下流堤防質的調査解
析（その１）業務

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成17年7月20日 15,330,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、川崎地質株式
会社を特定し、委託するにあたって 適業
者と判断した。このため、本業務は、会計
法第２９条の３第４項及び予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号により、川崎地質
株式会社と随意契約を締結するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13520
基礎地盤コンサルタ
ンツ（株）

筑後川中流堤防質的調査解
析（その１）業務

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成17年7月20日 17,535,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、基礎地盤コン
サルタンツ株式会社を特定し、委託するに
あたって 適業者と判断した。このため、
本業務は、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
により、基礎地盤コンサルタンツ株式会社
と随意契約を締結するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13521 （株）建設技術研究所
筑後川瀬ノ下地区整備構想検
討及び設計業務

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成17年6月1日 14,385,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社建設
技術研究所を特定し、委託するにあたって

適業者と判断した。このため、本業務
は、会計法第２９条の３第４項及び予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号により、
株式会社建設技術研究所と随意契約を締
結するものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他

13522 （株）建設技術研究所
筑後川津遊川樋門改修基本
設計業務

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成17年6月16日 13,860,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社建設
技術研究所を特定し、委託するにあたって

適業者と判断した。このため、本業務
は、会計法第２９条の３第４項及び予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号により、
株式会社建設技術研究所と随意契約を締
結するものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他

13523 （株）建設技術研究所
有明海岸高潮浸水想定区域
図検討業務

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成17年12月15日 23,362,500

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、（株）建設技術
研究所を特定し、委託するにあたって 適
業者と判断した。このため、本業務は、会
計法第２９条の３第４項及び予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号により、（株）建
設技術研究所と随意契約を締結するもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13524 （株）建設技術研究所
河川情報基盤整備計画検討
業務

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成17年10月7日 9,523,500

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、（株）建設技術
研究所を特定し、委託するにあたって 適
業者と判断した。このため、本業務は、会
計法第２９条の３第４項及び予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号により、（株）建
設技術研究所と随意契約を締結するもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13525 （株）建設技術研究所
筑後川太郎原取水樋門改築
基礎設計業務

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成17年8月23日 10,815,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社建設
技術研究所を特定し、委託するにあたって

適業者と判断した。このため、本業務
は、会計法第２９条の３第４項及び予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号により、
株式会社建設技術研究所と随意契約を締
結するものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他

13526 （株）建設環境研究所
巨瀬川下流地区河道及び護
岸実施設計業務

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成18年1月27日 9,450,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社建設
環境研究所を特定し、委託するにあたって

適業者と判断した。このため、本業務
は、会計法第２９条の３第４項及び予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号により、
株式会社建設環境研究所と随意契約を締
結するものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13527 中央開発（株）
筑後川下流堤防質的調査解
析（その２）業務

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成17年7月20日 11,077,500

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、中央開発株式
会社を特定し、委託するにあたって 適業
者と判断した。このため、本業務は、会計
法第２９条の３第４項及び予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号により、中央開発
株式会社と随意契約を締結するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13528
（株）東京建設コンサ
ルタント

筑後川中下流域内水排除適
正化検討業務

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成18年2月3日 6,720,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社東京
建設コンサルタントを特定し、委託するにあ
たって 適業者と判断した。このため、本
業務は、会計法第２９条の３第４項及び予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号に
より、株式会社東京建設コンサルタントと随
意契約を締結するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他

13529
（株）東京建設コンサ
ルタント

筑後川日田地区河川整備検
討及び概略設計業務

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成17年7月29日 20,475,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社東京
建設コンサルタントを特定し、委託するにあ
たって、 適業者と判断した。このため、本
業務は、会計法第２９条の３第４項及び予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号に
より、株式会社東京建設コンサルタントと随
意契約を締結するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13530
（株）東京建設コンサ
ルタント

筑後川支川治水計画及び河
道計画検討業務

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成17年6月16日 42,210,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社東京
建設コンサルタントを特定し、委託するにあ
たって 適業者と判断した。このため、本
業務は、会計法第２９条の３第４項及び予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号に
より、株式会社東京建設コンサルタントと随
意契約を締結するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他

13531
（株）東京建設コンサ
ルタント

筑後川水系河川整備計画検
討業務

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成17年5月25日 55,335,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社東京
建設コンサルタントを特定し、委託するにあ
たって 適業者と判断した。このため、本
業務は、会計法第２９条の３第４項及び予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号に
より、株式会社東京建設コンサルタントと随
意契約を締結するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他

13532
パシフィックコンサル
タンツ（株）

筑後川・矢部川堤防質的点検
計画検討業務

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成17年9月16日 16,695,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、パシフィックコン
サルタンツ（株）を特定し、委託するにあ
たって 適業者と判断した。このため、本
業務は、会計法第２９条の３第４項及び予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号に
より、パシフィックコンサルタンツ（株）と随
意契約を締結するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13533
パシフィックコンサル
タンツ（株）

筑後川水系総合土砂管理計
画検討業務

井山聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
福岡県久留米市高野１－
２－１

平成17年6月1日 20,265,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、パシフィックコン
サルタンツ株式会社を特定し、委託するに
あたって 適業者と判断した。このため、
本業務は、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
により、パシフィックコンサルタンツ株式会
社と随意契約を締結するものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他

13534
九州建設コンサルタ
ント（株）

平成１７年度河口堰放流警報
施設検討業務

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成17年10月12日 5,092,500

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理及びプロポーザル方式
による建設コンサルタント等の手続きに基
づき調査審議の結果、九州建設コンサルタ
ント（株）を特定し、委託するにあたって
適業者と判断した。（会計法第２９条の３第
４項）

その他

13535 環境テクノス（株）
平成１７年度遠賀川わかりや
すい水質指標による広報検討
業務

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成18年1月23日 5,250,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理容量及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、環境テクノス
（株）を特定し、委託するにあたって 適業
者と判断した。（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13536 （株）建設技術研究所
平成１７年度河口堰関連地下
水解析及び護岸変状調査検
討業務

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成17年11月7日 12,495,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理容量及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、（株）建設技術
研究所を特定し、委託するにあたって 適
業者と判断した。（会計法第２９条の３第４
項）

その他

13537 （株）建設環境研究所
香月地区環境整備モニタリン
グ調査及び実施設計業務

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成18年1月23日 6,982,500

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理容量及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、（株）建設環境
研究所を特定し、委託するにあたって 適
業者と判断した。（会計法第２９条の３第４
項）

その他

13538 （株）建設環境研究所
平成１７年度河口堰浄化施設
改良検討及び効果検証業務

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成17年8月31日 5,985,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理容量及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、（株）建設環境
研究所を特定し、委託するにあたって 適
業者と判断した。（会計法第２９条の３第４
項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13539 第一復建（株）
平成１７年度居立川浄化施設
下水道接続詳細設計業務

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成17年9月1日 21,840,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理容量及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、第一復建（株）
を特定し、委託するにあたって 適業者と
判断した。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13540 中央開発（株）
平成１７年度　遠賀川水系河
川環境情報図修正業務

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成18年1月23日 5,775,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理容量及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、中央開発（株）
を特定し、委託するにあたって 適業者と
判断した。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13541 西日本技術開発（株）
平成１７年度遠賀川水系河川
利用推進事業計画検討業務

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成17年10月20日 12,495,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理容量及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、西日本技術開
発（株）を特定し、委託するにあたって 適
業者と判断した。（会計法第２９条の３第４
項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13542
三井共同建設コンサ
ルタント（株）

平成１７年度大任地区河川利
用推進施設実施設計業務

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成17年10月20日 5,764,500

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理容量及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、三井共同建設
コンサルタント（株）を特定し、委託するにあ
たって 適業者と判断した。（会計法第２９
条の３第４項）

その他

13543 （株）アイ・エヌ・エー
遠賀川管内維持修繕測量設
計（その１）業務

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成17年8月10日 18,690,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理容量及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、（株）アイ・エヌ・
エーを特定し、委託するにあたって 適業
者と判断した。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13544
九州建設コンサルタ
ント（株）

竜徳第４排水樋管外１件応急
対策測量設計業務

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成18年1月19日 9,292,500

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理容量及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、九州建設コン
サルタント（株）を特定し、委託するにあたっ
て 適業者と判断した。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13545 第一復建（株）
遠賀川管内維持修繕測量設
計（その２）業務

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成17年8月10日 16,590,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理容量及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、第一復建（株）
を特定し、委託するにあたって 適業者と
判断した。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13546
日鉄鉱コンサルタント
（株）

芦屋第５排水樋管外２件応急
対策測量設計業務

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成18年1月19日 15,435,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理容量及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、日鉄鉱コンサ
ルタント（株）を特定し、委託するにあたって

適業者と判断した。（会計法第２９条の３
第４項）

その他

13547
日本建設コンサルタ
ント（株）

天神排水樋管外１件応急対策
測量設計業務

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成18年2月2日 17,955,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理容量及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、日鉄鉱コンサ
ルタント（株）を特定し、委託するにあたって

適業者と判断した。（会計法第２９条の３
第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13548
（株）西日本科学技術
研究所

遠賀川水系多自然型川づくり
評価業務

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成17年7月14日 20,422,500

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理容量及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、（株）西日本科
学技術研究所を特定し、委託するにあたっ
て 適業者と判断した。（会計法第２９条の
３第４項）

その他

13549 （株）アイ・エヌ・エー
堤防詳細点検地質解析（その
３）業務

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成18年1月26日 30,450,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、（株）アイ・エヌ・
エー九州支店を特定し、委託するにあたっ
て 適業者と判断した。（会計法第２９条の
３第４項）

その他

13550 応用地質（株）
堤防詳細点検地質解析（その
１）業務

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成18年1月26日 32,235,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、応用地質（株）
九州支社を特定し、委託するにあたって
適業者と判断した。（会計法第２９条の３第
４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13551 （株）建設技術研究所
堤防詳細点検地質解析（その
２）業務

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成18年1月26日 36,277,500

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、（株）建設技術
研究所九州支社を特定し、委託するにあ
たって 適業者と判断した。（会計法第２９
条の３第４項）

その他

13552 （株）建設技術研究所
穂波川護岸実施設計（その１）
業務

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成17年12月14日 29,190,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき平成１７年度に調査審議の結果、
（株）建設技術研究所九州支社を特定し、
委託するにあたって 適業者と判断した。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13553 国際航業（株） 建花寺川橋梁詳細設計業務

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成17年10月31日 8,011,500

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき平成１７年度に調査審議の結果、
国際航業（株）福岡支店を特定し、委託す
るにあたって 適業者と判断した。（会計法
第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13554 第一復建（株）
穂波川護岸実施設計（その２）
業務

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成17年12月14日 18,900,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき平成１７年度に調査審議の結果、
株式会社建設技術研究所福岡支社を特定
し、委託するにあたって 適業者と判断し
た。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13555
中央コンサルタンツ
（株）

芳雄橋付帯施設詳細設計業
務

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成17年9月27日 19,320,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき平成１７年度に調査審議の結果、
中央コンサルタント（株）を特定し、委託す
るにあたって 適業者と判断した。（会計法
第２９条の３第４項）

その他

13556
（株）東京建設コンサ
ルタント

遠賀川水系洪水予報検討業
務

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成17年10月21日 38,745,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき平成１７年度に調査審議の結果、
（株）東京建設コンサルタント九州支社を特
定し、委託するにあたって 適業者と判断
した。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13557
（株）東京建設コンサ
ルタント

遠賀川を核とした直方地区の
地域社会の再構築方策検討
業務

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成18年1月26日 28,350,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき平成１７年度に調査審議の結果、
（株）東京建設コンサルタント九州支社を特
定し、委託するにあたって 適業者と判断
した。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13558
（株）東京建設コンサ
ルタント

下三緒調整地施設設計業務

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成17年6月15日 32,340,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき平成１７年度に調査審議の結果、
（株）東京建設コンサルタント九州支社を特
定し、委託するにあたって 適業者と判断
した。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13559
（株）東京建設コンサ
ルタント

飯塚・穂波地区河道計画検討
業務

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成17年6月14日 39,900,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき平成１７年度に調査審議の結果、
（株）東京建設コンサルタント九州支社を特
定し、委託するにあたって 適業者と判断
した。（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13560 西日本技術開発（株）
遠賀川水系防災情報検討業
務

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成18年1月6日 10,552,500

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき平成１７年度に調査審議の結果、
西日本技術開発株式会社を特定し、委託
するにあたって 適業者と判断した。（会計
法第２９条の３第４項）

その他

13561
日鉄鉱コンサルタント
（株）

飯塚・穂波地区施設計画検討
業務

松木　洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
福岡県直方市溝堀１丁目
１－１

平成17年8月22日 12,075,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき平成１７年度に調査審議の結果、
日鉄鉱コンサルタント株式会社九州支社を
特定し、委託するにあたって 適業者と判
断した。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13562
（株）千代田コンサル
タント

越波対策検討業務

小口　浩
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４－
１０

平成17年12月16日 14,385,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき平成１７年度に調査審議の結果、
株式会社千代田コンサルタント九州支店を
特定し、委託するにあたって 適業者と判
断したため。（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13563 川崎地質（株）
福岡外環状共同溝第１・２工
区井戸枯渇調査（その２）業務

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４－
１０

平成17年7月1日 19,582,500

　本業務は、井戸枯渇が予想される井戸に
ついて水位継続調査を行うものであるが、
調査方法及び手法等専門的知識及び技術
を要することから、受注業者においては、
１．建設コンサルタント等の業務経歴（①過
去の類似業務の実績②保有技術者数及び
有資格技術者の保有状況）２．技術職員の
経験及び能力３．業務実施方針及び手法
（①業務内容理解度②業務実施方針妥当
性等）などの観点からプロポーザル（技術
提案書）の提出を求めたものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13564 川崎地質（株）
福岡外環状共同溝第４工区井
戸枯渇調査業務

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４－
１０

平成17年6月30日 10,815,000

　本業務は、井戸枯渇が予想される井戸に
ついて水位継続調査を行うものであるが、
調査方法及び手法等専門的知識及び技術
を要することから、受注業者においては、
１．建設コンサルタント等の業務経歴（①過
去の類似業務の実績②保有技術者数及び
有資格技術者の保有状況）２．技術職員の
経験及び能力３．業務実施方針及び手法
（①業務内容理解度②業務実施方針妥当
性等）などの観点からプロポーザル（技術
提案書）の提出を求めたものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13565
基礎地盤コンサルタ
ンツ（株）

福岡外環状共同溝第３工区井
戸枯渇調査業務

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４－
１０

平成17年6月30日 11,550,000

　本業務は、井戸枯渇が予想される井戸に
ついて水位継続調査を行うものであるが、
調査方法及び手法等専門的知識及び技術
を要することから、受注業者においては、
１．建設コンサルタント等の業務経歴（①過
去の類似業務の実績②保有技術者数及び
有資格技術者の保有状況）２．技術職員の
経験及び能力３．業務実施方針及び手法
（①業務内容理解度②業務実施方針妥当
性等）などの観点からプロポーザル（技術
提案書）の提出を求めたものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13566
日鉄鉱コンサルタント
（株）

福岡外環状共同溝第１・２工
区井戸枯渇調査（その１）業務

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４－
１０

平成17年7月1日 7,119,000

　本業務は、井戸枯渇が予想される井戸に
ついて水位継続調査を行うものであるが、
調査方法及び手法等専門的知識及び技術
を要することから、受注業者においては、
１．建設コンサルタント等の業務経歴（①過
去の類似業務の実績②保有技術者数及び
有資格技術者の保有状況）２．技術職員の
経験及び能力３．業務実施方針及び手法
（①業務内容理解度②業務実施方針妥当
性等）などの観点からプロポーザル（技術
提案書）の提出を求めたものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13567
パシフィックコンサル
タンツ（株）

平成１７年度　管内交通事故
対策検討業務

小口　浩
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４－
１０

平成17年8月31日 18,165,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理容量及びポロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、パシフィックコン
サルタンツ株式会社を特定し、委託する事
によって 適業者と判断した。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13568 （株）ＢＣＣ
平成１７年度事業進捗管理シ
ステム構築業務

小口　浩
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４－
１０

平成18年1月25日 15,225,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理容量及びポロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社ＢＢＣ
を特定し、委託する事によって 適業者と
判断した。　　　（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13569
（株）福山コンサルタ
ント

平成１７年度　管内交通渋滞
対策調査検討業務

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４－
１０

平成17年7月13日 26,565,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理容量及びポロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社福山
コンサルタント社を特定し、委託する事に
よって 適業者と判断した。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13570
パシフィックコンサル
タンツ（株）

平成１７年度　今宿道路事業
計画支援外１件業務

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４－
１０

平成17年8月1日 36,750,000

本業務の遂行にあたって高度な知識知識
及び技術を要することから、受注者におい
ては、１）予定技術者の技術者資格（①管
理技術者及び照査技術者の技術者資
格）。２）予定技術者の業務執行技術力（①
管理技術者、担当技術者及び照査技術者
の同種、類似業務実績②管理技術者、担
当技術者及び照査技術者の国土交通省発
注業務の業務成績③担当技術者の当該分
野従事期間④管理技術者及び担当技術者
の技術者表彰、業務表彰経験の有無）。
３）予定技術者の地域精通度（①管理技術
者の当該事務所、周辺での受注実績の有
無）。４）予定技術者の専任制（①管理技術
者の手持ち業務金額及び件数）等の観点
からプロポーザル（技術提案書）の提出を
求め、調査審議の結果、本業務を遂行する
うえでパシフィックコンサルタンツ株式会社
が も適切な契約相手と判断したため。
(会計法第２９条の３第４項)

その他

13571
パシフィックコンサル
タンツ（株）

平成１７年度　福岡外環状道
路事業計画支援業務

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４－
１０

平成17年8月1日 36,750,000

本業務の遂行にあたって高度な知識知識
及び技術を要することから、受注者におい
ては、１）予定技術者の技術者資格（①管
理技術者及び照査技術者の技術者資
格）。２）予定技術者の業務執行技術力（①
管理技術者、担当技術者及び照査技術者
の同種、類似業務実績②管理技術者、担
当技術者及び照査技術者の国土交通省発
注業務の業務成績③担当技術者の当該分
野従事期間④管理技術者及び担当技術者
の技術者表彰、業務表彰経験の有無）。
３）予定技術者の地域精通度（①管理技術
者の当該事務所、周辺での受注実績の有
無）。４）予定技術者の専任制（①管理技術
者の手持ち業務金額及び件数）等の観点
からプロポーザル（技術提案書）の提出を
求め、調査審議の結果、本業務を遂行する
うえでパシフィックコンサルタンツ株式会社
が も適切な契約相手と判断したため。
(会計法第２９条の３第４項)

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13572
（株）福山コンサルタ
ント

平成１７年度　福岡国道管内
事業計画検討支援業務

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４－
１０

平成17年6月10日 38,955,000

本業務の遂行には高度な知識及び技術を
要することから、受注者においては① 予定
技術者の経験及び業務実施能力② 業務
実施方針③ 特定テーマに対する技術提案
等の観点からプロポーザル(技術提案書)
の提出を求めたものである。今回「建設コ
ンサルタント業務等請負業者選定事務処
理要領」及び「プロポーザル方式に基づく
建設コンサルタント等の特定手続きについ
て」に基づき調査審議の結果、(株)福山コ
ンサルタントが、今回の業務内容を委託す
るにあたり 適業者であると判断したた
め。(会計法第２９条の３第４項)

その他

13573
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

福岡県南地域道路整備効果
調査業務

小口　浩
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４－
１０

平成17年10月31日 26,880,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社オリエ
ンタルコンサルタンツ九州支社を特定し、委
託するにあたって 適業者と判断したた
め。(会計法第２９条の３第４項)

その他

13574 （株）建設環境研究所
有明海沿岸道路「ドングリの杜
（もり）」づくり支援業務

小口　浩
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４－
１０

平成17年11月8日 2,835,000

本業務は「緑のみちづくり実行計画」の一
つである「ドングリの杜（もり）」づくりを支援
するものであるが、「緑のみちづくり実行計
画」策定のために過年度に実施した業務と
深く関係しており、これに継続して実施する
必要のある業務である。そこで、本業務の
遂行にあたっては、「緑のみちづくり実行計
画」及びそのために平成１４年度より３ヵ年
にわたりプロポーザル方式で実施した業務
の内容を熟知している必要がある。㈱建設
環境研究所は、「緑のみちづくり実行計画」
の策定及び「ドングリの杜(もり）」づくりを計
画から運営まで携わっており、本業務の履
行にあたっての知識・経験・技術力に加
え、「ドングリの杜(もり）」づくりを実行してい
くために必要な情報を熟知しているととも
に、既に実施された業務において参照した
情報や地元小学校、地元関係者の事情等
にも精通しているため。(会計法第２９条の
３第４項)

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13575
（株）福山コンサルタ
ント

福岡県南地域道路整備計画
検討業務

小口　浩
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島３－２４－
１０

平成17年12月19日 36,120,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社福山
コンサルタントを特定し、委託するにあたっ
て 適業者と判断したため。(会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３
号)

その他

13576 新構造技術（株）
野面大橋外１連耐震補強設計
業務

寺本　直孝
九州地方整備局北九州国
道事務所
北九州小倉南区春ヶ丘１
０－１０

平成17年8月31日 24,675,000

本業務の遂行にあたっては、多種にわたる
高度な専門知識及び技術を要することか
ら、受注業者においては、①業務遂行能
力、②専門技術力等の観点から標準プロ
ポーザル（技術提案書）の提出を求めたも
のである。建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及び標準プロポー
ザル方式に基づいた建設コンサルタント等
の特定手続きにおいて、調査審議の結果、
本業務を遂行するうえで、新構造技術株式
会社　九州支店が 適の契約相手と判断
するものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他

13577
中央コンサルタンツ
（株）

遠賀川橋外１連耐震補強設計
業務

寺本　直孝
九州地方整備局北九州国
道事務所
北九州小倉南区春ヶ丘１
０－１０

平成17年8月31日 41,475,000

本業務の遂行にあたっては、多種にわたる
高度な専門知識及び技術を要することか
ら、受注業者においては、①業務遂行能
力、②専門技術力等の観点から標準プロ
ポーザル（技術提案書）の提出を求めたも
のである。建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及び標準プロポー
ザル方式に基づいた建設コンサルタント等
の特定手続きにおいて、調査審議の結果、
本業務を遂行するうえで、中央コンサルタ
ンツ㈱が 適の契約相手と判断するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13578 （株）長大
新飯塚橋外１連耐震補強設計
業務

寺本　直孝
九州地方整備局北九州国
道事務所
北九州小倉南区春ヶ丘１
０－１０

平成17年8月31日 20,107,500

本業務の遂行にあたっては、多種にわたる
高度な専門知識及び技術を要することか
ら、受注業者においては、①業務遂行能
力、②専門技術力等の観点から標準プロ
ポーザル（技術提案書）の提出を求めたも
のである。建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及び標準プロポー
ザル方式に基づいた建設コンサルタント等
の特定手続きにおいて、調査審議の結果、
本業務を遂行するうえで、株式会社長大福
岡支社が 適の契約相手と判断するもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13579
（株）千代田コンサル
タント

西郷川橋外１連耐震補強設計
業務

寺本　直孝
九州地方整備局北九州国
道事務所
北九州小倉南区春ヶ丘１
０－１０

平成17年8月31日 24,780,000

本業務の遂行にあたっては、多種にわたる
高度な専門知識及び技術を要することか
ら、受注業者においては、①業務遂行能
力、②専門技術力等の観点から標準プロ
ポーザル（技術提案書）の提出を求めたも
のである。建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及び標準プロポー
ザル方式に基づいた建設コンサルタント等
の特定手続きにおいて、調査審議の結果、
本業務を遂行するうえで、㈱千代田コンサ
ルタントが 適の契約相手と判断するもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13580
日鉄鉱コンサルタント
（株）

飯塚・田川地区道路保全調査
設計業務

寺本　直孝
九州地方整備局北九州国
道事務所
北九州小倉南区春ヶ丘１
０－１０

平成17年12月28日 42,420,000

本業務の遂行にあたっては、多種にわたる
高度な専門知識及び技術を要することか
ら、受注業者においては、①業務遂行能
力、②専門技術力等の観点から標準プロ
ポーザル（技術提案書）の提出を求めたも
のである。建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及び標準プロポー
ザル方式に基づいた建設コンサルタント等
の特定手続きにおいて、調査審議の結果、
本業務を遂行するうえで、日鉄鉱コンサル
タント㈱九州支店が 適の契約相手と判断
するものである。よって会計法第２９条の３
第４項及び予算決算及び会計令１０２条の
４第３号の規定により、、日鉄鉱コンサルタ
ント㈱九州支店と随意契約を締結するもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13581
中央コンサルタンツ
（株）

北九州国道管内物流路線基
礎調査業務

寺本　直孝
九州地方整備局北九州国
道事務所
北九州小倉南区春ヶ丘１
０－１０

平成18年2月7日 5,670,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、中央コンサルタ
ンツ株式会社福岡支店を特定し、委託する
にあたって 適業者と判断した。　このた
め、本業務は、会計法第２９条の３第４項
及び予算決算及び会計令１０２条の４第３
号により、中央コンサルタンツ株式会社福
岡支店と随意契約を締結するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13582 （株）長大
北九州国道管内整備効果検
討業務

寺本　直孝
九州地方整備局北九州国
道事務所
北九州小倉南区春ヶ丘１
０－１０

平成18年2月21日 9,975,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社長大
福岡支社を特定し、委託するにあたって
適業者と判断した。このため、本業務は、
会計法第２９条の３第４項及び予算決算及
び会計令１０２条の４第３号により、株式会
社長大福岡支社と随意契約を締結するも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13583
（株）千代田コンサル
タント

嘉麻地区道路整備効果検討
業務

寺本　直孝
九州地方整備局北九州国
道事務所
北九州小倉南区春ヶ丘１
０－１０

平成18年2月16日 13,125,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社千代
田コンサルタント北九州事務所を特定し、
委託するにあたって 適業者と判断した。
このため、本業務は、会計法第２９条の３
第４項及び予算決算及び会計令１０２条の
４第３号により、株式会社千代田コンサルタ
ント北九州事務所と随意契約を締結するも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13584
パシフィックコンサル
タンツ（株）

公共交通利用促進施策検討
業務

寺本　直孝
九州地方整備局北九州国
道事務所
北九州小倉南区春ヶ丘１
０－１０

平成18年2月27日 4,725,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、パシフィックコン
サルタンツ（株）九州本社を特定し、委託す
るにあたって 適業者と判断した。このた
め、本業務は、会計法第２９条の３第４項
及び予算決算及び会計令１０２条の４第３
号により、パシフィックコンサルタンツ（株）
九州本社と随意契約を締結するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13585
パシフィックコンサル
タンツ（株）

高速道路の有効利用に関する
調査検討業務

寺本　直孝
九州地方整備局北九州国
道事務所
北九州小倉南区春ヶ丘１
０－１０

平成17年12月16日 11,550,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、パシフィックコン
サルタンツ株式会社九州本社を特定し、委
託するにあたって 適業者と判断した。こ
のため、本業務は、会計法第２９条の３第４
項及び予算決算及び会計令１０２条の４第
３号により、パシフィックコンサルタンツ株式
会社九州本社と随意契約を締結するもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13586
（株）福山コンサルタ
ント

北九州国道管内調査基礎資
料検討業務

寺本　直孝
九州地方整備局北九州国
道事務所
北九州小倉南区春ヶ丘１
０－１０

平成18年2月27日 9,345,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社福山
コンサルタントを特定し、委託するにあたっ
て 適業者と判断した。このため、本業務
は、会計法第２９条の３第４項及び予算決
算及び会計令１０２条の４第３号により、株
式会社福山コンサルタントと随意契約を締
結するものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他

13587
（株）福山コンサルタ
ント

東九州自動車道等の供用に
伴う影響調査検討業務

寺本　直孝
九州地方整備局北九州国
道事務所
北九州小倉南区春ヶ丘１
０－１０

平成18年2月21日 17,325,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社福山
コンサルタントを特定し、委託するにあたっ
て 適業者と判断した。このため、本業務
は、会計法第２９条の３第４項及び予算決
算及び会計令１０２条の４第３号により、株
式会社福山コンサルタントと随意契約を締
結するものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13588
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

九州南部地域道路評価資料
作成業務

小串　正志
九州地方整備局九州幹線
道路調査事務所
福岡市東区千早２丁目２
番４３号

平成17年4月28日 25,935,000

本業務の遂行にあたっては、「建設コンサ
ルタント業務の入札・契約手続きの運用に
ついて」に基づき、建設コンサルタントから
予定技術者の経験及び能力、実施方針に
対する技術提案の観点からプロポーザル
（技術提案書）の提出を求め、「建設コンサ
ルタント業務等請負業者選定事務処理要
領」及び「プロポーザル方式に基づく建設コ
ンサルタント等の特定手続きについて」に
基づき、調査及び審議を実施した結果、今
回の業務を委託する 適業者として「㈱オ
リエンタルコンサルタンツ九州支社」を選定
した。 よって、会計法第２９条の３第４項並
びに予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号の規定により、㈱オリエンタルコンサル
タンツ九州支社と随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13589 （株）ケー・シー・エス 道路広報資料作成検討業務

小串　正志
九州地方整備局九州幹線
道路調査事務所
福岡市東区千早２丁目２
番４３号

平成17年8月26日 20,265,000

本業務の遂行にあたっては、「建設コンサ
ルタント業務の入札・契約手続きの運用に
ついて」に基づき、建設コンサルタントから
予定技術者の経験及び能力、実施方針に
対する技術提案の観点からプロポーザル
（技術提案書）の提出を求め、「建設コンサ
ルタント業務等請負業者選定事務処理要
領」及び「プロポーザル方式に基づく建設コ
ンサルタント等の特定手続きについて」に
基づき、調査及び審議を実施した結果、今
回の業務を委託する 適業者として「㈱
ケー・シー・エス九州支社」を選定した。
よって、会計法第２９条の３第４項並びに予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号の
規定により、㈱建設技術研究所九州支社と
随意契約を行うものである。（会計法第２９
条の３第４項）

その他

13590 （株）建設技術研究所
九州の道路に関するアンケー
ト調査手法検討業務

小串　正志
九州地方整備局九州幹線
道路調査事務所
福岡市東区千早２丁目２
番４３号

平成17年12月8日 10,290,000

本業務の遂行にあたっては、「建設コンサ
ルタント業務の入札・契約手続きの運用に
ついて」に基づき、建設コンサルタントから
予定技術者の経験及び能力、実施方針に
対する技術提案の観点からプロポーザル
（技術提案書）の提出を求め、「建設コンサ
ルタント業務等請負業者選定事務処理要
領」及び「プロポーザル方式に基づく建設コ
ンサルタント等の特定手続きについて」に
基づき、調査及び審議を実施した結果、今
回の業務を委託する 適業者として「㈱建
設技術研究所九州支社」を選定した。 よっ
て、会計法第２９条の３第４項並びに予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号の規
定により、㈱建設技術研究所九州支社と随
意契約を行うものである。（会計法第２９条
の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13591
（株）千代田コンサル
タント

長島海峡道路構造比較検討
業務

小串　正志
九州地方整備局九州幹線
道路調査事務所
福岡市東区千早２丁目２
番４３号

平成17年10月31日 25,305,000

本業務の遂行にあたっては、「建設コンサ
ルタント業務の入札・契約手続きの運用に
ついて」に基づき、建設コンサルタントから
予定技術者の経験及び能力、実施方針に
対する技術提案の観点からプロポーザル
（技術提案書）の提出を求め、「建設コンサ
ルタント業務等請負業者選定事務処理要
領」及び「プロポーザル方式に基づく建設コ
ンサルタント等の特定手続きについて」に
基づき、調査及び審議を実施した結果、今
回の業務を委託する 適業者として「㈱千
代田コンサルタント九州支店」を選定した。
よって、会計法第２９条の３第４項並びに予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号の
規定により、㈱千代田コンサルタント九州
支店と随意契約を行うものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他

13592
パシフィックコンサル
タンツ（株）

九州北部地域道路評価資料
作成業務

小串　正志
九州地方整備局九州幹線
道路調査事務所
福岡市東区千早２丁目２
番４３号

平成17年4月28日 42,000,000

本業務の遂行にあたっては、「建設コンサ
ルタント業務の入札・契約手続きの運用に
ついて」に基づき、建設コンサルタントから
予定技術者の経験及び能力、実施方針に
対する技術提案の観点からプロポーザル
（技術提案書）の提出を求め、「建設コンサ
ルタント業務等請負業者選定事務処理要
領」及び「プロポーザル方式に基づく建設コ
ンサルタント等の特定手続きについて」に
基づき、調査及び審議を実施した結果、今
回の業務を委託する 適業者として「パシ
フィックコンサルタンツ㈱九州支社」を選定
した。 よって、会計法第２９条の３第４項並
びに予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号の規定により、パシフィックコンサルタ
ンツ㈱九州支社と随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13593
パシフィックコンサル
タンツ（株）

九州全域道路評価資料作成
業務

小串　正志
九州地方整備局九州幹線
道路調査事務所
福岡市東区千早２丁目２
番４３号

平成17年12月8日 19,950,000

本業務の遂行にあたっては、「建設コンサ
ルタント業務の入札・契約手続きの運用に
ついて」に基づき、建設コンサルタントから
予定技術者の経験及び能力、実施方針に
対する技術提案の観点からプロポーザル
（技術提案書）の提出を求め、「建設コンサ
ルタント業務等請負業者選定事務処理要
領」及び「プロポーザル方式に基づく建設コ
ンサルタント等の特定手続きについて」に
基づき、調査及び審議を実施した結果、今
回の業務を委託する 適業者として「パシ
フィックコンサルタンツ㈱九州支社」を選定
した。 よって、会計法第２９条の３第４項並
びに予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号の規定により、パシフィックコンサルタ
ンツ㈱九州支社と随意契約を行うものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13594
（株）福山コンサルタ
ント

九州管内幹線道路調査検討
業務

小串　正志
九州地方整備局九州幹線
道路調査事務所
福岡市東区千早２丁目２
番４３号

平成18年2月1日 21,630,000

本業務の遂行にあたっては、「建設コンサ
ルタント業務の入札・契約手続きの運用に
ついて」に基づき、建設コンサルタントから
予定技術者の経験及び能力、実施方針に
対する技術提案の観点からプロポーザル
（技術提案書）の提出を求め、「建設コンサ
ルタント業務等請負業者選定事務処理要
領」及び「プロポーザル方式に基づく建設コ
ンサルタント等の特定手続きについて」に
基づき、調査及び審議を実施した結果、今
回の業務を委託する 適業者として「㈱福
山コンサルタント」を選定した。 よって、会
計法第２９条の３第４項並びに予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号の規定によ
り、㈱福山コンサルタントと随意契約を行う
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13595 応用地質（株）
鍋島地区外堤防強化検討業
務

尾澤　卓思
九州地方整備局武雄河川
事務所
佐賀県武雄市武雄町大字
昭和７４５

平成17年9月28日 20,370,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、応用地質株式
会社を特定し、委託するにあたって 適業
者と判断した。このため本業務は、会計法
第２９条の３第４項及び予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号により随意契約を締
結するものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他

13596 （株）建設技術研究所
嘉瀬川水系河川整備基本方
針検討業務

尾澤　卓思
九州地方整備局武雄河川
事務所
佐賀県武雄市武雄町大字
昭和７４５

平成17年11月24日 7,770,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社建設
技術研究所を特定し、委託するにあたって

適業者と判断した。このため、本業務
は、会計法第２９条の３第４項及び予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号により、
株式会社建設技術研究所と随意契約を締
結するものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13597 （株）建設技術研究所
松浦川水系河川整備計画検
討業務

尾澤　卓思
九州地方整備局武雄河川
事務所
佐賀県武雄市武雄町大字
昭和７４５

平成17年9月27日 25,935,000

本業務の発注においては高度な知識及び
技術を要することから、受注業者において
は、①建設コンサルタント等の業務歴②技
術職員の経験及び能力③業務実施方針及
び手法の観点からプロポーザル（技術提案
書）の提出を求めたものである。建設コン
サルタント業務請負業者選定事務処理要
領及びプロポーザル方式に基づく建設コン
サルタント等の特定手続きに基づき審議し
た結果、（株）建設技術研究所を特定し、委
託するにあたって も適切な契約相手と判
断した。したがって本業務は、会計法第２９
条の３第４項及び予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号により、随意契約を締結す
るものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13598
（株）東京建設コンサ
ルタント

嘉瀬川正常流量検討業務

尾澤　卓思
九州地方整備局武雄河川
事務所
佐賀県武雄市武雄町大字
昭和７４５

平成17年10月3日 4,462,500

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社東京
建設コンサルタントを特定し、委託するにあ
たって 適業者と判断した。このため、本
業務は、会計法第２９条の３第４項及び予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号に
より、株式会社東京建設コンサルタントと随
意契約を締結するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他

13599 （株）建設技術研究所
城原川沿川水利用計画検討
業務

森川　幹夫
九州地方整備局佐賀河川
総合開発工事事務所
佐賀市日の出１丁目７５１
番地

平成17年12月27日 11,172,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社建設
技術研究所を特定し、委託するにあたって

適業者と判断した。このため、本業務
は、会計法第２９条の３第４項及び予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号により株
式会社建設技術研究所と随意契約を締結
するものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13600
（株）東京建設コンサ
ルタント

城原川ダム運用期別検討業
務

森川　幹夫
九州地方整備局佐賀河川
総合開発工事事務所
佐賀市日の出１丁目７５１
番地

平成17年12月27日 10,605,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社東京
建設コンサルタントを特定し、委託するにあ
たって 適業者と判断した。このため、本
業務は、会計法第２９条の３第４項及び予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号に
より株式会社東京建設コンサルタントと随
意契約を締結するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他

13601
八千代エンジニヤリ
ング（株）

城原川ダム施設計画等概略
検討業務

森川　幹夫
九州地方整備局佐賀河川
総合開発工事事務所
佐賀市日の出１丁目７５１
番地

平成17年12月27日 11,340,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、八千代エンジニ
アリング株式会社を特定し、委託するにあ
たって 適業者と判断した。このため、本
業務は、会計法第２９条の３第４項及び予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号に
より八千代エンジニアリング株式会社と随
意契約を締結するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他

13602 （株）オービット
佐賀国道管内橋梁図復元業
務

岩屋　信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町５－１０

平成18年2月13日 13,650,000

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポーザル方式による
建設コンサルタント等の手続きに基づき調
査審議の結果特定し、委託するにあたって

適業者と判断したため。（会計法第２９条
の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13603 国際航業（株）
佐賀３４号光ファイバー収容空
間管理業務

岩屋　信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町５－１０

平成18年1月17日 36,540,000

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポーザル方式による
建設コンサルタント等の手続きに基づき調
査審議の結果特定し、委託するにあたって

適業者と判断したため。（会計法第２９条
の３第４項）

その他

13604 （株）ケー・シー・エス
佐賀県道路交通環境整備検
討業務

岩屋　信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町５－１０

平成17年8月4日 4,599,000

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務要領及びプロポーザル方式による建設
コンサルタント等の手続きに基づき調査審
議の結果、委託するにあたって 適業者と
判断した。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13605 川崎地質（株）
佐賀４９７号半田地区水文調
査業務

岩屋　信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町５－１０

平成17年8月24日 19,215,000

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポーザル方式による
建設コンサルタント等の手続きに基づき調
査審議の結果、特定した。（会計法第２９条
の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13606
基礎地盤コンサルタ
ンツ（株）

佐賀４９７号　養母田地区水文
調査業務

岩屋　信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町５－１０

平成17年8月24日 37,065,000

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポーザル方式による
建設コンサルタント等の手続きに基づき調
査審議の結果、特定した。（会計法第２９条
の３第４項）

その他

13607
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

高速道路の有効利用に関する
調査検討業務

岩屋　信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町５－１０

平成17年12月16日 45,255,000

本調査業務は、調査対象箇所のスマートＩ
Ｃの設置効果の把握・プライオリティの整理
を行い、スマートＩＣの計画平面図等を整理
し、スマートＩＣ整備の可能性の基礎資料と
するものであり、建設コンサルタント業務等
請負業者選定事務処理要領及びプロポー
ザル方式による建設コンサルタント等の手
続きに基づき調査審議の結果、株式会社
オリエンタルコンサルタンツを特定し、委託
するにあたって 適業者と判断した。（会計
法第２９条の３第４項）

その他

13608
（株）千代田コンサル
タント

鳥栖久留米地区環境影響評
価業務

岩屋　信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町５－１０

平成17年10月14日 14,910,000

本業務は、一般国道３号鳥栖市姫方町～
水屋町間において、道路事業を実施するに
あたり、周辺環境の状況を調査し、予測及
び評価を行って、今後の道路環境対策を
検討するもので、建設コンサルタント業務
等請負業者選定事務処理要領及びプロ
ポーザル方式による建設コンサルタント等
の手続きに基づき調査審議の結果、株式
会社千代田コンサルタントを特定し、委託
するにあたって 適業者と判断した。（会計
法第２９条の３第４項）

その他

13609
（株）福山コンサルタ
ント

佐賀国道管内交通流動検討
業務

岩屋　信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町５－１０

平成17年6月20日 51,030,000

本業務は、管内の将来交通量配分の基本
ケースとなりうる管内全体の交通量推計
と、個別検討路線を対象に他機関との協議
に資する交通量推計の他に、佐賀国道事
務所において事業完成箇所等により整備
効果が得られる者について交通量推計を
行うものであり、建設コンサルタント業務等
請負業者選定事務処理要領及びプロポー
ザル方式による建設コンサルタント等の手
続きに基づき調査審議の結果、株式会社
福山コンサルタントを特定し、委託するにあ
たって 適業者と判断した。（会計法第２９
条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13610 （株）エミック
嘉瀬川ダム放流設備修正設
計業務

桒野　修司
九州地方整備局嘉瀬川ダ
ム工事事務所
佐賀市高木瀬東2-16-35

平成17年10月13日 11,445,000

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポーザル方式による
建設コンサルタント等の手続き照査審議の
結果、 適業者と判断したため。（会計法２
９条の３第４項）

その他

13611 （株）ニュージェック
嘉瀬川ダム管理用機械設備
詳細設計業務

桒野　修司
九州地方整備局嘉瀬川ダ
ム工事事務所
佐賀市高木瀬東2-16-35

平成17年11月1日 25,599,000

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポーザル方式による
建設コンサルタント等の手続き照査審議の
結果、 適業者と判断したため。（会計法２
９条の３第４項）

その他

13612 （株）テクノプラン
嘉瀬川ダム管理用電気通信
設備概略設計業務

桒野　修司
九州地方整備局嘉瀬川ダ
ム工事事務所
佐賀市高木瀬東2-16-35

平成17年11月29日 35,700,000

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポーザル方式による
建設コンサルタント等の手続き照査審議の
結果、 適業者と判断したため。（会計法２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13613 （株）建設技術研究所
嘉瀬川ダム付替道路計画総
合検討業務

桒野　修司
九州地方整備局嘉瀬川ダ
ム工事事務所
佐賀市高木瀬東2-16-35

平成17年6月24日 24,885,000

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポーザル方式による
建設コンサルタント等の手続き照査審議の
結果、 適業者と判断したため。（会計法２
９条の３第４項）

その他

13614 （株）アイ・エヌ・エー
嘉瀬川ダム貯砂施設本体詳
細設計業務

桒野　修司
九州地方整備局嘉瀬川ダ
ム工事事務所
佐賀市高木瀬東2-16-35

平成17年6月22日 36,540,000

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポーザル方式による
建設コンサルタント等の手続き照査審議の
結果、 適業者と判断したため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他

13615
アイドールエンジニヤ
リング（株）

嘉瀬川ダム本体掘削面地質
精査業務

桒野　修司
九州地方整備局嘉瀬川ダ
ム工事事務所
佐賀市高木瀬東2-16-35

平成17年10月31日 11,130,000

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポーザル方式による
建設コンサルタント等の手続き照査審議の
結果、 適業者と判断したため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13616
九州建設コンサルタ
ント（株）

嘉瀬川ダム管理計画とりまと
め業務

桒野　修司
九州地方整備局嘉瀬川ダ
ム工事事務所
佐賀市高木瀬東2-16-35

平成17年11月29日 7,770,000

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポーザル方式による
建設コンサルタント等の手続き照査審議の
結果、 適業者と判断したため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他

13617 （株）建設技術研究所
嘉瀬川ダム利水計画外とりま
とめ業務

桒野　修司
九州地方整備局嘉瀬川ダ
ム工事事務所
佐賀市高木瀬東2-16-35

平成17年9月27日 16,065,000

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポーザル方式による
建設コンサルタント等の手続き照査審議の
結果、 適業者と判断したため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他

13618 （株）建設環境研究所
嘉瀬川ダム生物環境調査業
務

桒野　修司
九州地方整備局嘉瀬川ダ
ム工事事務所
佐賀市高木瀬東2-16-35

平成17年4月21日 33,285,000

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポーザル方式による
建設コンサルタント等の手続き照査審議の
結果、 適業者と判断したため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13619 日本工営（株）
音無地区周辺環境利活用検
討業務

桒野　修司
九州地方整備局嘉瀬川ダ
ム工事事務所
佐賀市高木瀬東2-16-35

平成17年9月27日 5,985,000

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポーザル方式による
建設コンサルタント等の手続き照査審議の
結果、 適業者と判断したため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他

13620
八千代エンジニヤリ
ング（株）

嘉瀬川ダム本体実施設計修
正業務

桒野　修司
九州地方整備局嘉瀬川ダ
ム工事事務所
佐賀市高木瀬東2-16-35

平成17年6月24日 49,875,000

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポーザル方式による
建設コンサルタント等の手続き照査審議の
結果、 適業者と判断したため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他

13621
（財）林業土木コンサ
ルタンツ

ダムサイト下流国有林確定測
量等業務

桒野　修司
九州地方整備局嘉瀬川ダ
ム工事事務所
佐賀市高木瀬東2-16-35

平成17年12月6日 10,269,000

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポーザル方式による
建設コンサルタント等の手続き照査審議の
結果、 適業者と判断したため。（会計法２
９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13622 （株）建設環境研究所 本明川水辺環境設計業務

星隈　順一
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年7月15日 18,900,000
プロポーザル方式による特定(会計法第２９
条の３第４項） その他

13623 東亜建設技術（株）
本明川ダム関連修正図化作
成業務

星隈　順一
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年12月13日 23,205,000
プロポーザル方式による特定(会計法第２９
条の３第４項） その他

13624 （株）建設環境研究所
本明川ダム植物保全対策検
討業務

星隈　順一
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年12月22日 20,580,000
プロポーザル方式による特定(会計法第２９
条の３第４項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13625
（株）東京建設コンサ
ルタント

本明川ダム流況改善及び関
連施設検討業務

星隈　順一
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成18年1月26日 31,500,000
プロポーザル方式による特定(会計法第２９
条の３第４項） その他

13626 （株）建設技術研究所
諫早排水機場ポンプ設備改修
検討業務

星隈　順一
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年11月7日 5,754,000
プロポーザル方式による特定(会計法第２９
条の３第４項） その他

13627
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

長崎４９７号佐世保高架橋（Ｐ
５６～５９）詳細設計業務

星隈　順一
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年9月29日 80,535,000
プロポーザル方式による特定(会計法第２９
条の３第４項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13628
（株）橋梁コンサルタ
ント

長崎４９７号佐世保ＩＣ橋（Ａラ
ンプ）詳細設計業務

星隈　順一
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年9月30日 37,065,000
プロポーザル方式による特定(会計法第２９
条の３第４項） その他

13629
（株）構造技術セン
ター

長崎４９７号佐世保高架橋（Ｐ
５９～６２）詳細設計業務

星隈　順一
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年9月29日 57,330,000
プロポーザル方式による特定(会計法第２９
条の３第４項） その他

13630 新構造技術（株）
長崎４９７号佐世保ＩＣ橋（Ｃラ
ンプ１号橋）詳細設計業務

星隈　順一
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年9月30日 45,906,000
プロポーザル方式による特定(会計法第２９
条の３第４項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13631
（株）綜合技術コンサ
ルタント

長崎４９７号佐世保ＩＣ橋（Ｂラ
ンプ）詳細設計業務

星隈　順一
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年9月30日 34,650,000
プロポーザル方式による特定(会計法第２９
条の３第４項） その他

13632
中央コンサルタンツ
（株）

長崎４９７号佐世保ＩＣ橋（Ｃラ
ンプ２号橋）詳細設計業務

星隈　順一
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年9月30日 23,205,000
プロポーザル方式による特定(会計法第２９
条の３第４項） その他

13633 （株）長大
長崎４９７号佐世保ＩＣ橋（Ｐｎ６
４～Ａｎ２）詳細設計業務

星隈　順一
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年9月29日 23,835,000
プロポーザル方式による特定(会計法第２９
条の３第４項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13634
（株）千代田コンサル
タント

長崎４９７号佐世保ＩＣ橋（Ｄラ
ンプ）詳細設計業務

星隈　順一
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年9月30日 59,430,000
プロポーザル方式による特定(会計法第２９
条の３第４項） その他

13635
（株）東京建設コンサ
ルタント

長崎４９７号佐世保ＩＣ橋（Ｐ６２
～Ａｋ２）詳細設計業務

星隈　順一
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年9月29日 33,915,000
プロポーザル方式による特定(会計法第２９
条の３第４項） その他

13636
三井共同建設コンサ
ルタント（株）

長崎４９７号佐世保高架橋（Ｐ
６２～Ｐｎ６４）詳細設計業務

星隈　順一
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年9月30日 27,930,000
プロポーザル方式による特定(会計法第２９
条の３第４項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13637
基礎地盤コンサルタ
ンツ（株）

本明川堤防質的整備調査検
討業務

星隈　順一
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成18年1月18日 20,160,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づく調査審議の結果、基礎地盤コンサ
ルタンツ株式会社長崎支店を特定し、委託
するにあたっては 適業者と判断したた
め。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13638
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

森山拡幅ＰＩ検討業務

星隈　順一
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年6月8日 17,430,000
プロポーザル方式による特定(会計法第２９
条の３第４項） その他

13639
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

長崎管内高速道路の有効利
用に関する調査検討業務

星隈　順一
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年12月9日 25,200,000
プロポーザル方式による特定(会計法第２９
条の３第４項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13640 （株）ケー・シー・エス
長崎都市圏交通円滑化検討
業務

齋藤　清志
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年5月12日 16,590,000
プロポーザル方式による特定(会計法第２９
条の３第４項） その他

13641
（株）ダイヤコンサル
タント

伊万里松浦道路地質検討業
務

星隈　順一
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年12月19日 42,682,500
プロポーザル方式による特定(会計法第２９
条の３第４項） その他

13642
中央コンサルタンツ
（株）

森山拡幅道路予備設計業務

星隈　順一
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年12月8日 37,380,000
プロポーザル方式による特定(会計法第２９
条の３第４項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13643
パシフィックコンサル
タンツ（株）

長崎地域道路指標検討業務

齋藤　清志
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年5月12日 19,845,000
プロポーザル方式による特定(会計法第２９
条の３第４項） その他

13644
（株）福山コンサルタ
ント

長崎都市圏社会実験実施業
務

星隈　順一
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年12月9日 69,615,000
プロポーザル方式による特定(会計法第２９
条の３第４項） その他

13645
（株）福山コンサルタ
ント

西九州自動車道整備計画検
討業務

齋藤　清志
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年6月30日 28,822,500
プロポーザル方式による特定(会計法第２９
条の３第４項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13646
エヌ・ティ・ティ・インフ
ラネット（株）

平成１７年度　長崎管内光ファ
イバー収容空間管理業務

星隈　順一
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年12月15日 30,030,000
プロポーザル方式による特定(会計法第２９
条の３第４項） その他

13647 扇精光（株） 長崎管内測量設計業務

星隈　順一
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成18年2月23日 20,790,000
プロポーザル方式による特定(会計法第２９
条の３第４項） その他

13648 （株）建設技術研究所 長崎管内交差点解析業務

星隈　順一
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年10月27日 6,300,000
プロポーザル方式による特定(会計法第２９
条の３第４項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13649
（株）構造技術セン
ター

長崎管内トンネル補修設計業
務

星隈　順一
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年11月9日 22,575,000
プロポーザル方式による特定(会計法第２９
条の３第４項） その他

13650
中央コンサルタンツ
（株）

大村北部地区交通解析検討
業務

星隈　順一
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成17年10月27日 14,805,000
プロポーザル方式による特定(会計法第２９
条の３第４項） その他

13651 日本工営（株） 長崎管内駐車調査検討業務

星隈　順一
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成18年2月9日 13,860,000
プロポーザル方式による特定(会計法第２９
条の３第４項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13652
（株）福山コンサルタ
ント

本野入口交差点整備手法検
討及び交差点予備設計業務

星隈　順一
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町３１６－１

平成18年2月9日 15,487,500
プロポーザル方式による特定(会計法第２９
条の３第４項） その他

13653
（株）東京建設コンサ
ルタント

水無川上流橋詳細設計業務

秦　耕二
九州地方整備局雲仙復興
事務所
長崎県島原市南下川尻町
７－４

平成17年8月19日 36,225,000

　本業務は、建設コンサルタント業務等請
負業者選定事務処理要領及びプロポーザ
ル方式に基づく建設コンサルタント等の特
定手続きに基づき雲仙復興事務所プロ
ポーザル選定委員会にて評価を行った結
果、本業務を遂行するうえで株式会社東京
建設コンサルタントが 適な契約相手と判
断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13654 応用地質（株）
島原中央道路　トンネル修正
設計業務

秦　耕二
九州地方整備局雲仙復興
事務所
長崎県島原市南下川尻町
７－４

平成17年12月16日 11,445,000

　本業務は、建設コンサルタント業務等請
負業者選定事務処理要領及びプロポーザ
ル方式に基づく建設コンサルタント等の特
定手続きに基づき調査審議の結果、応用
地質（株）を特定し、委託するにあたって
適業者と判断した。
  （会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13655
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

島原中央道路　広報検討業務

秦　耕二
九州地方整備局雲仙復興
事務所
長崎県島原市南下川尻町
７－４

平成17年4月28日 12,757,500

　本業務は、島原中央道路の整備効果お
よび事業の説明について、地域住民等
様々な人々に今以上の説明責任を果たす
ためには、どの様な手法があるのかを検
討・提案を行うものであり、豊富な知識及び
豊富な経験等を要することから、受注業者
においては、１．予定技術者の経験及び能
力（技術者資格、業務執行技術力、専任性
等）２．業務実施方針（業務理解度、業務
実施手順）３．業務内容に対する技術提案
（的確性、実現性、独創性）の観点からプロ
ポーザル（技術提案書）の提出を求めたも
のである。
　建設コンサルタント業務等請負業者選定
事務処理要領及びプロポーザル方式に基
づく建設コンサルタント等の特定手続きに
基づき、調査審議の結果、本業務を遂行す
るうえで（株）オリエンタルコンサルタンツ
が、 適な契約相手と判断したものであ
る。
　(会計法第２９条の３第４項)

その他

13656 国際航業（株）
島原中央道路　三次元シミュ
レーション業務

秦　耕二
九州地方整備局雲仙復興
事務所
長崎県島原市南下川尻町
７－４

平成17年11月28日 17,640,000

　本業務は、建設コンサルタント業務等請
負業者選定事務処理要領及びプロポーザ
ル方式に基づく建設コンサルタント等の特
定手続きに基づき調査審議の結果、国際
航業（株）を特定し、委託するにあたって
適業者と判断した。
　（会計法第２９条の３第４項）

その他

13657
（株）ダイヤコンサル
タント

島原中央道路　浸透流検討業
務

秦　耕二
九州地方整備局雲仙復興
事務所
長崎県島原市南下川尻町
７－４

平成17年11月4日 9,450,000

　本業務は、建設コンサルタント業務等請
負業者選定事務処理要領及びプロポーザ
ル方式に基づく建設コンサルタント等の特
定手続きに基づき調査審議の結果、（株）
ダイヤコンサルタントを特定し、委託するに
あたって 適業者と判断した。
　（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13658
九州建設コンサルタ
ント（株）

中無田閘門改築及び附帯設
備実施設計業務

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成18年2月3日 18,900,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づいた調査審議の結果、九州建設コ
ンサルタント（株）を特定し、委託するにあ
たって 適業者と判断した。以上のことか
ら、本業務を円滑に遂行するには九州建設
コンサルタントが唯一の契約相手と判断す
るものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13659
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

国道３号　熊本北バイパス須
屋交差点実施設計業務

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成17年7月28日 12,600,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づいた調査審議の結果、㈱オリエンタ
ルコンサルタンツを特定し、委託するにあ
たって 適業者と判断した。以上のことか
ら、本業務を円滑に遂行するには㈱オリエ
ンタルコンサルタンツが唯一の契約相手と
判断するものでる。（会計法第２９条の３第
４項）

その他

13660
パシフィックコンサル
タンツ（株）

国道５７号　立野拡幅７３－３
工区道路実施設計業務

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成17年10月14日 31,080,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づいた調査審議の結果、パシフィック
コンサルタンツ㈱を特定し、委託するにあ
たって 適業者と判断した。以上のことか
ら、本業務を円滑に遂行するにはパシ
フィックコンサルタンツ㈱が唯一の契約相
手と判断するものでる。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13661 （株）建設技術研究所
緑川水系環境整備計画検討
業務

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成17年12月20日 13,072,500

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、(株)建設技術研
究所九州支社を特定し、委託するにあたっ
て 適業者と判断した。以上のことから、
本業務を円滑に遂行するには（株）建設技
術研究所が唯一の契約相手と判断するも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13662 （株）建設技術研究所
白川水系緊特事業効果検討
業務

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成17年11月17日 11,865,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、(株)建設技術研
究所九州支社を特定し、委託するにあたっ
て 適業者と判断した。以上のことから、
本業務を円滑に遂行するには（株）建設技
術研究所が唯一の契約相手と判断するも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13663 （株）建設環境研究所
川づくりプラン（本荘・慶徳地
区）実施設計業務

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成17年7月11日 8,032,500

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、(株)建設環境研
究所福岡支店を特定し、委託するにあたっ
て 適業者と判断した。以上のことから、
本業務を円滑に遂行するには（株）建設環
境研究所福岡支店が唯一の契約相手と判
断するものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13664 中央開発（株）
平成１７年度　熊本市街部改
修実施設計業務

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成17年7月11日 15,435,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、中央開発(株)九
州支社を特定し、委託するにあたって 適
業者と判断した。以上のことから、本業務を
円滑に遂行するには中央開発(株)九州支
社が唯一の契約相手と判断するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13665
（株）東京建設コンサ
ルタント

白川・緑川洪水予測システム
改良検討業務

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成18年1月31日 29,085,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、(株)東京建設コ
ンサルタント九州支店を特定し、委託する
にあたって 適業者と判断した。以上のこ
とから、本業務を円滑に遂行するには（株）
東京建設コンサルタント九州支店が唯一の
契約相手と判断するものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他

13666
（株）東京建設コンサ
ルタント

緑川水系河川環境検討資料
作成業務

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成17年11月17日 21,945,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、(株)東京建設コ
ンサルタント九州支店を特定し、委託する
にあたって 適業者と判断した。以上のこ
とから、本業務を円滑に遂行するには（株）
東京建設コンサルタント九州支店が唯一の
契約相手と判断するものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13667 西日本技術開発（株）
白川水系環境整備事業計画
検討業務

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成17年10月24日 7,770,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、西日本技術開
発(株)を特定し、委託するにあたって 適
業者と判断した。以上のことから、本業務を
円滑に遂行するには西日本技術開発（株）
が唯一の契約相手と判断するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13668 （株）ニュージェック
平成１７年度　高速道路の有
効利用に関する調査検討業務

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成17年12月22日 29,400,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づいた調査審議の結果、㈱ニュー
ジェックを特定し、委託するにあたって 適
業者と判断した。以上のことから、本業務を
円滑に遂行するには㈱ニュージェックが唯
一の契約相手と判断するものでる。（会計
法第２９条の３第４項）

その他

13669
中央コンサルタンツ
（株）

緑川橋上り線外耐震補強設計
業務

安藤  淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本県熊本市西原一丁目
12番1号

平成17年8月8日 31,290,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づいた調査審議の結果、中央コンサ
ルタント㈱を特定し、委託するにあたって
適業者と判断した。以上のことから、本業
務を円滑に遂行するには中央コンサルタン
ト㈱が唯一の契約相手と判断するもので
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13670
（株）橋梁コンサルタ
ント

乙千屋川橋詳細設計業務

東出成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町１－７０８－
２

平成17年6月16日 28,350,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の特定手
続きに基づき調査審議の結果、株式会社
橋梁コンサルタント福岡支社を特定し、委
託するにあたって 適業者と判断した。こ
のため、本業務は、会計法第２９条の３第４
項、予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号により、株式会社橋梁コンサルタント福
岡支社と随意契約を締結するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13671 新構造技術（株）
田浦高架橋（Ｐ１４～Ａ２）詳細
設計修正業務

東出成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町１－７０８－
２

平成17年12月6日 60,060,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の特定手
続きに基づき調査審議の結果、新構造技
術株式会社九州支店を特定し、委託する
にあたって 適業者と判断した。このため、
本業務は、会計法第２９条の３第４項、予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号に
より、新構造技術株式会社九州支店と随意
契約を締結するものである。（会計法第２９
条の３第４項）

その他

13672
九州建設コンサルタ
ント（株）

球磨川水環境計画検討業務

東出成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町１－７０８－
２

平成17年7月7日 23,835,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、九州建設コン
サルタント株式会社を特定し、委託するに
あたって 適業者と判断した。このため、
本業務は、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
により、九州建設コンサルタント株式会社と
随意契約を締結するものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13673 （株）建設環境研究所
球磨川水系環境管理検討業
務

東出成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町１－７０８－
２

平成17年7月7日 38,955,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社建設
環境研究所福岡支店を特定し、委託する
にあたって 適業者と判断した。このため、
本業務は、会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
により、株式会社建設環境研究所と随意契
約を締結するものである。（会計法第２９条
の３第４項）

その他

13674 （株）ケー・シー・エス
南九州西回り自動車道整備効
果検討業務

東出成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町１－７０８－
２

平成17年6月9日 31,500,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき平成１６年度に調査審議の結果、
株式会社　ケー・シー・エスが本業務を委
託するにあたり 適業者であると判断され
た。今回の業務は、これに継続して実施す
るものである。このため、本業務は、会計
法第２９条の３第４項及び予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号により、株式会社
ケー・シー・エス九州支社と随意契約を締
結するものである。（会計法第２９条の３第
４項）

その他

13675
中央コンサルタンツ
（株）

日奈久芦北道路事業再評価
資料作成業務

東出成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町１－７０８－
２

平成17年6月6日 7,035,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、中央コンサルタ
ンツ株式会社を特定し、委託するにあたっ
て 適業者と判断した。このため、本業務
は、会計法第２９条の３第４項及び予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号により、
中央コンサルタンツ株式会社福岡支店と随
意契約を締結するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他

13676
（株）千代田コンサル
タント

芦北出水道路（水俣ＩＣ～県境
間）環境影響評価書作成業務

東出成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町１－７０８－
２

平成17年6月7日 24,465,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、中央コンサルタ
ンツ株式会社を特定し、委託するにあたっ
て 適業者と判断した。このため、本業務
は、会計法第２９条の３第４項及び予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号により、
中央コンサルタンツ株式会社福岡支店と随
意契約を締結するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13677
（株）福山コンサルタ
ント

道路整備による運転中の心理
的負担軽減効果検討業務

東出成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町１－７０８－
２

平成17年11月2日 9,135,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社　福
山コンサルタントを特定し、委託するにあ
たって 適業者と判断した。このため、本
業務は、会計法第２９条の３第４項及び予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号に
より、株式会社　福山コンサルタントと随意
契約を締結するものである。（会計法第２９
条の３第４項）

その他

13678
（株）福山コンサルタ
ント

高速道路の有効利用に関する
調査検討業務

東出成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町１－７０８－
２

平成17年12月26日 26,145,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社福山
コンサルタントを特定し、委託するにあたっ
て 適業者と判断した。このため、本業務
は、会計法第２９条の３第４項及び予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号により、
株式会社福山コンサルタントと随意契約を
締結するものである。（会計法第２９条の３
第４項）

その他

13679
（株）構造技術セン
ター

付替国道清水橋設計検討業
務

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成18年1月23日 7,959,000

　本業務は、建設コンサルタント業務等請
負業者選定事務処理要領及びプロポーザ
ル方式による建設コンサルタント等の特定
手続きに基づき調査審議の結果、株式会
社構造技術センター福岡支社を特定し、委
託するにあたって 適業者と判断した。
　このため本業務は、会計法第２９条の３
第４項及び予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号により、株式会社構造技術セン
ター福岡支社と随意契約を締結するものと
する。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13680 西日本技術開発（株）
頭地地区前面盛土構造外１件
検討業務

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成17年5月25日 47,985,000

　本業務は、建設コンサルタント業務等請
負業者選定事務処理要領及びプロポーザ
ル方式による建設コンサルタント等の特定
手続きに基づき調査審議の結果、西日本
技術開発株式会社を特定し、委託するにあ
たって 適業者と判断した。
　このため本業務は、会計法第２９条の３
第４項及び予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号により、西日本技術開発株式会
社と随意契約を締結するものとする。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13681 （株）建設環境研究所
山口谷川自然環境モニタリン
グ調査業務

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成17年8月5日 8,295,000

　本業務は、プロポーザル方式において５
社に技術提案書の要請を行ったものである
が、上記業者は当方の期待する技術者、
検討方針及び実施手法等に も適合して
いると判断されるため、当社に特定したも
のである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13682
八千代エンジニヤリ
ング（株）

砂防えん堤改良工事実施設
計業務

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成18年3月2日 16,065,000

　本業務は、プロポーザル方式において５
社に技術提案書の要請を行ったものである
が、上記業者は当方の期待する技術者、
検討方針及び実施手法等に も適合して
いると判断されるため、当社に特定したも
のである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13683
九州建設コンサルタ
ント（株）

川辺川ダム貯水池管理検討
業務

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成18年1月23日 17,325,000

　本業務を遂行するには高度な知識及び
技術力を要することから、受注業者におい
ては、技術職員の経験及び能力などの観
点からプロポーザル（技術提案書）の提出
を求めたものである。建設コンサルタント業
務等請負業者選定事務処理要領及びプロ
ポーザル方式に基づく建設コンサルタント
等の特定手続きに基づき調査審議の結
果、九州建設コンサルタント株式会社が今
回の業務内容を委託するにあたり 適業
者であると判断した。
　このため、本業務は、会計法第２９条の３
第４項及び予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号により、九州建設コンサルタント
株式会社と随意契約を締結するものであ
る。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13684 （株）建設技術研究所
川辺川ダム水源地域環境整
備計画検討業務

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成17年8月5日 26,355,000

　本業務は、建設コンサルタント業務等請
負業者選定事務処理要領及びプロポーザ
ル方式による建設コンサルタント等の手続
きに基づき調査審議の結果、株式会社建
設技術研究所九州支社を特定し、委託す
るにあたって 適業者と判断した。
　このため、本業務は、会計法第２９条の３
第４項及び予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号により、株式会社建設技術研究
所九州支社と随意契約を締結するもので
ある。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13685 （株）建設技術研究所
川辺川ダム関連施設計画検
討業務

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成18年3月17日 28,098,000

　本業務を遂行するには高度な知識及び
技術力を要することから、受注業者におい
ては、技術職員の経験及び能力などの観
点からプロポーザル（技術提案書）の提出
を求めたものである。建設コンサルタント業
務等請負業者選定事務処理要領及びプロ
ポーザル方式に基づく建設コンサルタント
等の特定手続きに基づき調査審議の結
果、株式会社建設技術研究所九州支社が
今回の業務内容を委託するにあたり 適
業者であると判断した。
　このため、本業務は、会計法第２９条の３
第４項及び予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号により、株式会社建設技術研究
所九州支社と随意契約を締結するもので
ある。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13686 （株）建設技術研究所
川辺川ダム関連資料整理及
び検討業務

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成17年8月24日 19,246,500

　本業務を遂行するには高度な知識及び
技術力を要することから、受注業者におい
ては、技術職員の経験及び能力などの観
点からプロポーザル（技術提案書）の提出
を求めたものである。建設コンサルタント業
務等請負業者選定事務処理要領及びプロ
ポーザル方式に基づく建設コンサルタント
等の特定手続きに基づき調査審議の結
果、株式会社建設技術研究所九州支社が
今回の業務内容を委託するにあたり 適
業者であると判断した。
　このため、本業務は、会計法第２９条の３
第４項及び予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号により、株式会社建設技術研究
所九州支社と随意契約を締結するもので
ある。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13687
（株）東京建設コンサ
ルタント

川辺川ダム関連水理検討業
務

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成18年3月17日 30,030,000

　本業務を遂行するには高度な知識及び
技術力を要することから、受注業者におい
ては、技術職員の経験及び能力などの観
点からプロポーザル（技術提案書）の提出
を求めたものである。建設コンサルタント業
務等請負業者選定事務処理要領及びプロ
ポーザル方式に基づく建設コンサルタント
等の特定手続きに基づき調査審議の結
果、株式会社東京建設コンサルタント九州
支店が今回の業務内容を委託するにあた
り 適業者であると判断した。
　このため、本業務は、会計法第２９条の３
第４項及び予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号により、株式会社東京建設コン
サルタント九州支店と随意契約を締結する
ものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13688
（株）東京建設コンサ
ルタント

川辺川ダム水理関連検討業
務

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成17年8月24日 29,190,000

　本業務を遂行するには高度な知識及び
技術力を要することから、受注業者におい
ては、技術職員の経験及び能力などの観
点からプロポーザル（技術提案書）の提出
を求めたものである。建設コンサルタント業
務等請負業者選定事務処理要領及びプロ
ポーザル方式に基づく建設コンサルタント
等の特定手続きに基づき調査審議の結
果、株式会社東京建設コンサルタント九州
支店が今回の業務内容を委託するにあた
り 適業者であると判断した。
　このため、本業務は、会計法第２９条の３
第４項及び予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号により、株式会社東京建設コン
サルタント九州支店と随意契約を締結する
ものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13689 日本工営（株）
平成１７年度　地表流観測業
務

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成17年5月18日 14,700,000

　本業務は、建設コンサルタント業務等請
負業者選定事務処理要領及びプロポーザ
ル方式による建設コンサルタント等の手続
きに基づき調査審議の結果、日本工営株
式会社を特定し、委託するにあたって 適
業者と判断した。
このため、本業務は、会計法第２９条の３
第４項及び予算決算及び会計令１０２条の
４第３号により、日本工営株式会社と随意
契約を締結するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13690 （株）日水コン 水環境保全対策検討業務

朝堀　泰明
九州地方整備局川辺川ダ
ム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村大字
柳瀬３３１７

平成17年7月26日 14,700,000

　本業務は、建設コンサルタント業務等請
負業者選定事務処理要領及びプロポーザ
ル方式による建設コンサルタント等の手続
きに基づき調査審議の結果、株式会社日
水コン九州支所を特定し、委託するにあ
たって 適業者と判断した。
　このため、本業務は、会計法第２９条の３
第４項及び予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号により、株式会社日水コン九州
支所と随意契約を締結するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13691 （株）アイ・エヌ・エー
竜門ダム堤体管理合理化検
討業務

是沢　毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成17年12月21日 13,755,000

本業務を遂行するにあたっては、専門的な
知識及びﾃﾞｰﾀの収集、とりまとめの技術を
要することから、技術評価型（即日型面接
方式）ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式により、「業務実施体
制」「予定技術者の同種及び類似業務実績
の内容」についてﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ（技術提案書）
の提出を求め面接を実施し、評価してい
る。特定については、建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務等
請負業者選定事務処理要領及びﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞ
ﾙ方式に基づく建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等の特定手
続きに基づいて調査審議した結果、上記業
者が今回の業務を委託するにあたり 適
業者であると判断されることから、上記業
務と会計法29条の3第4項及び予決令の
102条の4第3号に基づき随意契約を行い、
業務の円滑な遂行を図るものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13692
九州建設コンサルタ
ント（株）

竜門ダム管理計画検討業務

是沢　毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成17年12月13日 5,722,500

本業務を遂行するにあたっては、専門的な
知識及び実績、デ－タ収集、取りまとめ等
の技術を要することから、技術者評価型
（即日型面接方式）プロポ－ザル方式によ
り、「業務実施体制」「予定技術者の同種及
び類似業務実績の内容」についてプロポ－
ザル（技術提案書）の提出を求め、面接を
実施し評価している。特定については、建
設コンサルタント業務等請負業者選定事務
処理要領及びプロポ－ザル方式に基づく
建設コンサルタント等の特定手続きに基づ
いて調査審議した結果、上記業者が今回
の業務を委託するにあたり 適業者である
と判断されることから、上記業者と会計法
第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の
４第３号に基づき随意契約を行い、業務の
円滑な遂行を図るものである。（会計法第２
９条の３第４項）

その他

13693 （株）建設技術研究所
河川水辺環境調査（竜門ダム
動植物プランクトン調査）業務

是沢　毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成17年9月2日 18,375,000

本業務を遂行するにあたっては、専門的な
知識及び実績、デ－タ収集、取りまとめ等
の技術を要することから、技術者評価型
（即日型面接方式）プロポ－ザル方式によ
り、「業務実施体制」「予定技術者の同種及
び類似業務実績の内容」についてプロポ－
ザル（技術提案書）の提出を求め、面接を
実施し評価している。特定については、建
設コンサルタント業務等請負業者選定事務
処理要領及びプロポ－ザル方式に基づく
建設コンサルタント等の特定手続きに基づ
いて調査審議した結果、上記業者が今回
の業務を委託するにあたり 適業者である
と判断されることから、上記業者と会計法
第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の
４第３号に基づき随意契約を行い、業務の
円滑な遂行を図るものである。（会計法第２
９条の３第４項）

その他

13694
（株）高崎総合コンサ
ルタント

竜門ダム湖周辺施設改修検
討設計業務

是沢　毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成17年10月6日 7,560,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社高崎
総合コンサルタントを特定し、委託するにあ
たって 適業者と判断した。このため、本
業務は、会計法第２９条の３第４項及び予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号に
より、株式会社高崎総合コンサルタントと随
意契約を締結するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13695
（株）東京建設コンサ
ルタント

菊池川中流地区河川利用推
進検討設計業務

是沢　毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成17年11月14日 18,375,000

  本業務を遂行するにあたっては、専門的
な知識及び実績、デ－タ収集、取りまとめ
等の　技術を要することから、技術者評価
型（即日型面接方式）プロポ－ザル方式に
より、「業務実施体制」「予定技術者の同種
及び類似業務実績の内容」についてプロポ
－ザル（技術提案書）の提出を求め、面接
を実施し評価している。
    特定については、建設コンサルタント業
務等請負業者選定事務処理要領及びプロ
ポ－ザル方式に基づく建設コンサルタント
等の特定手続きに基づいて調査審議した
結果、上記業者が今回の業務を委託する
にあたり 適業者であると判断されること
から、上記業者と会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３号に基づき
随意契約を行い、業務の円滑な遂行を図
るものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13696 西日本技術開発（株）
竜門ダム施設整備計画構想
検討業務

是沢　毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成17年10月25日 5,670,000

本業務を遂行するにあたっては、専門的な
知識及び実績、デ－タ収集、取りまとめ等
の技術を要することから、技術者評価型
（即日型面接方式）プロポ－ザル方式によ
り、「業務実施体制」「予定技術者の同種及
び類似業務実績の内容」についてプロポ－
ザル（技術提案書）の提出を求め、面接を
実施し評価している。特定については、建
設コンサルタント業務等請負業者選定事務
処理要領及びプロポ－ザル方式に基づく
建設コンサルタント等の特定手続きに基づ
いて調査審議した結果、上記業者が今回
の業務を委託するにあたり 適業者である
と判断されることから、上記業者と会計法
第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の
４第３号に基づき随意契約を行い、業務の
円滑な遂行を図るものである。（会計法第２
９条の３第４項）

その他

13697
（株）西日本科学技術
研究所

鹿本地区設計検討外１件業務

是沢　毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成17年10月3日 8,610,000

本業務を遂行するにあたっては、専門的な
知識及び実績、デ－タ収集、取りまとめ等
の　技術を要することから、技術者評価型
（即日型面接方式）プロポ－ザル方式によ
り、「業　務実施体制」「予定技術者の同種
及び類似業務実績の内容」についてプロポ
－ザル（技術提案書）の提出を求め、面接
を実施し評価している。
    特定については、建設コンサルタント業
務等請負業者選定事務処理要領及びプロ
ポ－ザル方式に基づく建設コンサルタント
等の特定手続きに基づいて調査審議した
結果、上記業者が今回の業務を委託する
にあたり 適業者であると判断されること
から、上記業者と会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３号に基づき
随意契約を行い、業務の円滑な遂行を図
るものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13698
八千代エンジニヤリ
ング（株）

竜門ダム水質設備施工計画
外検討業務

是沢　毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成17年12月21日 15,225,000

本業務を遂行するにあたっては、専門的な
知識及び実績、デ－タ収集、取りまとめ等
の技術を要することから、技術者評価型
（即日型面接方式）プロポ－ザル方式によ
り、「業務実施体制」「予定技術者の同種及
び類似業務実績の内容」についてプロポ－
ザル（技術提案書）の提出を求め、面接を
実施し評価している。特定については、建
設コンサルタント業務等請負業者選定事務
処理要領及びプロポ－ザル方式に基づく
建設コンサルタント等の特定手続きに基づ
いて調査審議した結果、上記業者が今回
の業務を委託するにあたり 適業者である
と判断される。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13699
（株）エスケイエンジ
ニアリング

菊池川流域連携方策検討業
務

是沢　毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成17年6月7日 11,340,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社エス
ケイエンジニアリングを特定し、委託するに
あたって 適業者と判断した。
このため、本業務は、会計法第２９条の３
第４項及び予決令第１０２条の４第３号によ
り、株式会社エスケイエンジニアリングと随
意契約を締結するものである。（会計法第
２９条の３第４項）

その他

13700 応用地質（株）
菊池川下流右岸地区堤防詳
細点検業務

是沢　毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成17年10月21日 16,327,500

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、応用地質株式
会社熊本支店を特定し、委託するにあたっ
て 適業者と判断した。
このため、本業務は、会計法第２９条の３
第４項及び予決令第１０２条の４第３号によ
り、応用地質株式会社熊本支店と随意契
約を締結 　するものである。（会計法第２９
条の３第４項）

その他

13701 川崎地質（株） 岩野川外堤防詳細点検業務

是沢　毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成18年1月30日 16,590,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、川崎地質株式
会社九州支社を特定し、委託するにあたっ
て 適業者と判断した。
このため、本業務は、会計法第２９条の３
第４項及び予決令第１０２条の４第３号によ
り、川崎地質株式会社九州支社と随意契
約を締結するものである。（会計法第２９条
の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13702
基礎地盤コンサルタ
ンツ（株）

菊池川下流左岸地区堤防詳
細点検業務

是沢　毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成17年10月21日 19,005,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、基礎地盤コン
サルタンツ株式会社熊本支店を特定し、委
託するにあたって 適業者と判断した。
このため、本業務は、会計法第２９条の３
第４項及び予決令第１０２条の４第３号によ
り、基礎地盤コンサルタンツ株式会社熊本
支店と随意契約を締結するものである（会
計法第２９条の３第４項）

その他

13703
（株）九州開発エンジ
ニヤリング

菊池川ものしり手帳作成業務

是沢　毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成18年2月23日 2,520,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、㈱九州開発エ
ンジニヤリングを特定し、委託するにあたっ
て 適業者と判断した。 このため、本業務
は、会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号により、㈱九州開発エ
ンジニヤリングと随意契約を締結するもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13704
（株）九州地質コンサ
ルタント

菊池川上流地区堤防詳細点
検業務

是沢　毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成18年1月30日 13,912,500

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社九州
地質コンサルタントを特定し、委託するにあ
たって 適業者と判断した。
このため、本業務は、会計法第２９条の３
第４項及び予決令第１０２条の４第３号によ
り、株式会社九州地質コンサルタントと随
意契約を締結するものである（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13705 （株）建設技術研究所
菊池川水系河川整備基本方
針検討業務

是沢　毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成17年10月21日 40,204,500

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社建設
技術研究所を特定し、委託するにあたって

適業者と判断した。
このため、本業務は、会計法第２９条の３
第４項及び予決令第１０２条の４第３号によ
り、株式会社建設技術研究所と随意契約を
締結するものである。（会計法第２９条の３
第４項）

その他

13706 第一復建（株）
大江田地区水利用検討外１件
業務

是沢　毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成17年12月15日 5,460,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、第一復建株式
会社を特定し、委託するにあたって 適業
者と判断した。
このため、本業務は、会計法第２９条の３
第４項及び予決令第１０２条の４第３号によ
り、第一復建株式会社と随意契約を締結す
るものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13707
（株）ダイヤコンサル
タント

山鹿地区堤防詳細点検業務

是沢　毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
熊本県山鹿市山鹿１７８

平成17年10月21日 15,435,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社ダイ
ヤコンサルタント九州支社を特定し、委託
するにあたって 適業者と判断した。
このため、本業務は、会計法第２９条の３
第４項及び予決令第１０２条の４第３号によ
り、株式会社ダイヤコンサルタント九州支
社と随意契約を締結するものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13708
八千代エンジニヤリ
ング（株）

瀬田地区土捨場盛土検討業
務

城戸達則
九州地方整備局立野ダム
工事事務所
熊本市下南部１丁目４－７
３

平成18年1月6日 8,725,500

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の特定手
続きに基づき調査審議の結果、八千代エン
ジニアリング（株）を特定し委託するにあ
たっての 適業者と判断したため、会計法
２９条の３第４項及び予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により同社と随意契約
を締結するものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他

13709
パシフィックコンサル
タンツ（株）

瀬田竜田線工事用道路交差
点検討業務

城戸達則
九州地方整備局立野ダム
工事事務所
熊本市下南部１丁目４－７
３

平成17年12月27日 4,515,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の特定手
続きに基づき調査審議の結果、パシフィッ
クコンサルタント（株）を特定し委託するに
あたっての 適業者と判断したため、会計
法２９条の３第４項及び予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号により同社と随意契
約を締結するものである。（会計法第２９条
の３第４項）

その他

13710 （株）アイ・エヌ・エー 立野ダム試験湛水検討業務

城戸達則
九州地方整備局立野ダム
工事事務所
熊本市下南部１丁目４－７
３

平成17年10月20日 24,465,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の特定手
続きに基づき調査審議の結果、（株）アイエ
ヌエーを特定し委託するにあたっての 適
業者と判断したため、会計法２９条の３第４
項及び予算決算及び会計令第１０２条の４
第３号により同社と随意契約を締結するも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13711
アイドールエンジニヤ
リング（株）

立野ダム止水計画検討業務

城戸達則
九州地方整備局立野ダム
工事事務所
熊本市下南部１丁目４－７
３

平成17年8月30日 18,060,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の特定手
続きに基づき調査審議の結果、アイドール
エンジニヤリング（株）を特定し委託するに
あたっての 適業者と判断したため、会計
法２９条の３第４項及び予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号により同社と随意契
約を締結するものである。（会計法第２９条
の３第４項）

その他

13712 応用地質（株） 立野ダム地質データ整理業務

城戸達則
九州地方整備局立野ダム
工事事務所
熊本市下南部１丁目４－７
３

平成18年1月30日 9,660,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の特定手
続きに基づき調査審議の結果、応用地質
（株）を特定し委託するにあたっての 適業
者と判断したため、会計法２９条の３第４項
及び予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号により同社と随意契約を締結するもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13713
九州建設コンサルタ
ント（株）

立野ダム物理環境基礎調査
業務

城戸達則
九州地方整備局立野ダム
工事事務所
熊本市下南部１丁目４－７
３

平成18年1月31日 16,590,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の特定手
続きに基づき調査審議の結果、九州建設
コンサルタント（株）を特定し委託するにあ
たっての 適業者と判断したため、会計法
２９条の３第４項及び予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により同社と随意契約
を締結するものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13714
九州建設コンサルタ
ント（株）

立野ダム管理計画検討業務

城戸達則
九州地方整備局立野ダム
工事事務所
熊本市下南部１丁目４－７
３

平成17年11月22日 18,900,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の特定手
続きに基づき調査審議の結果、九州建設
コンサルタント（株）を特定し委託するにあ
たっての 適業者と判断したため、会計法
２９条の３第４項及び予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により同社と随意契約
を締結するものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他

13715 （株）建設技術研究所
立野ダム全体土配計画検討
業務

城戸達則
九州地方整備局立野ダム
工事事務所
熊本市下南部１丁目４－７
３

平成18年1月12日 9,555,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の特定手
続きに基づき調査審議の結果、（株）建設
技術研究所を特定し委託するにあたっての

適業者と判断したため、会計法２９条の
３第４項及び予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号により同社と随意契約を締結
するものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他

13716 （株）建設技術研究所 立野ダム堆砂形状検討業務

城戸達則
九州地方整備局立野ダム
工事事務所
熊本市下南部１丁目４－７
３

平成17年7月15日 24,045,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の特定手
続きに基づき調査審議の結果、（株）建設
技術研究所を特定し委託するにあたっての

適業者と判断したため、会計法２９条の
３第４項及び予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号により同社と随意契約を締結
するものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13717 （株）建設技術研究所
立野ダム貯水池斜面安定性
検討業務

城戸達則
九州地方整備局立野ダム
工事事務所
熊本市下南部１丁目４－７
３

平成17年9月27日 11,707,500

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の特定手
続きに基づき調査審議の結果、（株）建設
技術研究所を特定し委託するにあたっての

適業者と判断したため、会計法２９条の
３第４項及び予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号により同社と随意契約を締結
するものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他

13718
（株）建設プロジェクト
センター

原石山跡地整備構想検討業
務

城戸達則
九州地方整備局立野ダム
工事事務所
熊本市下南部１丁目４－７
３

平成17年11月14日 3,748,500

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の特定手
続きに基づき調査審議の結果、（株）建設
プロジェクトセンターを特定し委託するにあ
たっての 適業者と判断したため、会計法
２９条の３第４項及び予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により同社と随意契約
を締結するものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他

13719
（株）東京建設コンサ
ルタント

立野ダム水理諸元等検討業
務

城戸達則
九州地方整備局立野ダム
工事事務所
熊本市下南部１丁目４－７
３

平成17年12月22日 28,350,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の特定手
続きに基づき調査審議の結果、（株）東京
建設コンサルタントを特定し委託するにあ
たっての 適業者と判断したため、会計法
２９条の３第４項及び予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により同社と随意契約
を締結するものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13720 西日本技術開発（株）
立野ダム周辺整備構想検討
業務

城戸達則
九州地方整備局立野ダム
工事事務所
熊本市下南部１丁目４－７
３

平成18年1月5日 9,450,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の特定手
続きに基づき調査審議の結果、西日本技
術開発（株）を特定し委託するにあたっての

適業者と判断したため、会計法２９条の
３第４項及び予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号により同社と随意契約を締結
するものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他

13721
八千代エンジニヤリ
ング（株）

立野ダム基礎資料整理業務

城戸達則
九州地方整備局立野ダム
工事事務所
熊本市下南部１丁目４－７
３

平成18年1月26日 9,975,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の特定手
続きに基づき調査審議の結果、八千代エン
ジニアリング（株）を特定し委託するにあ
たっての 適業者と判断したため、会計法
２９条の３第４項及び予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により同社と随意契約
を締結するものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他

13722
（株）千代田コンサル
タント

大分１０号　別大国道急峻部
検討業務

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

平成17年5月12日 38,640,000

プロポーザル方式による建設コンサルタン
ト等の手続きに基づき、（株）千代田コンサ
ルタントに特定し、 適業者と判断したた
め。（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13723 日本技術開発（株）
大分３８７号第一川底トンネル
調査・補修設計業務

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

平成18年2月8日 5,187,000

プロポーザル方式による建設コンサルタン
ト等の手続きに基づき、日本技術開発（株）
に特定し、 適業者と判断したため。（会計
法第２９条の３第４項）

その他

13724 川崎地質（株）
大分川・大野川堤防安全性調
査検討業務

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

平成17年4月1日 39,165,000

プロポーザル方式による建設コンサルタン
ト等の手続きに基づき、川崎地質（株）に特
定し、 適業者と判断したため。（会計法第
２９条の３第４項）

その他

13725
九州建設コンサルタ
ント（株）

大野川・乙津川琵琶の洲地区
街づくり検討業務

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

平成17年5月11日 16,170,000

プロポーザル方式による建設コンサルタン
ト等の手続きに基づき、九州建設コンサル
タント（株）に特定し、 適業者と判断した
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13726
（株）東京建設コンサ
ルタント

鴨園川排水機場詳細設計業
務

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

平成18年1月11日 40,950,000

プロポーザル方式による建設コンサルタン
ト等の手続きに基づき、川崎地質（株）に特
定し、 適業者と判断したため。（会計法第
２９条の３第４項）

その他

13727 （株）アイ・エヌ・エー
下田尻排水機場詳細設計業
務

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

平成18年3月2日 35,490,000

プロポーザル方式による建設コンサルタン
ト等の手続きに基づき、（株）アイ・エヌ・
エーに特定し、 適業者と判断したため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13728
九州建設コンサルタ
ント（株）

大分川水系河川整備計画検
討業務

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

平成17年9月8日 6,048,000

プロポーザル方式による建設コンサルタン
ト等の手続きに基づき、九州建設コンサル
タント（株）に特定し、 適業者と判断した
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13729 （株）建設技術研究所 宮崎排水機場詳細設計業務

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

平成18年1月11日 42,525,000

プロポーザル方式による建設コンサルタン
ト等の手続きに基づき、（株）建設技術研究
所に特定し、 適業者と判断したため。（会
計法第２９条の３第４項）

その他

13730 （株）建設技術研究所
大分川水系内水対策検討業
務

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

平成17年7月1日 10,815,000

プロポーザル方式による建設コンサルタン
ト等の手続きに基づき、（株）建設技術研究
所に特定し、 適業者と判断したため。（会
計法第２９条の３第４項）

その他

13731
（株）橋梁コンサルタ
ント

別府湾ＳＡ有効利用調査設計
業務

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

平成17年12月16日 7,665,000

プロポーザル方式による建設コンサルタン
ト等の手続きに基づき、（株）橋梁コンサル
タントに特定し、 適業者と判断したため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13732 （株）ケー・シー・エス
宮崎地区交通解析調査検討
業務

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

平成18年2月10日 15,120,000

プロポーザル方式による建設コンサルタン
ト等の手続きに基づき、（株）ケー・シー・エ
スに特定し、 適業者と判断したため。（会
計法第２９条の３第４項）

その他

13733 （株）長大
大分松岡ＰＡ有効利用調査設
計業務

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

平成17年12月16日 7,875,000

プロポーザル方式による建設コンサルタン
ト等の手続きに基づき、（株）長大に特定
し、 適業者と判断したため。（会計法第２
９条の３第４項）

その他

13734
パシフィックコンサル
タンツ（株）

高速道路の有効利用に関する
調査検討業務

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

平成17年12月16日 15,225,000

プロポーザル方式による建設コンサルタン
ト等の手続きに基づき、パシフィックコンサ
ルタンツ（株）に特定し、 適業者と判断し
たため。（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13735
（株）福山コンサルタ
ント

由布岳ＰＡ有効利用調査設計
業務

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

平成17年12月16日 13,860,000

プロポーザル方式による建設コンサルタン
ト等の手続きに基づき、（株）福山コンサル
タントに特定し、 適業者と判断したため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13736
（株）福山コンサルタ
ント

大分都市圏幹線道路網検討
業務

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

平成17年4月28日 16,695,000

プロポーザル方式による建設コンサルタン
ト等の手続きに基づき、（株）福山コンサル
タントに特定し、 適業者と判断したため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13737
（株）福山コンサルタ
ント

管内道路事業整備効果検討
業務

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市西大道１丁目１番７
１号

平成17年5月20日 28,560,000

プロポーザル方式による建設コンサルタン
ト等の手続きに基づき、（株）福山コンサル
タントに特定し、 適業者と判断したため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13738
（株）東京建設コンサ
ルタント

番匠川環境整備計画検討業
務

西川勝義
九州地方整備局佐伯河川
国道事務所
佐伯市長島町4-14-14

平成17年8月17日 14,490,000
プロポーザル方式に基づく建設コンサルタ
ント等の特定手続きにより選定した。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13739
（株）東京建設コンサ
ルタント

灘地区築堤修正設計業務

西川勝義
九州地方整備局佐伯河川
国道事務所
佐伯市長島町4-14-14

平成18年1月12日 2,205,000
プロポーザル方式に基づく建設コンサルタ
ント等の特定手続きにより選定した。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13740 応用地質（株）
白山地区外堤防詳細点検業
務

西川　勝義
九州地方整備局佐伯河川
国道事務所
大分県佐伯市長島町４丁
目１４番１４号

平成18年3月23日 38,377,500

本業務は、上記目的・内容のとおりであり、
本業務を履行するにあたり、業者選定にあ
たっては、予定技術者の経験及び能力の
観点から技術提案書の提出を求めたもの
である。建設コンサルタント業務等請負業
者選定事務処理要領、プロポーザル方式
に基づく建設コンサルタント等の特定手続
き等に基づき、調査審議の結果、本業務を
履行するうえで、応用地質株式会社が今回
の業務内容を委託するにあたり、 適な契
約相手であると選定した。よって、会計法
第２９条の３第４項及び予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号に基づき随意契約
を行い、業務の円滑な遂行を図るものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13741
基礎地盤コンサルタ
ンツ（株）

稲垣地区外堤防詳細点検業
務

西川　勝義
九州地方整備局佐伯河川
国道事務所
大分県佐伯市長島町４丁
目１４番１４号

平成18年3月23日 40,005,000

本業務は、上記目的・内容のとおりであり、
本業務を履行するにあたり、業者選定にあ
たっては、予定技術者の経験及び能力の
観点から技術提案書の提出を求めたもの
である。建設コンサルタント業務等請負業
者選定事務処理要領、プロポーザル方式
に基づく建設コンサルタント等の特定手続
き等に基づき、調査審議の結果、本業務を
履行するうえで、基礎地盤コンサルタンツ
株式会社が今回の業務内容を委託するに
あたり、 適な契約相手であると選定した。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号に基
づき随意契約を行い、業務の円滑な遂行を
図るものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13742
基礎地盤コンサルタ
ンツ（株）

鶴岡地区外堤防詳細点検業
務

西川　勝義
九州地方整備局佐伯河川
国道事務所
大分県佐伯市長島町４丁
目１４番１４号

平成17年12月5日 24,150,000

本業務は、上記目的・内容のとおりであり、
本業務を履行するにあたり、業者選定にあ
たっては、予定技術者の経験及び能力の
観点から技術提案書の提出を求めたもの
である。建設コンサルタント業務等請負業
者選定事務処理要領、プロポーザル方式
に基づく建設コンサルタント等の特定手続
き等に基づき、調査審議の結果、本業務を
履行するうえで、基礎地盤コンサルタンツ
株式会社が今回の業務内容を委託するに
あたり、 適な契約相手であると選定した。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号に基
づき随意契約を行い、業務の円滑な遂行を
図るものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他

13743
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

竹田以西概略設計検討業務

西川　勝義
九州地方整備局佐伯河川
国道事務所
大分県佐伯市長島町４－
１４－１４

平成17年6月30日 23,835,000

本業務を発注するにあたっては、建設コン
サルタント業務等請負業者選定事務処理
要領及びプロポーザル方式に基づく建設コ
ンサルタント等の特定手続きに基づき、調
査審議の結果、本業務を履行する上で株
式会社オリエンタルコンサルタンツがもっと
も適切な契約相手と選定した。よって、会
計法第２９条の３第４項および予算決算及
び会計令１０２条の４第３号を適用し、同社
と随意契約を締結するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

その他

13744 （株）ケー・シー・エス
大野竹田地区環境影響評価
現地調査外業務

西川　勝義
九州地方整備局佐伯河川
国道事務所
大分県佐伯市長島町４－
１４－１４

平成17年4月15日 81,322,500

本業務を発注するにあたっては、建設コン
サルタント業務等請負業者選定事務処理
要領及びプロポーザル方式に基づく建設コ
ンサルタント等の特定手続きに基づき、調
査審議の結果、本業務を履行する上で株
式会社ケー・シー・エスがもっとも適切な契
約相手と選定した。よって、会計法第２９条
の３第４項および予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号を適用し、同社と随意契約
を締結するものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他

13745 （株）建設環境研究所 竹田道路猛禽類調査業務

西川　勝義
九州地方整備局佐伯河川
国道事務所
大分県佐伯市長島町４－
１４－１４

平成17年8月8日 24,570,000

本業務を発注するにあたっては、建設コン
サルタント業務等請負業者選定事務処理
要領及びプロポーザル方式に基づく建設コ
ンサルタント等の特定手続きに基づき、調
査審議の結果、本業務を履行する上で株
式会社建設環境研究所がもっとも適切な
契約相手と選定した。よって、会計法第２９
条の３第４項および予算決算及び会計令１
０２条の４第３号を適用し、同社と随意契約
を締結するものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13746
パシフィックコンサル
タンツ（株）

佐伯管内道路整備計画検討
業務

西川　勝義
九州地方整備局佐伯河川
国道事務所
大分県佐伯市長島町４－
１４－１４

平成17年12月16日 5,460,000

本業務を発注するにあたっては、建設コン
サルタント業務等請負業者選定事務処理
要領及びプロポーザル方式に基づく建設コ
ンサルタント等の特定手続きに基づき、調
査審議の結果、本業務を履行する上でパ
シフィックコンサルタンツ株式会社がもっと
も適切な契約相手と選定した。よって、会
計法第２９条の３第４項および予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号を適用し、同
社と随意契約を締結するものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他

13747
パシフィックコンサル
タンツ（株）

佐伯管内道路事業整備効果
資料作成外業務

西川　勝義
九州地方整備局佐伯河川
国道事務所
大分県佐伯市長島町４－
１４－１４

平成17年6月6日 11,340,000

本業務を発注するにあたっては、建設コン
サルタント業務等請負業者選定事務処理
要領及びプロポーザル方式に基づく建設コ
ンサルタント等の特定手続きに基づき、調
査審議の結果、本業務を履行する上でパ
シフィックコンサルタンツ株式会社がもっと
も適切な契約相手と選定した。よって、会
計法第２９条の３第４項および予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号を適用し、同
社と随意契約を締結するものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他

13748
八千代エンジニヤリ
ング（株）

佐伯管内交通量解析業務

西川　勝義
九州地方整備局佐伯河川
国道事務所
大分県佐伯市長島町４－
１４－１４

平成17年6月9日 13,650,000

本業務を発注するにあたっては、建設コン
サルタント業務等請負業者選定事務処理
要領及びプロポーザル方式に基づく建設コ
ンサルタント等の特定手続きに基づき、調
査審議の結果、本業務を履行する上で八
千代エンジニアリング株式会社がもっとも
適切な契約相手と選定した。よって、会計
法第２９条の３第４項および予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号を適用し、同社
と随意契約を締結するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13749 （株）アイ・エヌ・エー
大分川ダム堤体材料試験検
討業務

田中義高
九州地方整備局大分川ダ
ム工事事務所
大分県大分市１丁目３番３
０号

平成17年6月28日 61,950,000

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポザール方式に基づ
く建設コンサルタント等の特定手続きに基
づき調査審議の結果、 適業者と判断し
た。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13750
八千代エンジニヤリ
ング（株）

大分川ダム地質調査検討業
務

田中義高
九州地方整備局大分川ダ
ム工事事務所
大分県大分市１丁目３番３
０号

平成17年8月8日 34,860,000

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポザール方式に基づ
く建設コンサルタント等の特定手続きに基
づき調査審議の結果、 適業者と判断し
た。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13751
九州建設コンサルタ
ント（株）

大分川ダム河川環境影響調
査業務

田中義高
九州地方整備局大分川ダ
ム工事事務所
大分県大分市１丁目３番３
０号

平成17年8月31日 26,460,000

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポザール方式に基づ
く建設コンサルタント等の特定手続きに基
づき調査審議の結果、 適業者と判断し
た。（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13752
九州建設コンサルタ
ント（株）

大分川ダム流水管理計画検
討業務

田中義高
九州地方整備局大分川ダ
ム工事事務所
大分県大分市１丁目３番３
０号

平成18年1月5日 22,575,000

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポザール方式に基づ
く建設コンサルタント等の特定手続きに基
づき調査審議の結果、 適業者と判断し
た。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13753 （株）建設技術研究所
大分川ダム管理施設検討業
務

田中義高
九州地方整備局大分川ダ
ム工事事務所
大分県大分市１丁目３番３
０号

平成17年12月1日 20,139,000

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポザール方式に基づ
く建設コンサルタント等の特定手続きに基
づき調査審議の結果、 適業者と判断し
た。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13754 日本工営（株）
大分川ダム貯水池周辺地す
べり検討業務

田中義高
九州地方整備局大分川ダ
ム工事事務所
大分県大分市１丁目３番３
０号

平成17年12月20日 21,210,000

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポザール方式に基づ
く建設コンサルタント等の特定手続きに基
づき調査審議の結果、 適業者と判断し
た。（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13755 日本工営（株）
大分川ダム貯水池地すべり対
策実施設計業務

田中義高
九州地方整備局大分川ダ
ム工事事務所
大分県大分市１丁目３番３
０号

平成17年10月5日 26,617,500

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポザール方式に基づ
く建設コンサルタント等の特定手続きに基
づき調査審議の結果、 適業者と判断し
た。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13756
八千代エンジニヤリ
ング（株）

大分川ダム基本事項詳細検
討業務

田中義高
九州地方整備局大分川ダ
ム工事事務所
大分県大分市１丁目３番３
０号

平成17年4月12日 28,140,000

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポザール方式に基づ
く建設コンサルタント等の特定手続きに基
づき調査審議の結果、 適業者と判断し
た。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13757
エヌ・ティ・ティ・インフ
ラネット（株）

宮崎管内光ファイバー収容空
間管理台帳作成業務

藤原　要
九州地方整備局　宮崎河
川国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年12月20日 30,450,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、エヌ・ティティ・
インフラネット株式会社を特定し、委託する
にあたって 適業者と判断した。（会計法２
９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13758
パシフィックコンサル
タンツ（株）

交通事故防止対策検討調査
業務

藤原　要
九州地方整備局　宮崎河
川国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年8月25日 12,075,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、パシフィックコン
サルタンツ株式会社を特定し、委託するに
あたって 適業者と判断した。（会計法２９
条の３第４項）

その他

13759 （株）建設環境研究所
多自然型川づくり追跡調査検
討業務

藤原　要
九州地方整備局　宮崎河
川国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年5月25日 21,105,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき平成１６年度の調査審議の結果、
株式会社建設環境研究所が本業務を委託
するにあたり 適業者であると判断され
た。今回の業務は、これに継続して実施す
るものである。（会計法２９条の３第４項）

その他

13760
八千代エンジニヤリ
ング（株）

高崎川流域砂防整備計画検
討業務

藤原　要
九州地方整備局　宮崎河
川国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年9月20日 12,915,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、八千代エンジニ
ヤリング（株）を特定し、委託するにあたっ
て 適業者と判断した。（会計法２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13761 （株）アイ・エヌ・エー
日向灘沿岸浸食対策検討業
務

藤原　要
九州地方整備局　宮崎河
川国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年12月22日 46,725,000

本業務は、住吉海岸を中心とした日向灘沿
岸の海岸浸食対策に資することを目的とす
るもので、別途実施している沿岸流砂系の
総合土砂管理計画を踏まえながら、新しい
海岸法に則り防護、環境、利用に配慮した
浸食対策検討を行うもので、総合土砂管理
計画から海岸浸食対策にわたる高度な知
識及び技術を要することから、１．建設コン
サルタント等の業務経歴（過去の類似業務
の実績）、２．技術職員の経験及び能力、
３．業務実施方針及び手法（①業務内容の
理解度②業務実施方針妥当性等）などの
観点からプロポーザル（技術提案書）の提
出を求めたものである。
建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポーザル方式に基づ
く建設コンサルタント等の手続に基づき調
査審議の結果、㈱アイ・エヌ・エーを特定
し、委託するにあたって 適業者と判断し
た。（会計法２９条の３第４項）

その他

13762 応用地質（株）
大淀川下流堤防詳細点検業
務

藤原　要
九州地方整備局　宮崎河
川国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年12月22日 58,800,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続に
基づき調査審議の結果、応用地質㈱を特
定し、委託するにあたって 適業者と判断
した。（会計法２９条の３第４項）

その他

13763
基礎地盤コンサルタ
ンツ（株）

小丸川堤防詳細点検業務

藤原　要
九州地方整備局　宮崎河
川国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年12月22日 43,785,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続に
基づき調査審議の結果、基礎地盤コンサ
ルタンツ㈱を特定し、委託するにあたって

適業者と判断した。（会計法２９条の３第
４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13764 中央開発（株）
大淀川上流堤防詳細点検業
務

藤原　要
九州地方整備局　宮崎河
川国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年12月22日 59,850,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続に
基づき調査審議の結果、中央開発㈱を特
定し、委託するにあたって 適業者と判断
した。（会計法２９条の３第４項）

その他

13765
（株）東京建設コンサ
ルタント

大淀川・小丸川治水安全度検
討業務

藤原　要
九州地方整備局　宮崎河
川国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成18年2月28日 61,834,500

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続に
基づき調査審議の結果、㈱東京建設コン
サルタントを特定し、委託するにあたって
適業者と判断した。（会計法２９条の３第４
項）

その他

13766 西日本技術開発（株）
大淀川・小丸川総合土砂管理
計画検討業務

藤原　要
九州地方整備局　宮崎河
川国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年12月22日 26,040,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、西日本技術開
発株式会社を特定し、委託するにあたって

適業者と判断した。（会計法２９条の３第
４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13767 （株）ケー・シー・エス
平成１７年度　管内整備効果
検討業務

藤原　要
九州地方整備局　宮崎河
川国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年5月30日 15,645,000

業務は、建設コンサルタント業務等請負業
者選定事務処理要領及びプロポーザル方
式による建設コンサルタント等の手続きに
基づき調査審議の結果、株式会社ケー・
シー・エスを特定し、委託するにあたって
適業者と判断した。（会計法２９条の３第４
項）

その他

13768 （株）建設技術研究所
平成１７年度　高速道路の有
効利用に関する調査検討業務

藤原　要
九州地方整備局　宮崎河
川国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年12月12日 46,200,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社九州
技術研究所九州支社を特定し、委託する
にあたって 適業者と判断した。（会計法２
９条の３第４項）

その他

13769
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

平成１７年度国道１０号震災対
策設計業務

藤原　要
九州地方整備局　宮崎河
川国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年6月20日 22,575,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、㈱オリエンタル
コンサルタンツを特定し、委託するにあたっ
て 適業者と判断した。（会計法２９条の３
第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13770
（株）ダイヤコンサル
タント

宮崎管内防災施設老朽化判
定調査業務

藤原　要
九州地方整備局　宮崎河
川国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年7月15日 19,845,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、㈱ダイヤコンサ
ルタントを特定し、委託するにあたって 適
業者と判断した。（会計法２９条の３第４項）

その他

13771 （株）長大
平成１７年度国道２２０号震災
対策設計業務

藤原　要
九州地方整備局　宮崎河
川国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年6月20日 18,060,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、㈱長大　福岡
支社を特定し、委託するにあたって 適業
者と判断した。（会計法２９条の３第４項）

その他

13772
パシフィックコンサル
タンツ（株）

高度防災対策支援システム設
計業務

藤原　要
九州地方整備局　宮崎河
川国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年7月15日 9,555,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、パシフィックコン
サルタンツ㈱を特定し、委託するにあたっ
て 適業者と判断した。（会計法２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13773
パシフィックコンサル
タンツ（株）

平成１７年度　管内震災対策
設計業務

藤原　要
九州地方整備局　宮崎河
川国道事務所
宮崎市大工２丁目２３番地

平成17年10月7日 18,585,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、パシフィックコン
サルタンツ㈱九州本社を特定し、委託する
にあたって 適業者と判断した（会計法２９
条の３第４項）

その他

13774
九州建設コンサルタ
ント（株）

五ヶ瀬川水系災害関連設計業
務

大塚法晴
九州地方整備局延岡河川
国道事務所
宮崎県延岡市大貫町１丁
目２８８９

平成18年2月10日 7,365,750

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の特定手
続きに基づき調査審議の結果、九州建設
コンサルタント株式会社を特定し、委託する
にあたって 適業者と判断した。上記理由
により、会計法第２９条の３第４項及び予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号に基
づき九州建設コンサルタント株式会社と随
意契約を行うものである。（会計法第２９条
の３第４項）

その他

13775
八千代エンジニヤリ
ング（株）

隔流堤影響検討業務

大塚法晴
九州地方整備局延岡河川
国道事務所
宮崎県延岡市大貫町１丁
目２８８９

平成17年7月26日 10,395,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の特定手
続きに基づき調査審議の結果、八千代エン
ジニヤリング株式会社を特定し、委託する
にあたって 適業者と判断した。 上記理由
により、会計法第２９条の３第４項及び予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号に基
づき八千代エンジニヤリング株式会社と随
意契約を行うものである。（会計法第２９条
の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13776 （株）アイ・エヌ・エー
平成１７年度五ヶ瀬川水系堤
防詳細点検（その２）業務

大塚法晴
九州地方整備局延岡河川
国道事務所
宮崎県延岡市大貫町１丁
目２８８９

平成18年2月27日 5,355,000

本業務の遂行にあたっては、堤防の安全
性を測る堤防詳細点検を行うとともに、今
後の堤防詳細点検の基礎資料を収集、整
理し堤防詳細点検計画を作成することか
ら、地質調査及び堤防詳細点検の手法に
確たる知見が必要である。　よって、受注
者においては、１．建設コンサルタント等の
業務経歴（①予定技術者の保有資格及び
手持ち業務数②過去の類似業務の実績）
２．技術職員の経験及び能力３．業務実施
方針及び手法（①業務内容の理解度②業
務実施方針の妥当性等）、４．特定テーマ
に対する提言などのにより、選りすぐれた
技術力をもつ業者を選定する観点からプロ
ポーザル（技術提案書）の提出を求めたも
のである。建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及び建設コンサル
タント業務等の入札・契約手続きに基づき
調査審議した結果、㈱アイ・エヌ・エーが今
回の業務内容を委託するのに 適業者で
あると判断された。このため本業務は、会
計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３号により、㈱アイ・エヌ・エーと随
意契約を行い業務の円滑な遂行を図るも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13777 川崎地質（株）
平成１７年度五ヶ瀬川水系堤
防詳細点検業務

大塚法晴
九州地方整備局延岡河川
国道事務所
宮崎県延岡市大貫町１丁
目２８８９

平成17年10月19日 45,885,000

本業務の遂行にあたっては、堤防の安全
性を測る堤防詳細点検を行うとともに、今
後の堤防詳細点検の基礎資料を収集、整
理し堤防詳細点検計画を作成することか
ら、地質調査及び堤防詳細点検の手法に
確たる知見が必要である。よって、受注者
においては、１．建設コンサルタント等の業
務経歴（①予定技術者の保有資格及び手
持ち業務数②過去の類似業務の実績）２．
技術職員の経験及び能力３．業務実施方
針及び手法（①業務内容の理解度②業務
実施方針の妥当性等）、４．特定テーマに
対する提言などのにより、選りすぐれた技
術力をもつ業者を選定する観点からプロ
ポーザル（技術提案書）の提出を求めたも
のである。建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及び建設コンサル
タント業務等の入札・契約手続きに基づき
調査審議した結果、川崎地質株式会社が
今回の業務内容を委託するのに 適業者
であると判断された。このため本業務は、
会計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３号により、川崎地質株式会社
と随意契約を行い業務の円滑な遂行を図
るものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13778 （株）建設技術研究所
大貫地区他排水計画検討業
務

大塚法晴
九州地方整備局延岡河川
国道事務所
宮崎県延岡市大貫町１丁
目２８８９

平成17年7月22日 10,290,000

本業務の遂行にあたっては、排水機場の
設計や内水解析に対する多種多様で高度
な経験及び知識、技術を要する必要がある
ことから、受注者においては、１．建設コン
サルタント等の業務経歴（①予定技術者の
保有資格及び手持ち業務数②過去の類似
業務の実績）２．技術職員の経験及び能力
３．業務実施方針及び手法（①業務内容の
理解度②業務実施方針の妥当性等）、４．
特定テーマに対する提言などの観点からプ
ロポーザル（技術提案書）の提出を求めた
ものである。建設コンサルタント業務等請
負業者選定事務処理要領及び建設コンサ
ルタント業務等の入札・契約手続きに基づ
き調査審議した結果、株式会社建設技術
研究所が今回の業務内容を委託するのに

適業者であると判断された。このため本
業務は、会計法第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３号により、株式会社
建設技術研究所と随意契約を行い業務の
円滑な遂行を図るものである。（会計法第２
９条の３第４項）

その他

13779 （株）建設技術研究所 川島排水施設設計業務

大塚法晴
九州地方整備局延岡河川
国道事務所
宮崎県延岡市大貫町１丁
目２８８９

平成18年2月27日 3,465,000

本業務の遂行にあたっては、排水機場の
設計や内水解析に対する多種多様で高度
な経験及び知識、技術を要する必要がある
ことから、受注者においては、１．建設コン
サルタント等の業務経歴（①予定技術者の
保有資格及び手持ち業務数②過去の類似
業務の実績）２．技術職員の経験及び能力
３．業務実施方針及び手法（①業務内容の
理解度②業務実施方針の妥当性等）、４．
特定テーマに対する提言などの観点からプ
ロポーザル（技術提案書）の提出を求めた
ものである。建設コンサルタント業務等請
負業者選定事務処理要領及び建設コンサ
ルタント業務等の入札・・契約手続きに基づ
き調査審議した結果、株式会社建設技術
研究所が今回の業務内容を委託するのに

適業者であると判断された。このため本
業務は、会計法第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３号により、株式会社
建設技術研究所と随意契約を行い業務の
円滑な遂行を図るものである。（会計法第２
９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13780 新構造技術（株）
安賀多橋景観検討及び実施
設計業務

大塚法晴
九州地方整備局延岡河川
国道事務所
宮崎県延岡市大貫町１丁
目２８８９

平成18年2月27日 5,880,000

本業務の遂行にあたっては、河川橋梁架
け替えおよび景観検討に伴う多種多様で
高度な経験及び知識、技術を要する必要
があることから、受注者においては、１．建
設コンサルタント等の業務経歴（①予定技
術者の保有資格及び手持ち業務数②過去
の類似業務の実績）２．技術職員の経験及
び能力３．業務実施方針及び手法（①業務
内容の理解度②業務実施方針の妥当性
等）、４．特定テーマに対する提言などの観
点からプロポーザル（技術提案書）の提出
を求めたものである。建設コンサルタント業
務等請負業者選定事務処理要領及び建設
コンサルタント業務等の入札・契約手続き
に基づき調査審議した結果、新構造技術
㈱が今回の業務内容を委託するのに 適
業者であると判断された。このため本業務
は、会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号により、新構造技術㈱
と随意契約を行い業務の円滑な遂行を図
るものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13781
（株）東京建設コンサ
ルタント

追内川排水機場設計業務

大塚法晴
九州地方整備局延岡河川
国道事務所
宮崎県延岡市大貫町１丁
目２８８９

平成18年2月27日 15,960,000

本業務の遂行にあたっては、排水機場の
設計や内水解析に対する多種多様で高度
な経験及び知識、技術を要する必要がある
ことから、受注者においては、１．建設コン
サルタント等の業務経歴（①予定技術者の
保有資格及び手持ち業務数②過去の類似
業務の実績）２．技術職員の経験及び能力
３．業務実施方針及び手法（①業務内容の
理解度②業務実施方針の妥当性等）、４．
特定テーマに対する提言などの観点からプ
ロポーザル（技術提案書）の提出を求めた
ものである。建設コンサルタント業務等請
負業者選定事務処理要領及び建設コンサ
ルタント業務等の入札・契約手続きに基づ
き調査審議した結果、株式会社東京建設コ
ンサルタントが今回の業務内容を委託する
のに 適業者であると判断された。このた
め本業務は、会計法第２９条の３第４項及
び予決令第１０２条の４第３号により、株式
会社東京建設コンサルタントと随意契約を
行い業務の円滑な遂行を図るものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13782 （株）ケー・シー・エス
平成１７年度宮崎県北地域経
済調査業務

大塚法晴
九州地方整備局延岡河川
国道事務所
宮崎県延岡市大貫町１丁
目２８８９

平成17年4月15日 11,760,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき平成１６年度に調査審議の結果、
株式会社ケー・シー・エスが本業務を委託
するにあたり 適業者であると判断され
た。今回の業務は、これに継続して実施す
るものである。このため、本業務は、会計
法第２９条の３第４項及び予算決算及び会
計令第１０２条の４第三号により、株式会社
ケー・シー・エスと随意契約を締結するもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13783
パシフィックコンサル
タンツ（株）

延岡道路実施設計業務

大塚法晴
九州地方整備局延岡河川
国道事務所
宮崎県延岡市大貫町１丁
目２８８９

平成17年6月3日 35,910,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式に  　よる建設コンサルタント等の特定
手続きに基づき調査審議の結果、パシ
フィックコンサルタ　　ンツ株式会社を特定
し、委託するにあたって 適業者と判断し
た。このため、本業務は、会　　計法第２９
条の３第４項及び予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号に基づきパシフィッ　　クコ
ンサルタンツ株式会社と随意契約を行い、
業務の円滑な遂行を図るものである。（会
計法第２９条の３第４項）

その他

13784 （株）大進
高江地区環境整備測量設計
業務

矢野　日出東
九州地方整備局川内川河
川事務所
鹿児島県薩摩川内市東大
小路町２０－２

平成17年6月6日 5,250,000

本業務は、建設コンサルタント業務請負業
者選定事務処理要領及びプロポーザル方
式によるコンサルタント等の手続きに基づ
き調査審議の結果、㈱大進を特定し委託
するにあたって 適業者と判断した。この
ため本業務は、会計法第２９条の３第４項
及び予算決算及び会計令第１０２条の４項
３号により、㈱大進と随意契約を締結する
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13785 （株）建設技術研究所
向田排水機場機械設備設計
業務

矢野　日出東
九州地方整備局川内川河
川事務所
鹿児島県薩摩川内市東大
小路町２０－２

平成17年4月27日 6,195,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
者選定事務処理要領及びプロポーザル方
式による建設コンサルタント等の手引きに
基づき調査審議の結果、株式会社建設技
術研究所九州支社を特定し、委託するにあ
たって 適業者と判断した。このため、本
業務は、会計法第２９条の３第４項及び予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号に
より、株式会社建設技術研究所九州支社と
随意契
約を締結するものである。（会計法第２９条
の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13786 （株）建設技術研究所
小倉排水機場機械設備設計
業務

矢野　日出東
九州地方整備局川内川河
川事務所
鹿児島県薩摩川内市東大
小路町２０－２

平成18年1月31日 4,305,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
者選定事務処理要領及びプロポーザル方
式による建設コンサルタント等の手引きに
基づき調査審議の結果、株式会社建設技
術研究所九州支社を特定し、委託するにあ
たって 適業者と判断した。このため、本
業務は、会計法第２９条の３第４項及び予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号に
より、株式会社建設技術研究所九州支社と
随意契
約を締結するものである。（会計法第２９条
の３第４項）

その他

13787 応用地質（株）
しらす堤防強化対策現地実験
業務

矢野　日出東
九州地方整備局川内川河
川事務所
鹿児島県薩摩川内市東大
小路町２０－２

平成17年10月11日 72,135,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式に基づく建設コンサルタント等の特定
手続きに基づいて調査審議した結果、応用
地質㈱九州支社を特定し委託するにあ
たって 適業者と判断した。このため、本
業務は、会計法第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３号により、応用地質
㈱九州支社と随意契約を締結するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13788 川崎地質（株） 吉松地区堤防詳細点検業務

矢野　日出東
九州地方整備局川内川河
川事務所
鹿児島県薩摩川内市東大
小路町２０－２

平成17年5月27日 22,417,500

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式に基づく建設コンサルタント等の特定
手続きに基づいて調査審議した結果、川崎
地質㈱九州支社を特定し委託するにあ
たって 適業者と判断した。このため、本
業務は、会計法第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３号により、川崎地質
㈱九州支社と随意契約を締結するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13789 （株）建設技術研究所
川内川河床変動対策検討業
務

矢野　日出東
九州地方整備局川内川河
川事務所
鹿児島県薩摩川内市東大
小路町２０－２

平成17年12月12日 9,765,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式に基づく建設コンサルタント等の特定
手続きに基づいて調査審議した結果、㈱建
設技術研究所九州支社を特定し委託する
にあたって 適業者と判断した。このため、
本業務は、会計法第２９条の３第４項及び
予決令第１０２条の４第３号により、㈱建設
技術研究所九州支社と随意契約を締結す
るものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13790
（株）東京建設コンサ
ルタント

川内川水理検討業務

矢野　日出東
九州地方整備局川内川河
川事務所
鹿児島県薩摩川内市東大
小路町２０－２

平成17年12月12日 34,125,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式に基づく建設コンサルタント等の特定
手続きに基づいて調査審議した結果、㈱東
京建設コンサルタント九州支店を特定し委
託するにあたって 適業者と判断した。こ
のため、本業務は、会計法第２９条の３第４
項及び予算決算及び会計令第１０２条の４
第３号により、㈱東京建設コンサルタント九
州支店と随意契約を締結するものである。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13791
パシフィックコンサル
タンツ（株）

東郷地区右岸外堤防詳細点
検業務

矢野　日出東
九州地方整備局川内川河
川事務所
鹿児島県薩摩川内市東大
小路町２０－２

平成17年11月2日 29,799,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式に基づく建設コンサルタント等の特定
手続きに基づいて調査審議した結果、ﾊﾟｼ
ﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱九州本社を特定し委託す
るにあたって 適業者と判断した。このた
め、本業務は、会計法第２９条の３第４項
及び予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号により、ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱九州本社
と随意契約を締結するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13792 （株）建設環境研究所 肝属川正常流量検討業務

長井義樹
九州地方整備局大隅河川
国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新
富１０１３－１

平成18年1月13日 9,240,000

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポーザル方式による
建設コンサルタント等の手続きに基づき調
査審議した結果。
（会計法第29条の３第４項）

その他

13793
（株）東京建設コンサ
ルタント

肝属川水系河川整備基本方
針検討業務

長井義樹
九州地方整備局大隅河川
国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新
富１０１３－１

平成18年1月10日 20,475,000

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポーザル方式による
建設コンサルタント等の手続きに基づき調
査審議した結果。
（会計法第29条の３第４項）

その他

13794
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

平成１７年度大隅地域道路網
効果分析業務

長井義樹
九州地方整備局大隅河川
国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新
富１０１３－１

平成17年9月16日 17,482,500

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポーザル方式による
建設コンサルタント等の手続きに基づき調
査審議した結果。
（会計法第29条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13795 国際航業（株）
桜島砂防事業評価手法検討
業務

長井義樹
九州地方整備局大隅河川
国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新
富１０１３－１

平成17年12月20日 10,710,000

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポーザル方式による
建設コンサルタント等の手続きに基づき調
査審議した結果。
（会計法第29条の３第４項）

その他

13796
砂防エンジニアリング
（株）

桜島流域監視システム検討業
務

長井義樹
九州地方整備局大隅河川
国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新
富１０１３－１

平成17年12月20日 14,175,000

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポーザル方式による
建設コンサルタント等の手続きに基づき調
査審議した結果。
（会計法第29条の３第４項）

その他

13797
中央コンサルタンツ
（株）

大隅河川国道管内橋梁耐震
設計業務

長井義樹
九州地方整備局大隅河川
国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新
富１０１３－１

平成18年1月20日 34,335,000

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポーザル方式による
建設コンサルタント等の手続きに基づき調
査審議した結果。
（会計法第29条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13798
（株）橋梁コンサルタ
ント

阿久根管内橋梁耐震補強・補
修設計業務

遠藤　和重
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島県鹿児島市浜町２
番５号

平成17年6月22日 19,792,500
プロポーザル方式により相手方を特定
して、特命随意契約を行った（会計法
第29条の3第4項）

その他

13799
パシフィックコンサル
タンツ（株）

鹿児島国道管内橋梁耐震補
強・補修設計業務

遠藤　和重
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島県鹿児島市浜町２
番５号

平成17年6月22日 24,517,500
プロポーザル方式により相手方を特定
して、特命随意契約を行った（会計法
第29条の3第4項）

その他

13800 応用地質（株）
平成１７年度　上名トンネル水
文調査業務

松野　栄明
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島県鹿児島市浜町２
－５

平成17年4月1日 3,622,500
プロポーザル方式により相手方を特定し
て、特命随意契約を行った（会計法第29条
の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13801
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

平成１７年度　鹿児島東西道
路事業工程管理業務

松野　栄明
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島県鹿児島市浜町２
－５

平成17年7月15日 21,315,000
プロポーザル方式により相手方を特定し
て、特命随意契約を行った（会計法第29条
の3第4項）

その他

13802
基礎地盤コンサルタ
ンツ（株）

平成１７年度　鹿児島東西道
路水文調査業務

松野　栄明
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島県鹿児島市浜町２
－５

平成18年2月15日 5,239,500
プロポーザル方式により相手方を特定し
て、特命随意契約を行った（会計法第29条
の3第4項）

その他

13803
（株）橋梁コンサルタ
ント

平成１７年度　影原交差点修
正設計及び施工検討業務

松野　栄明
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島県鹿児島市浜町２
－５

平成17年12月27日 9,765,000
プロポーザル方式により相手方を特定し
て、特命随意契約を行った（会計法第29条
の3第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13804
サンコーコンサルタン
ト（株）

平成１７年度　都トンネル水文
調査業務

松野　栄明
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島県鹿児島市浜町２
－５

平成17年4月1日 8,473,500
プロポーザル方式により相手方を特定し
て、特命随意契約を行った（会計法第29条
の3第4項）

その他

13805
（株）千代田コンサル
タント

平成１７年度　平川道路施工
計画検討業務

松野　栄明
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島県鹿児島市浜町２
－５

平成18年2月15日 8,925,000
プロポーザル方式により相手方を特定し
て、特命随意契約を行った（会計法第29条
の3第4項）

その他

13806
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

道路整備効果検討業務

遠藤　和重
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島県鹿児島市浜町２
－５

平成17年5月20日 19,950,000
プロポーザル方式により相手方を特定した
ため
（会計法第２９条の３第４号）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13807 （株）建設技術研究所
高速道路の有効利用に関する
調査検討業務

松野　栄明
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島県鹿児島市浜町２
－５

平成17年12月15日 30,450,000
プロポーザル方式により相手方を特定した
ため
（会計法第２９条の３第４号）

その他

13808
（株）綜合技術コンサ
ルタント

環境影響評価書作成業務

遠藤　和重
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島県鹿児島市浜町２
－５

平成17年5月20日 20,328,000
プロポーザル方式により相手方を特定した
ため
（会計法第２９条の３第４号）

その他

13809
中央コンサルタンツ
（株）

鹿児島市北部地域道路計画
検討業務

松野　栄明
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島県鹿児島市浜町２
－５

平成18年1月17日 9,240,000
プロポーザル方式により相手方を特定した
ため
（会計法第２９条の３第４号）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13810 （株）長大 北薩地域道路計画検討業務

松野　栄明
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島県鹿児島市浜町２
－５

平成17年12月26日 14,490,000
プロポーザル方式により相手方を特定した
ため
（会計法第２９条の３第４号）

その他

13811
パシフィックコンサル
タンツ（株）

鹿児島都市圏交通円滑化総
合計画推進調査業務

松野　栄明
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島県鹿児島市浜町２
－５

平成17年12月14日 12,495,000
プロポーザル方式により相手方を特定した
ため
（会計法第２９条の３第４号）

その他

13812
（株）福山コンサルタ
ント

南九州西回り自動車道調査設
計外一件業務

遠藤　和重
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島県鹿児島市浜町２
－５

平成17年5月20日 22,995,000
プロポーザル方式により相手方を特定した
ため
（会計法第２９条の３第４号）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13813
（株）九州開発エンジ
ニヤリング

一般国道２２６号平川道路漁
業調査等（その２）業務

遠藤　和重
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島県鹿児島市浜町２
－５

平成17年4月15日 1,995,000

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポーザル方式による
建設コンサルタント等の手続き照査審議の
結果、 適業者と判断したため。（会計法２
９条の３第４項）

その他

13814 （株）アイ・エヌ・エー 緑川ダム操作運用検討業務

前田　力
九州地方整備局緑川ダム
管理所
熊本県下益城郡美里町畝
野３４５６

平成18年1月27日 6,195,000
標準プロポーザル方式のため
（会計法第２９条の３第４項） その他

13815
（株）環境調査技術研
究所

緑川ダム水質対策モニタリン
グ調査・検討業務

前田　力
九州地方整備局緑川ダム
管理所
熊本県下益城郡美里町畝
野３４５６

平成18年1月27日 5,932,500
標準プロポーザル方式のため
（会計法第２９条の３第４項） その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13816
（株）環境調査技術研
究所

緑川ダム水質保全対策実施
設計業務

前田　力
九州地方整備局緑川ダム
管理所
熊本県下益城郡美里町畝
野３４５６

平成17年8月17日 20,317,500
標準プロポーザル方式のため
（会計法第２９条の３第４項） その他

13817 （株）建設技術研究所 緑川ダム環境特性検討業務

前田　力
九州地方整備局緑川ダム
管理所
熊本県下益城郡美里町畝
野３４５６

平成18年1月18日 4,882,500
標準プロポーザル方式のため
（会計法第２９条の３第４項） その他

13818 （株）建設技術研究所
松原・下筌ダム操作運用検討
業務

石丸　昭久
九州地方整備局筑後川ダ
ム統合管理事務所
久留米市高野１丁目２－２

平成17年6月16日 7,560,000

「プロポーザル方式による建設コンサ
ルタント手続きについて」に基づく調
査・審査の結果、当該業者が 適と判
断された。（会計法第２９条の３第４
号）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13819 （株）建設技術研究所
松原ダム水質保全施設運用
計画策定業務

石丸　昭久
九州地方整備局筑後川ダ
ム統合管理事務所
久留米市高野１丁目２－２

平成17年7月14日 4,305,000

「プロポーザル方式による建設コンサ
ルタント手続きについて」に基づく調
査・審査の結果、当該業者が 適と判
断された。（会計法第２９条の３第４
号）

その他

13820
（株）九州開発エンジ
ニヤリング

鶴田ダム資料庫展示設計業
務

山本　隆利
九州地方整備局鶴田ダム
管理所
鹿児島県薩摩郡さつま町
神子３９８８－２

平成17年12月16日 19,005,000

プロポーザル方式に基づく建設コンサルタ
ント等の特定手続により審査した結果、今
回の業務内容を委託するにあたり 適業
者であると判断。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13821
（株）九州開発エンジ
ニヤリング

鶴田ダム水質改善対策検討
及び設計業務

山本　隆利
九州地方整備局鶴田ダム
管理所
鹿児島県薩摩郡さつま町
神子３９８８－２

平成17年8月19日 16,768,500

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポーザル方式に基づ
く建設コンサルタント等の特定手続により
審査した結果、今回の業務内容を委託する
にあたり 適業者であると判断。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13822 （株）建設技術研究所
鶴田ダム湖環境改善放流施
設検討業務

山本　隆利
九州地方整備局鶴田ダム
管理所
鹿児島県薩摩郡さつま町
神子３９８８－２

平成17年12月14日 7,980,000

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポーザル方式に基づ
く建設コンサルタント等の特定手続により
審査した結果、今回の業務内容を委託する
にあたり 適業者であると判断。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13823 （株）建設技術研究所
鶴田ダム洪水調節計画検討
業務

山本　隆利
九州地方整備局鶴田ダム
管理所
鹿児島県薩摩郡さつま町
神子３９８８－２

平成17年8月25日 18,795,000

プロポーザル方式に基づく建設コンサルタ
ント等の特定手続により審査した結果、今
回の業務内容を委託するにあたり 適業
者であると判断。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13824 （株）大進
鶴田ダム水源地域ビジョン運
営補助業務

山本　隆利
九州地方整備局鶴田ダム
管理所
鹿児島県薩摩郡さつま町
神子３９８８－２

平成17年6月24日 4,620,000

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポーザル方式に基づ
く建設コンサルタント等の特定手続により
審査した結果、今回の業務内容を委託する
にあたり 適業者であると判断。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13825
（株）東亜コンサルタ
ント

管理用資料庫改修概略検討
業務

山本　隆利
九州地方整備局鶴田ダム
管理所
鹿児島県薩摩郡さつま町
神子３９８８－２

平成17年6月20日 7,654,500

プロポーザル方式に基づく建設コンサルタ
ント等の特定手続により審査した結果、今
回の業務内容を委託するにあたり 適業
者であると判断。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13826 朝日航洋（株）
航空レーザ測量による鶴田ダ
ム湖地形情報整備及び堆砂
測量業務

山本　隆利
九州地方整備局鶴田ダム
管理所
鹿児島県薩摩郡さつま町
神子３９８８－２

平成18年1月20日 36,435,000

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポーザル方式に基づ
く建設コンサルタント等の特定手続により
審査した結果、今回の業務内容を委託する
にあたり 適業者であると判断。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13827 （株）日水コン
鶴田ダム湖沼内富栄養化対
策検討業務

山本　隆利
九州地方整備局鶴田ダム
管理所
鹿児島県薩摩郡さつま町
神子３９８８－２

平成17年12月7日 9,817,500

建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポーザル方式に基づ
く建設コンサルタント等の特定手続により
審査した結果、今回の業務内容を委託する
にあたり 適業者であると判断。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13828
（株）高崎総合コンサ
ルタント

平成１７年度厳木ダム堆砂量
調査業務

田島　英孝
九州地方整備局厳木ダム
管理所
佐賀県唐津市厳木町広瀬
４４６－４－７

平成17年11月8日 5,302,500

本業務はマルチビームにより厳木ダム貯
水池における堆砂状況及び堆砂量を把握
し、ダム管理の基礎資料とするものであり、
建設コンサルタント業務等請負業者選定事
務処理要領及びプロポーザル方式による
建設コンサルタント等の手続に基づき調査
審議の結果、（株）高崎総合コンサルタント
を特定し、委託するに業者と判断した。この
ため会計法第２９条の３第４項及び予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号を適用
し、同社と随意契約を締結するものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13829
（株）東京建設コンサ
ルタント

平成１７年度厳木ダム流入量
総合検討業務

田島　英孝
九州地方整備局厳木ダム
管理所
佐賀県唐津市厳木町広瀬
４４６－４－７

平成17年6月29日 18,480,000

厳木ダムでは流入量把握精度に問題があ
り制度向上が求められている。このため流
入量把握精度向上のためのダム流入量算
定手法の検討を行う。また、既存の流入量
予測システムが精度に問題があるため、適
切なダム管理を行うために、流入量予測精
度の向上についてもあわせて検討する。本
業務は建設コンサルタント業務等請負業者
選定事務処理要領及びプロポーザル方式
による建設コンサルタント等の手続に基づ
き調査審議の結果、（株）東京建設コンサ
ルタントを特定し、委託するに業者と判断し
た。このため会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
を適用し、同社と随意契約を締結するもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13830
西鉄シー・イー・コン
サルタント（株）

平成１７年度厳木ダム遊歩道
調査検討業務

田島　英孝
九州地方整備局厳木ダム
管理所
佐賀県唐津市厳木町広瀬
４４６－４－７

平成17年12月28日 3,538,500

厳木ダム湖右岸には、一般利用者が利用
するための遊歩道が整備されている。この
遊歩道において地盤が陥没する恐れのあ
る箇所や一部ひび割れ等が生じている箇
所が発見されている。本業務はこのような
状況を踏まえ遊歩道の調査を行い、状況
把握とともに、対策が必要な箇所の特定及
び対策工の検討を行うものである。本業務
は建設コンサルタント業務等請負業者選定
事務処理要領及びプロポーザル方式によ
る建設コンサルタント等の手続に基づき調
査審議の結果、西鉄シー・イー・コンサルタ
ント（株）を特定し、委託するに業者と判断
した。このため会計法第第２９条の３第４項
及び予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号を適用し、同社と随意契約を締結する
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13831 （株）アイ・エヌ・エー
耶馬渓ダム広報施設検討業
務

中島　修
九州地方整備局山国川河
川事務所
中津市大字高瀬１８５１－
２

平成17年12月28日 4,987,500

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づく調査審議の結果、同社を特定し、
委託するにあたっての 適業者と判断し
た。このため、本業務は、会計法第２９条の
３第４項及び会計令第１０２条の４第３号に
基づき、同社と随意契約を締結するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13832 （株）建設技術研究所
耶馬渓ダム事前放流等検討
業務

中島　修
九州地方整備局山国川河
川事務所
中津市大字高瀬１８５１－
２

平成17年8月31日 12,180,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づく調査審議の結果、同社を特定し、
委託するにあたっての 適業者と判断し
た。このため、本業務は、会計法第２９条の
３第４項及び会計令第１０２条の４第３号に
基づき、同社と随意契約を締結するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13833 （株）日水コン
渇水時ダム底層水放流対策
検討業務

中島　修
九州地方整備局山国川河
川事務所
中津市大字高瀬１８５１－
２

平成18年1月20日 4,536,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づく調査審議の結果、同社を特定し、
委託するにあたっての 適業者と判断し
た。このため、本業務は、会計法第２９条の
３第４項及び会計令第１０２条の４第３号に
基づき、同社と随意契約を締結するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13834 （株）建設技術研究所
山国川河口域環境管理検討
業務

中島　修
九州地方整備局山国川河
川事務所
中津市大字高瀬１８５１－
２

平成17年6月20日 12,915,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づく調査審議の結果、同社を特定し、
委託するにあたっての 適業者と判断し
た。このため、本業務は、会計法第２９条の
３第４項及び会計令第１０２条の４第３号に
基づき、同社と随意契約を締結するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13835
（株）東京建設コンサ
ルタント

山国川河川整備基本方針等
検討業務

中島　修
九州地方整備局山国川河
川事務所
中津市大字高瀬１８５１－
２

平成17年6月20日 23,730,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づく調査審議の結果、同社を特定し、
委託するにあたっての 適業者と判断し
た。このため、本業務は、会計法第２９条の
３第４項及び会計令第１０２条の４第３号に
基づき、同社と随意契約を締結するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13836
パシフィックコンサル
タンツ（株）

跡田川河道計画検討業務

塚本　好孝
九州地方整備局山国川河
川事務所
中津市大字高瀬１８５１－
２

平成18年1月16日 9,345,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づく調査審議の結果、同社を特定し、
委託するにあたっての 適業者と判断し
た。このため、本業務は、会計法第２９条の
３第４項及び会計令第１０２条の４第３号に
基づき、同社と随意契約を締結するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

その他

13837
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

道路工事交通規制安全対策
システムの検討業務

吉原匠
九州地方整備局九州技術
事務所
久留米市高野１－３－１

平成17年11月21日 11,550,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の特定手
続きに基づき調査審査の結果、株式会社
オリエンタルコンサルタンツを特定し、委託
するにあたって 適業者であると判断し
た。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13838
（株）オリエンタルコン
サルタンツ

横断歩道橋防食構造検討業
務

吉原匠
九州地方整備局九州技術
事務所
久留米市高野１－３－１

平成17年8月22日 7,875,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の特定手
続きに基づき調査審議の結果、株式会社
オリエンタルコンサルタンツを特定し、委託
するにあたって 適業者であると判断し
た。
（会計法第２９条の３第４項）

その他

13839 （株）ケー・シー・エス
在来種による河川緑化マニュ
アル検討業務

吉原匠
九州地方整備局九州技術
事務所
久留米市高野１－３－１

平成17年8月17日 8,295,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社ケー・
シー・エス九州支社を特定し、委託するに
あたって 適業者と判断した。このため本
業務は、会計法第２９条の３第４項及び予
算決算及び会計令第１０２条の４第３号に
より、株式会社ケー・シー・エス九州支社と
随意契約を締結するものである。（会計法
第２９条の３第４項）

その他

13840 （株）日建設計
海洋生態科学館被災調査検
討その他業務

五十嵐　康之
九州地方整備局国営海の
中道海浜公園事務所
福岡県福岡市東区西戸崎
１８－２５

平成17年7月15日 55,965,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、株式会社日建
設計九州オフィスを特定し、委託するにあ
たって 適業者と判断した。このため、本
業務は、会計法第２９条の３第４項及び予
算決算及び会計令第１０２条の４第三号に
より、株式会社日建設計と随意契約を締結
するものである。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13841 （株）東畑建築事務所 体験学習施設設計業務

太田　広
九州地方整備局国営吉
野ヶ里歴史公園事務所
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町
田手１８６９

平成17年7月15日 11,760,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、㈱東畑建築事
務所を特定し、委託するにあたって 適業
者と判断した。よって、本業務は会計法第
２９条の３第４項及び予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号を適用し、同社と随意
契約を締結するものである。（会計法第２９
条の３第４項）

その他

13842 （株）プレック研究所
遺構展示実験　観測・解析業
務

太田　広
九州地方整備局国営吉
野ヶ里歴史公園事務所
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町
田手１８６９

平成17年9月5日 1,575,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、㈱プレック研究
所を特定し、委託するにあたって 適業者
と判断した。よって、本業務は会計法第２９
条の３第４項及び予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号を適用し、同社と随意契約
を締結するものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他

13843 （株）建設技術研究所
国営吉野ヶ里歴史公園利用動
向調査解析等業務

太田　広
九州地方整備局国営吉
野ヶ里歴史公園事務所
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町
田手１８６９

平成17年9月15日 9,240,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、㈱建設技術研
究所を特定し、委託するにあたって 適業
者と判断した。よって、本業務は会計法第
２９条の３第４項及び予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号を適用し、同社と随意
契約を締結するものである。（会計法第２９
条の３第４項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13844 （株）プレック研究所 復元建物展示解説検討業務

太田　広
九州地方整備局国営吉
野ヶ里歴史公園事務所
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町
田手１８６９

平成17年11月28日 11,697,000

本業務は、建設コンサルタント業務等請負
業者選定事務処理要領及びプロポーザル
方式による建設コンサルタント等の手続き
に基づき調査審議の結果、㈱プレック研究
所を特定し、委託するにあたって 適業者
と判断した。よって、本業務は会計法第２９
条の３第４項及び予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号を適用し、同社と随意契約
を締結するものである。（会計法第２９条の
３第４項）

その他

13845 長崎市長　伊藤一長
長崎市における交流人口拡
大施策に関する調査業務委
託

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年9月30日 13,009,500

本業務は、当自治体及び長崎市から発
案された地域施策の推進に資する調査
で、自治体と整備局が連携し調査費の
要求を国土計画局へ行った結果、本調
査が選定され調査費の示達がされたも
のである。よって調査を遂行するため
には当自治体が唯一の契約相手であ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

13846
福岡市長　山崎　広
太郎

ビジターズ・インダスト
リー振興に向けたビジター
拡大方策に関す

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年10月14日 15,193,500

本業務は、当自治体及び福岡市から発
案された地域施策の推進に資する調査
で、自治体と整備局が連携し調査費の
要求を国土計画局へ行った結果、本調
査が選定され調査費の示達がされたも
のである。よって調査を遂行するため
には当自治体が唯一の契約相手であ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13847 須恵町長
須恵ＰＡにおけるスマート
ＩＣに係る社会実験業務委
託

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月1日 19,750,500

本業務は、当自治体の申請により登録
された社会実験であり、その実施箇所
も当自治体に所在している。また、社
会実験のために自治体負担による整備
も実施しており、実験を円滑に遂行す
るためには当自治体が唯一の契約相手
であるため。（会計法第29条の3第4
項）

その他

13848
（財）福岡コンベン
ションセンター

会議室使用料（平成１７年
度　九州国土交通研究会）

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年8月11日 3,037,850

業務を実施するために必要な会議室の
室数や規模等が唯一確保できる会場で
ある。（会計法第29条の3第4項） その他

13849 （株）東福ビル 会議室借上料（３月分）

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成18年4月6日 14,738,520

①福岡第二合同庁舎（本局）と同一所
在であり、臨時、緊急の会議・打合せ
が実施できる位置に立地している。②
マイクロ回線の設置が可能であるこ
と。③通年で利用できること。以上の
条件を全て満たす空室を有する建物
は、東福第２ビル以外にない。（会計
法第29条の3第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13850 辻井　治
事務の遂行等に係る法律問
題の処理（平成１７年度）

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成18年4月5日 1,200,000

①法務省の部付検事を経験しているこ
と。②福岡市及びNEDO等の顧問弁護士
を務めていること。③平成６年度から
平成１２年度まで当整備局の入札監視
委員会委員を務めていたこと。以上の
とおり国土交通行政をはじめとする行
政事務全般に精通している弁護士は、
福岡市内には氏しかいない。（会計法
第29条の3第4項）

その他

13851
（株）ジェイアール
西日本福岡開発

那珂川町宿舎借上

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月1日 16,008,000

国家公務員宿舎法上の宿舎設置計画上
の手続きからも競争契約方式をとれな
いため。あわせて単年度の継続につい
ても職員の住居として供しているため
継続使用となるため随意契約によるこ
ととする。（会計法第29条の3第4項）

その他

13852 （株）三好不動産
道路データベース室維持費
（３月分）

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成18年4月6日 8,453,964

現在当物件は（財）道路保全技術セン
ターをつうじて賃借しているが、１１
月をもって技術センターが移転するた
めに、当該物件の管理業者である㈱三
好不動産を新たな契約相手方として契
約締結するものである。現在当該物件
には、道の相談室、データベース室、
打合せ室及び道路情報センターがあ
り、局内に必要スペースの確保が出来
ずに現在地に確保している。利用して
いる関係各課も継続して賃借すること
を希望しており、また整備局より徒歩
１分程度と非常に利便性が高いため、
敢えて別の物件に移転する必要性を見
いだせない。従って、引き続き当該物
件の利用を継続するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13853 （社）土木学会
平成１７年度土木学会共同
研究業務委託

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年9月22日 7,318,500

本業務は、石狩川、利根川上流、阿賀
野川、信濃川下流、神通川・庄川、千
代川、物部川、大野川、五ヶ瀬川の各
河川において、大学研究者との共同研
究を実施するとともに、各研究課題に
ついて河川技術における学術と行政の
より有機的・効率的な関係を構築して
いくための議論や活動をする場として
河川懇談会を実施し、若手の研究者、
現場技術者の育成環境づくり、情報流
通の活性化（研究成果の実務への反
映・実務上の課題の学術へのフィード
バック・実務と学術の今日的な課題の
確認と解決方法に関する意見交換）を
図ることを目的とする。本業務の履行
にあたっては、①公平・中立的な立場
であること。②土木工学の進歩及び土
木事業の発展ならびに土木技術者の資
質向上を図ることが可能であること。
③河川技術における学術と行政のより
有機的・効率的な関係を構築するとと
もに、社会の発展に寄与することがで
きること、としている。社団法人土木
学会は、土木工学の進歩及び土木事業
の発展ならびに土木技術者の資質の向
上を図り、もって学術文化の進展と社
会の発展に寄与することを目的として
設立された社団法人である。上記法人
は、教育・研究機関のほか、建設業、
コンサルタント、官庁など多岐にわた
る職場に会員を属し、「学術・技術の
進歩への貢献」、「社会への直接的貢
献」、「会員の交流と啓発」のもと活
動を展開しているものである。以上の
ことから、本業務を円滑かつ的確に遂
行するうえで社団法人土木学会がが唯
一の委託契約相手と判断するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり

13854

第２２回全国都市緑
化ふくおかフェア実
行委員会会長　福岡
市長　山崎広太郎

平成１７年度全国都市緑化ふ
くおかフェア出展負担金

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月1日 80,031,000

九州地方整備局が、福岡市で開催され
る「第２２回全国都市緑化ふくおか
フェア」に出展するに際し、第２２回
全国都市緑化ふくおかフェア実行委員
会会長である福岡市長と、締結した
「第２２回全国都市緑化ふくおかフェ
ア出展基本協定書」及び「平成１７年
度全国都市緑化ふくおかフェア出展実
施協定書」に基づく出展物経費の負担
金として、出展物製作費用、出展物の
管理及び運営費用、出展物の撤去及び
運搬費用を福岡市長に支払った。（会
計法第29条の3第4項）

その他

公募を実施

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13855 九州旅客鉄道（株）
鹿児島本線木場茶屋・串木
野間芹ヶ野トンネル補修他
工事

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月1日 45,228,000

　本工事は鉄道線に架かる一般国道の
工事である。施工にあたっては鉄道軌
道上での施工となり、施工中は常に鉄
道運行に際し、重要な支障がない様、
安全かつ正確な施工が求められる。し
かし、①万が一軌道に対し、何らかの
変状等をきたした場合、若しくは事故
等が発生した場合に、施工業者におい
て対応することが非常に困難である。
②夜間施工時において機電停止を行い
作業を行うが、実質的に施工業者にお
いて機電停止作業を行うことが不可能
である。更に、安全保安上の対策等を
総合的に講ずる必要がある。　以上の
ことから、本工事の履行にあたって必
要な知識・経験・技術力を十分に有し
ており、的確で円滑に工事を遂行する
ためには、当該鉄道管理者である九州
旅客鉄道（株）が唯一の契約相手と判
断するものである。（会計法第29条の3
第4項）

その他

13856 九州旅客鉄道（株）
長崎本線諫早・西諫早間新
小船越トンネル新設工事

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月1日 572,180,000

　本工事は鉄道線に架かる一般国道の
工事である。施工にあたっては鉄道軌
道上での施工となり、施工中は常に鉄
道運行に際し、重要な支障がない様、
安全かつ正確な施工が求められる。し
かし、①万が一軌道に対し、何らかの
変状等をきたした場合、若しくは事故
等が発生した場合に、施工業者におい
て対応することが非常に困難である。
②夜間施工時において機電停止を行い
作業を行うが、実質的に施工業者にお
いて機電停止作業を行うことが不可能
である。更に、安全保安上の対策等を
総合的に講ずる必要がある。　以上の
ことから、本工事の履行にあたって必
要な知識・経験・技術力を十分に有し
ており、的確で円滑に工事を遂行する
ためには、当該鉄道管理者である九州
旅客鉄道（株）が唯一の契約相手と判
断するものである。（会計法第29条の3
第4項）

その他

13857 九州旅客鉄道（株）
鹿児島本線笹原・南福岡間
諸岡架道橋新設工事

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月1日 803,785,000

　本工事は鉄道線に架かる一般国道の
工事である。施工にあたっては鉄道軌
道上での施工となり、施工中は常に鉄
道運行に際し、重要な支障がない様、
安全かつ正確な施工が求められる。し
かし、①万が一軌道に対し、何らかの
変状等をきたした場合、若しくは事故
等が発生した場合に、施工業者におい
て対応することが非常に困難である。
②夜間施工時において機電停止を行い
作業を行うが、実質的に施工業者にお
いて機電停止作業を行うことが不可能
である。更に、安全保安上の対策等を
総合的に講ずる必要がある。　以上の
ことから、本工事の履行にあたって必
要な知識・経験・技術力を十分に有し
ており、的確で円滑に工事を遂行する
ためには、当該鉄道管理者である九州
旅客鉄道（株）が唯一の契約相手と判
断するものである。（会計法第29条の3
第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13858 九州旅客鉄道（株）
鹿児島本線笹原・南福岡間
工事用仮設踏切等設置工事

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月1日 1,449,000

　本工事は鉄道線に架かる一般国道の
工事である。施工にあたっては鉄道軌
道上での施工となり、施工中は常に鉄
道運行に際し、重要な支障がない様、
安全かつ正確な施工が求められる。し
かし、①万が一軌道に対し、何らかの
変状等をきたした場合、若しくは事故
等が発生した場合に、施工業者におい
て対応することが非常に困難である。
②夜間施工時において機電停止を行い
作業を行うが、実質的に施工業者にお
いて機電停止作業を行うことが不可能
である。更に、安全保安上の対策等を
総合的に講ずる必要がある。　以上の
ことから、本工事の履行にあたって必
要な知識・経験・技術力を十分に有し
ており、的確で円滑に工事を遂行する
ためには、当該鉄道管理者である九州
旅客鉄道（株）が唯一の契約相手と判
断するものである。（会計法第29条の3
第4項）

その他

13859 九州旅客鉄道（株）
日南線折生迫・内海間徳次
郎跨線橋上部工工事

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月1日 89,885,160

　本工事は鉄道線に架かる一般国道の
工事である。施工にあたっては鉄道軌
道上での施工となり、施工中は常に鉄
道運行に際し、重要な支障がない様、
安全かつ正確な施工が求められる。し
かし、①万が一軌道に対し、何らかの
変状等をきたした場合、若しくは事故
等が発生した場合に、施工業者におい
て対応することが非常に困難である。
②夜間施工時において機電停止を行い
作業を行うが、実質的に施工業者にお
いて機電停止作業を行うことが不可能
である。更に、安全保安上の対策等を
総合的に講ずる必要がある。　以上の
ことから、本工事の履行にあたって必
要な知識・経験・技術力を十分に有し
ており、的確で円滑に工事を遂行する
ためには、当該鉄道管理者である九州
旅客鉄道（株）が唯一の契約相手と判
断するものである。（会計法第29条の3
第4項）

その他

13860 九州旅客鉄道（株）
日豊本線直川・川原木信号
場間２１３ｋ４６０ｍ付近
久留須橋側

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年8月24日 80,719,000

　本工事は鉄道線に架かる一般国道の
工事である。施工にあたっては鉄道軌
道上での施工となり、施工中は常に鉄
道運行に際し、重要な支障がない様、
安全かつ正確な施工が求められる。し
かし、①万が一軌道に対し、何らかの
変状等をきたした場合、若しくは事故
等が発生した場合に、施工業者におい
て対応することが非常に困難である。
②夜間施工時において機電停止を行い
作業を行うが、実質的に施工業者にお
いて機電停止作業を行うことが不可能
である。更に、安全保安上の対策等を
総合的に講ずる必要がある。　以上の
ことから、本工事の履行にあたって必
要な知識・経験・技術力を十分に有し
ており、的確で円滑に工事を遂行する
ためには、当該鉄道管理者である九州
旅客鉄道（株）が唯一の契約相手と判
断するものである。（会計法第29条の3
第4項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13861 九州旅客鉄道（株）
後藤寺線新飯塚・上三緒間
排水路設置工事

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年9月14日 31,127,000

　本工事は鉄道線に架かる一般国道の
工事である。施工にあたっては鉄道軌
道上での施工となり、施工中は常に鉄
道運行に際し、重要な支障がない様、
安全かつ正確な施工が求められる。し
かし、①万が一軌道に対し、何らかの
変状等をきたした場合、若しくは事故
等が発生した場合に、施工業者におい
て対応することが非常に困難である。
②夜間施工時において機電停止を行い
作業を行うが、実質的に施工業者にお
いて機電停止作業を行うことが不可能
である。更に、安全保安上の対策等を
総合的に講ずる必要がある。　以上の
ことから、本工事の履行にあたって必
要な知識・経験・技術力を十分に有し
ており、的確で円滑に工事を遂行する
ためには、当該鉄道管理者である九州
旅客鉄道（株）が唯一の契約相手と判
断するものである。（会計法第29条の3
第4項）

その他

13862 九州旅客鉄道（株） 万寿架道橋の施行

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成18年2月10日 79,873,000

　本工事は鉄道線に架かる一般国道の
工事である。施工にあたっては鉄道軌
道上での施工となり、施工中は常に鉄
道運行に際し、重要な支障がない様、
安全かつ正確な施工が求められる。し
かし、①万が一軌道に対し、何らかの
変状等をきたした場合、若しくは事故
等が発生した場合に、施工業者におい
て対応することが非常に困難である。
②夜間施工時において機電停止を行い
作業を行うが、実質的に施工業者にお
いて機電停止作業を行うことが不可能
である。更に、安全保安上の対策等を
総合的に講ずる必要がある。　以上の
ことから、本工事の履行にあたって必
要な知識・経験・技術力を十分に有し
ており、的確で円滑に工事を遂行する
ためには、当該鉄道管理者である九州
旅客鉄道（株）が唯一の契約相手と判
断するものである。（会計法第29条の3
第4項）

その他

13863 九州旅客鉄道（株）
筑豊線浦田・新飯塚間立岩
大橋側道橋新設工事

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成18年2月27日 19,149,000

　本工事は鉄道線に架かる一般国道の
工事である。施工にあたっては鉄道軌
道上での施工となり、施工中は常に鉄
道運行に際し、重要な支障がない様、
安全かつ正確な施工が求められる。し
かし、①万が一軌道に対し、何らかの
変状等をきたした場合、若しくは事故
等が発生した場合に、施工業者におい
て対応することが非常に困難である。
②夜間施工時において機電停止を行い
作業を行うが、実質的に施工業者にお
いて機電停止作業を行うことが不可能
である。更に、安全保安上の対策等を
総合的に講ずる必要がある。　以上の
ことから、本工事の履行にあたって必
要な知識・経験・技術力を十分に有し
ており、的確で円滑に工事を遂行する
ためには、当該鉄道管理者である九州
旅客鉄道（株）が唯一の契約相手と判
断するものである。（会計法第29条の3
第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13864 九州旅客鉄道（株）
豊肥本線熊本・平成間第一
白川橋梁改築工事の負担金

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月1日 1,122,000,000

　本工事は鉄道線に架かる一般国道の
工事である。施工にあたっては鉄道軌
道上での施工となり、施工中は常に鉄
道運行に際し、重要な支障がない様、
安全かつ正確な施工が求められる。し
かし、①万が一軌道に対し、何らかの
変状等をきたした場合、若しくは事故
等が発生した場合に、施工業者におい
て対応することが非常に困難である。
②夜間施工時において機電停止を行い
作業を行うが、実質的に施工業者にお
いて機電停止作業を行うことが不可能
である。更に、安全保安上の対策等を
総合的に講ずる必要がある。　以上の
ことから、本工事の履行にあたって必
要な知識・経験・技術力を十分に有し
ており、的確で円滑に工事を遂行する
ためには、当該鉄道管理者である九州
旅客鉄道（株）が唯一の契約相手と判
断するものである。（会計法第29条の3
第4項）

その他

13865 九州旅客鉄道（株）
豊肥本線　熊本・平成間
２ｋ０８０ｍ付近　十禅寺
跨線橋耐震補

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年7月7日 46,227,264

　本工事は鉄道線に架かる一般国道の
工事である。施工にあたっては鉄道軌
道上での施工となり、施工中は常に鉄
道運行に際し、重要な支障がない様、
安全かつ正確な施工が求められる。し
かし、①万が一軌道に対し、何らかの
変状等をきたした場合、若しくは事故
等が発生した場合に、施工業者におい
て対応することが非常に困難である。
②夜間施工時において機電停止を行い
作業を行うが、実質的に施工業者にお
いて機電停止作業を行うことが不可能
である。更に、安全保安上の対策等を
総合的に講ずる必要がある。　以上の
ことから、本工事の履行にあたって必
要な知識・経験・技術力を十分に有し
ており、的確で円滑に工事を遂行する
ためには、当該鉄道管理者である九州
旅客鉄道（株）が唯一の契約相手と判
断するものである。（会計法第29条の3
第4項）

その他

13866 九州旅客鉄道（株）
佐世保線永尾・三間坂間１
８ｋ６８５付近山内橋補修
工事

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年9月20日 9,180,162

　本工事は鉄道線に架かる一般国道の
工事である。施工にあたっては鉄道軌
道上での施工となり、施工中は常に鉄
道運行に際し、重要な支障がない様、
安全かつ正確な施工が求められる。し
かし、①万が一軌道に対し、何らかの
変状等をきたした場合、若しくは事故
等が発生した場合に、施工業者におい
て対応することが非常に困難である。
②夜間施工時において機電停止を行い
作業を行うが、実質的に施工業者にお
いて機電停止作業を行うことが不可能
である。更に、安全保安上の対策等を
総合的に講ずる必要がある。　以上の
ことから、本工事の履行にあたって必
要な知識・経験・技術力を十分に有し
ており、的確で円滑に工事を遂行する
ためには、当該鉄道管理者である九州
旅客鉄道（株）が唯一の契約相手と判
断するものである。（会計法第29条の3
第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13867 九州旅客鉄道（株）
日田彦山線採銅所・香春間
２１ｋ８８０ｍ付近鏡山跨
線橋落橋防止

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年12月19日 29,049,000

　本工事は鉄道線に架かる一般国道の
工事である。施工にあたっては鉄道軌
道上での施工となり、施工中は常に鉄
道運行に際し、重要な支障がない様、
安全かつ正確な施工が求められる。し
かし、①万が一軌道に対し、何らかの
変状等をきたした場合、若しくは事故
等が発生した場合に、施工業者におい
て対応することが非常に困難である。
②夜間施工時において機電停止を行い
作業を行うが、実質的に施工業者にお
いて機電停止作業を行うことが不可能
である。更に、安全保安上の対策等を
総合的に講ずる必要がある。　以上の
ことから、本工事の履行にあたって必
要な知識・経験・技術力を十分に有し
ており、的確で円滑に工事を遂行する
ためには、当該鉄道管理者である九州
旅客鉄道（株）が唯一の契約相手と判
断するものである。（会計法第29条の3
第4項）

その他

13868 九州旅客鉄道（株
日豊本線椎田・豊前松江間
４０ｋ３００ｍ付近一般国
道１０号松江

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年9月26日 106,241,000

　本工事は鉄道線に架かる一般国道の
工事である。施工にあたっては鉄道軌
道上での施工となり、施工中は常に鉄
道運行に際し、重要な支障がない様、
安全かつ正確な施工が求められる。し
かし、①万が一軌道に対し、何らかの
変状等をきたした場合、若しくは事故
等が発生した場合に、施工業者におい
て対応することが非常に困難である。
②夜間施工時において機電停止を行い
作業を行うが、実質的に施工業者にお
いて機電停止作業を行うことが不可能
である。更に、安全保安上の対策等を
総合的に講ずる必要がある。　以上の
ことから、本工事の履行にあたって必
要な知識・経験・技術力を十分に有し
ており、的確で円滑に工事を遂行する
ためには、当該鉄道管理者である九州
旅客鉄道（株）が唯一の契約相手と判
断するものである。（会計法第29条の3
第4項）

その他

13869 熊本電気鉄道（株）
一般国道３号熊本北バイパ
ス須屋地区改良工事に伴う
情報ボックス

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年11月7日 23,062,200

　本工事は鉄道線に架かる一般国道の
工事である。施工にあたっては鉄道軌
道上での施工となり、施工中は常に鉄
道運行に際し、重要な支障がない様、
安全かつ正確な施工が求められる。し
かし、①万が一軌道に対し、何らかの
変状等をきたした場合、若しくは事故
等が発生した場合に、施工業者におい
て対応することが非常に困難である。
②夜間施工時において機電停止を行い
作業を行うが、実質的に施工業者にお
いて機電停止作業を行うことが不可能
である。更に、安全保安上の対策等を
総合的に講ずる必要がある。　以上の
ことから、本工事の履行にあたって必
要な知識・経験・技術力を十分に有し
ており、的確で円滑に工事を遂行する
ためには、当該鉄道管理者である熊本
電気鉄道（株）が唯一の契約相手と判
断するものである。（会計法第29条の3
第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13870 熊本電気鉄道（株）
一般国道３号熊本北バイパ
ス須屋地区改良工事に伴う
踏切移設工事

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成18年1月23日 22,790,040

　本工事は鉄道線に架かる一般国道の
工事である。施工にあたっては鉄道軌
道上での施工となり、施工中は常に鉄
道運行に際し、重要な支障がない様、
安全かつ正確な施工が求められる。し
かし、①万が一軌道に対し、何らかの
変状等をきたした場合、若しくは事故
等が発生した場合に、施工業者におい
て対応することが非常に困難である。
②夜間施工時において機電停止を行い
作業を行うが、実質的に施工業者にお
いて機電停止作業を行うことが不可能
である。更に、安全保安上の対策等を
総合的に講ずる必要がある。　以上の
ことから、本工事の履行にあたって必
要な知識・経験・技術力を十分に有し
ており、的確で円滑に工事を遂行する
ためには、当該鉄道管理者である熊本
電気鉄道（株）が唯一の契約相手と判
断するものである。（会計法第29条の3
第4項）

その他

13871 西日本鉄道（株）
一般国道２０２号福岡外環
状道路と西鉄天神大牟田線
との立体交差

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月14日 398,715,410

　本工事は鉄道線に架かる一般国道の
工事である。施工にあたっては鉄道軌
道上での施工となり、施工中は常に鉄
道運行に際し、重要な支障がない様、
安全かつ正確な施工が求められる。し
かし、①万が一軌道に対し、何らかの
変状等をきたした場合、若しくは事故
等が発生した場合に、施工業者におい
て対応することが非常に困難である。
②夜間施工時において機電停止を行い
作業を行うが、実質的に施工業者にお
いて機電停止作業を行うことが不可能
である。更に、安全保安上の対策等を
総合的に講ずる必要がある。　以上の
ことから、本工事の履行にあたって必
要な知識・経験・技術力を十分に有し
ており、的確で円滑に工事を遂行する
ためには、当該鉄道管理者である西日
本鉄道（株）が唯一の契約相手と判断
するものである。（会計法第29条の3第
4項）

その他

13872 筑豊電気鉄道（株）
筑豊電気鉄道線感田駅～筑
豊直方間尺岳川橋梁付近の
護岸外工事

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年10月18日 48,190,000

　本工事は鉄道線に架かる一般国道の
工事である。施工にあたっては鉄道軌
道上での施工となり、施工中は常に鉄
道運行に際し、重要な支障がない様、
安全かつ正確な施工が求められる。し
かし、①万が一軌道に対し、何らかの
変状等をきたした場合、若しくは事故
等が発生した場合に、施工業者におい
て対応することが非常に困難である。
②夜間施工時において機電停止を行い
作業を行うが、実質的に施工業者にお
いて機電停止作業を行うことが不可能
である。更に、安全保安上の対策等を
総合的に講ずる必要がある。　以上の
ことから、本工事の履行にあたって必
要な知識・経験・技術力を十分に有し
ており、的確で円滑に工事を遂行する
ためには、当該鉄道管理者である筑豊
電気鉄道（株）が唯一の契約相手と判
断するものである。（会計法第29条の3
第4項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13873 熊本県知事
沖新道路（海路口・小島
線）付替工事の負担金

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年12月26日 77,000,000

当該工事を施工するにあたって施設管
理者と協議した結果、施設管理者にお
いて施工することとなり必要経費を負
担金として支払うものである。（会計
法第29条の3第4項）

その他

13874
契約担当官　九州地
方整備局長

矢部川改修附帯立石樋門新
設工事

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年11月7日 75,312,300

当該工事を施工するにあたって施設管
理者と協議した結果、施設管理者にお
いて施工することとなり必要経費を負
担金として支払うものである。（会計
法第29条の3第4項）

その他

13875
契約担当官　九州地
方整備局長

一般国道２１０号川崎橋架
替工事の負担金

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年4月8日 1,661,210

当該工事を施工するにあたって施設管
理者と協議した結果、施設管理者にお
いて施工することとなり必要経費を負
担金として支払うものである。（会計
法第29条の3第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13876 佐賀県知事
主要地方道伊万里畑川内厳
木線川西橋架替工事の負担
金

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年8月22日 17,363,000

当該工事を施工するにあたって施設管
理者と協議した結果、施設管理者にお
いて施工することとなり必要経費を負
担金として支払うものである。（会計
法第29条の3第4項）

その他

13877 佐賀県知事
付替国道３２３号新設下流
受託合併工事の負担金

宮田　年耕
九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東２
－１０－７

平成17年8月10日 639,391,450

当該工事を施工するにあたって施設管
理者と協議した結果、施設管理者にお
いて施工することとなり必要経費を負
担金として支払うものである。（会計
法第29条の3第4項）

その他

13878 枕崎市長
一般国道２２５号枕崎市町
頭～東鹿篭地先の管理委託

遠藤　和重
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島市浜町２－５

平成17年6月3日 1,431,343

平成１２年３月７日付け、枕崎市長を
相手方とし調印されている「手づくり
さつま路計画」覚書きに基づき平成１
７年度枕崎市内の道路管理について協
定を交わし一般国道２２５号枕崎市町
頭～東鹿篭地先の管理の一部を委託す
るため。（会計法第29条の3第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
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随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13879 久留米市長
東町横断歩道橋エレベー
ター塔管理委託

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島3丁目24
－10

平成17年4月1日 3,162,600

本業務の対象施設は市の要望を受けて
設置したところであり、その維持管理
については、平成14年度に市と管理区
分及び費用の負担に関し覚書を交わし
ている。この協議内容に基づき、国の
費用負担のもとで市が管理を行う部分
について、市と委託契約を締結したも
のである。（会計法第29条の3第4項）

その他

13880 二丈町長
「二丈パーキング」管理業
務

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島3丁目24
－10

平成17年4月1日 4,202,200

本業務の対象施設は町の要望を受けて
設置したところであり、その維持管理
については、平成５年度に町と管理区
分及び費用の負担に関し覚書を交わし
ている。この協議内容に基づき、国の
費用負担のもとで町が管理を行う部分
について、町と委託契約を締結したも
のである。（会計法第29条の3第4項）

その他

13881 北九州市長
黒崎東横断歩道橋エレベー
タ管理委託

寺本　直孝
九州地方整備局北九州国
道事務所
北九州市小倉南区春ヶ丘
10－10

平成17年4月1日 2,721,600

本業務は一般国道３号に設置した黒崎
東横断歩道橋のエレベータ施設の構造
の保全及び利用者の安全を図ることを
目的としている。当エレベータを設置
している黒崎駅前地区については、北
九州市による交通バリアフリー構想・
計画に基づき整備されており、駅前広
場、各地区へ通じるエスカレータ、北
九州市が設置したエレベータ等を含め
切れ目のない一体としての維持・管理
が必要となる。当エレベータについて
も上記地区での動線の一端として機能
することが不可欠であり、管理水準の
均衡を図るためにも他設備と同じ管理
者である北九州市で維持・管理する必
要がある。さらに、当事務所で設置し
たエレベータと北九州市が設置したエ
レベータをそれぞれ管理することに比
べ２機を北九州市において一元管理す
ることで、維持・管理費用が低廉とな
り、当事務所としての負担も軽減でき
る。以上のことから、本業務の遂行に
あたっては、北九州市以外にない。こ
のため本業務は、会計法第２９条の３
第４項及び予算決算及び会計令１０２
条の４第３号により北九州市と随意契
約を締結するものである。（会計法第
29条の3第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの
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契約担当官等の氏名並び
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（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13882 長崎市長
桜町歩道橋エレベーター塔
管理委託

齋藤　清志
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町316－1

平成17年4月1日 2,898,000

桜町歩道橋は長崎市の市役所前交差点
に位置し、多くの市役所利用者が通行
するため、計画段階から長崎市と協議
しながら事業を進めた。その結果、市
道を跨いで勝山町と桜町を、また国道
３４号を跨ぎ市役所の本館側と別館側
を結ぶとともに、市役所本館及び別館
の２階フロアへも直接乗り入れ可能な
構造となった。また、併せてエレベー
タを設置する事となり、その維持管理
等について、保守管理費用は国土交通
省が負担し長崎市に委託すること、運
行に必要な電気代の負担と、緊急時の
対応については長崎市で行うことと
なった。このような状況を踏まえ、長
崎河川国道事務所長と長崎市長とで
「桜町歩道橋の管理に関する覚書」を
締結した。本委託契約は、その覚書に
基づき長崎市と随意契約を締結するも
のである。（会計法第29条の3第4項）

その他

13883
（特）ＮＰＯ博多ま
ちづくり理事長

平成１７年度「お外に出よ
うプロジェクトｉｎ美野
島」社会実験実施業務

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島3丁目24
－10

平成17年10月7日 5,500,000

国土交通省道路局では、平成１７年度社会実験実
施地域の公募を行い、『特定営利活動法人　ＮＰ
Ｏ博多まちづくり』が申請した『お外に出ようプ
ロジェクトin美野島』を、平成１７年７月　１５
日に社会実験として着手する地域に選定した。福
岡市博多区の美野島通りは幅員６ｍの歩道のない
道にもかかわらず車は対面通行で、通学や買物な
どの歩行者や自動車利用者には極めて危険な状態
になっている。これは美野島商店街への人々の足
を遠ざけている大きな要因にもなっており、安
心・安全・快適な、地域コミュニティ空間として
の道再生が当該地域における緊急の課題となって
いる。本業務は、美野島通りやそれと交差する橋
通りにおいて、一方通行や歩行者天国を行い、一
体的に道端カフェ・道デザイン・空き店舗活用フ
リーマーケット等を開催した後、その結果を分
析・評価して、今後、地域が主体となったまちづ
くりを継続的に行うための仕組みづくりや意思決
定機関の設置の検証を行うものである。これによ
り、美野島通りが安心・安全・快適な地域コミュ
ニティ空間として再生し、併せて魅力ある地域と
して活性化することで、都心のまちづくりと発展
に寄与するものと考える。　ＮＰＯ博多まちづく
りは、「博多で暮らし働き交流する人々に対し
て、『博多まちづくり憲章』を羅針盤とした、よ
りよい都市環境づくりに関する事業を行い、もっ
て社会全体の利益の増進と博多の継承・発展に寄
与すること」を目的として設立された特定非営利
活動法人であり、過年度にも博多部社会実験の実
績がある。そもそも今年度の社会実験「お外に出
ようﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄin美野島」は、事務局を務めている
ＮＰＯ博多まちづくりから国土交通省社会実験の
公募申請を行った団体であると同時に、同ＮＰＯ
は美野島地区を含めた博多地域の現在の状況、地
域内のまちづくりにおける課題に熟知しているこ
とから、今年度美野島地区の社会実験を実施して
今後、美野島を含めた博多部が自立的に発展して
いくうえでの指針づくりができることが可能な唯
一の団体であると考えられる。（会計法第29条の3
第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの
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13884
本州四国連絡橋公団 平成１７年度関門海峡道路

他２件橋梁技術検討委託

寺地　守
九州地方整備局九州幹線
道路調査事務所
福岡市東区千早2丁目2番
43号

平成17年7月28日 68,000,000

　本業務は、技術的観点から長大橋の
建設に関する未知の基準類等の設定に
必要な検討を行うものであり、その遂
行には高度な技術力、解析力の他、長
大橋梁の建設主体としての基準の策
定、運用等の実績、経験が不可欠であ
るとともに、海外事例を含めて、新た
なノウハウの構築や検討手法のあり方
など、発注者がもつ技術を超越した能
力が必要である。
　本州四国連絡高速道路株式会社は、
自ら建設主体の立場として、長大橋の
建設に係る理論及び技術の体系化を図
るとともに、新たな基準を設定すると
いう実績を有し、かつ建設主体として
それらの基準の運用にも携わっている
唯一の団体である。また、現在、海外
の橋梁建設において、技術協力を行っ
ている。
　したがって、本業務の遂行に当たっ
ては、発注者側が有する技術基準内で
実施するという請負業務ではなく、検
討方法を含めて受託者側が企画立案の
上実施する（したがって受託者側の責
任に負う部分が大きい）委託契約とす
る必要がある。（会計法第29条の3第4
項）

その他

13885
中央地区商店街振興
組合連合会

平成１７年度天文館中央地
区アメニティ空間づくり社
会実験実施業

遠藤　和重
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島市浜町２－５

平成17年10月7日 7,000,000

国土交通省道路局では、新たな施策の
展開や円滑な事業執行のため社会に大
きな影響を与える可能性のある施策の
導入に先立ち、市民等の参加のもと、
場所や期間を限定して施策を試行・評
価する「社会実験」を平成１１年度よ
り推進している。平成１７年度は、実
験の実施テーマとして「くらしのみち
ゾーン・トランジットモール等の社会
実験」、「オープンカフェ等地域主体
の道活用に関する社会実験」２テーマ
により募集を行ったところ、鹿児島国
道事務所管内では、中央地区商店街振
興組合連合会が主体となり計画された
「天文館中央地区アメニティ空間づく
り社会実験」が申請され平成１７年７
月５日選定されたため。（会計法第29
条の3第4項）

その他

13886
（特）さが市民活動
サポ－トセンタ－

ほげ（小路）を主体とした
空間づくり社会実験業務委
託費

岩屋 信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町5－10

平成17年9月20日 5,000,000

　国土交通省道路局では、平成17年度
社会実験の実施テーマとして、「くら
しのみちゾーン･トランジットモール等
の社会実験」、「オープンカフェ等地
域主体の道活用に関する社会実験」の
２テーマに対応する公募を行い、『特
定非営利活動法人　さが市民活動サ
ポートセンター』が申請した『ほげ(小
路)を主体とした空間づくり社会実験』
を、平成１７年８月５日に社会実験と
して着手する地域に選定した。（会計
法第29条の3第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの
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13887
国立大学法人　佐賀
大学

有明海浚渫土の道路盛土材
料としての有効利用に関す
る研究委託費

岩屋 信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町5－10

平成18年1月4日 9,975,000

本事業が実施される地域は典型的な低
平地であり、その地盤には我が国でも
指折の鋭敏かつ超軟弱な有明粘土が厚
く堆積している。このため、軟弱地盤
対策として選択される工法･技術が、事
業の成否に大きく影響することは避け
られない。さらには、主要地方道路と
のインターチェンジ接続および生活道
路との立体交差等を確保するために、
高架構造や高盛土が相当区間にわたっ
て必要である。しかし、地形的に切土
や掘削等に伴う現地発生がほとんどな
い路線であるために、盛土の路体材料
等を基本的に全て外部から調達しなけ
ればならない。すなわち、本事業を推
進するためには、軟弱地盤対策として
の基礎工法･技術を検討するとともに、
その地盤への負荷をより軽減でき、経
済的にも、かつ地域にとっても効果的
な盛土の材料と工法を開発･確保するこ
とも極めて重要な課題である。現在、
有明海沿岸海域においては、漁港･航路
および河川の河口堰周辺等に多量の浮
泥･底泥が堆積し障害となっているた
め、その除去が大きな問題となってい
る。ここに提案する受託･共同研究の目
的は、堆積している問題域の浮泥･底泥
を浚渫し、沿岸道路の盛土材料として
有効に利用するための処理方法、なら
びに具体的な盛土の施工方法等を研究
開発することである。この研究は、低
平地研究センターが中心となって民間
企業を含む共同研究体（コンソーシア
ム）を組織し、佐賀国道事務所からの
受託･共同研究として実施する。（会計
法第29条の3第4項）

その他

13888 嘉島町長
嘉島町管内堤防等周辺美化
委託

安藤　淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本市西原1丁目12－1

平成17年6月16日 3,179,660

本委託は、嘉島町管内河川堤防の安全
確保と環境保全のため、堤防の除草及
び周辺美化を行い、災害の防止及び適
正な河川空間を創出することを目的と
するものである。上記内容を円滑かつ
的確に遂行するためには、堤防除草を
適正に履行できるだけでなく、併せて
周辺美化において、地域住民の河川愛
護意識の高揚、河川美化の自主的活動
の啓発、推進に努めることや官民の連
携・協働した河川管理体制が不可欠で
ある。そのためには、関係機関、住民
団体等との円滑な連絡調整が必要であ
り、かつ公平性、中立性が強く求めら
れる。以上のことから、本委託を円滑
かつ的確に遂行するためには、当該管
内の地元自治体であり、地域住民、住
民団体等と公平・中立な立場で連携
し、住民参加のネットワークを構築で
きる嘉島町が唯一の契約相手である。
（会計法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの
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13889 日田市長
松原ダム資料館管理・運営
業務

石丸　昭久
九州地方整備局筑後川ダ
ム統合管理事務所
久留米市高野１丁目２－
２

平成17年4月1日 1,176,000

地元のコミュニティ施設という目的で
設立しており、相手はおのずから日田
市となる（管理協定有り）。また、
土・日のみの開館であり、地元対応の
公的広場として、利益は求めないもの
である。（会計法第29条の3第4項）

その他

13890 日田市長
下筌ダム資料館管理・運営
業務

石丸　昭久
九州地方整備局筑後川ダ
ム統合管理事務所
久留米市高野１丁目２－
２

平成17年4月1日 1,176,000

地元のコミュニティ施設という目的で
設立しており、相手はおのずから日田
市となる（管理協定有り）。また、
土・日のみの開館であり、地元対応の
公的広場として、利益は求めないもの
である。（会計法第29条の3第4項）

その他

13891
日本大学理工学部理
工学研究所　所長

ＣＶＭによるアザメの瀬の
経済価値評価に関する研究

是沢 毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
山鹿市山鹿１７８

平成17年4月18日 1,200,000

武雄河川事務所が管轄する松浦川右岸
15k800において、「自然再生事業」を
行っており、本事業のなかで、現地盤
を掘り下げ、湿地的環境の復元を行
い、多種多様な生物の良好な生息環境
を再生すべく進めているところであ
り、自然再生事業に対する価値観を評
価することが必要になってきている。
事業実施にあたっては、事業評価を明
確に行うことが重要となっており、あ
らゆる点から事業実施に伴う事業効果
の把握を行う方針であり、そのため一
般住民を対象としたアンケート調査を
実施し、人々が自然環境に対して抱い
ている価値観の大きさを金額で表すこ
とが出来るＣＶＭ（仮想評価法）を用
いた経済価値評価について研究を進め
る必要がある。このため、日本大学に
その研究委託を行うものである。（会
計法第29条の3第4項）

見直しの余地があり 　

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

その他（競争入札若しくは企
画競争に移行）



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13892 菊池市長
竜門ダム周辺施設管理（そ
の２）業務

是沢 毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
山鹿市山鹿１７８

平成17年8月1日 4,966,500

　本委託は、ダム周辺の安全確保と環
境保全のために行う除草及び周辺美化
について、周辺住民が行う除草・美化
を支援し組織化が可能なのは、周辺住
民との協力体制を構築している地元自
治体しかなく、唯一の契約相手となる
ため。（会計法第29条の3第4項）

その他

13893 山鹿市長
山鹿市鹿本町管内堤防等周
辺美化委託

是沢 毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
山鹿市山鹿１７８

平成17年4月20日 5,885,079

　本委託は、河川堤防の安全確保と環
境保全のために行う堤防の除草及び周
辺の美化について、河川沿川の周辺住
民が行う除草・美化を支援し組織化が
可能なのは、周辺住民との協力体制を
構築している地元自治体しかなく、唯
一の契約相手となるため。（会計法第
29条の3第4項）

その他

13894 菊池市長
菊池市管内堤防等周辺美化
委託

是沢 毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
山鹿市山鹿１７８

平成17年4月18日 17,143,997

　本委託は、河川堤防の安全確保と環
境保全のために行う堤防の除草及び周
辺の美化について、河川沿川の周辺住
民が行う除草・美化を支援し組織化が
可能なのは、周辺住民との協力体制を
構築している地元自治体しかなく、唯
一の契約相手となるため。（会計法第
29条の3第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13895 菊池市長 竜門ダム周辺施設管理業務

是沢 毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
山鹿市山鹿１７８

平成17年4月1日 2,541,000

　本委託は、ダム周辺の安全確保と環
境保全のために行う除草及び周辺美化
について、周辺住民が行う除草・美化
を支援し組織化が可能なのは、周辺住
民との協力体制を構築している地元自
治体しかなく、唯一の契約相手となる
ため。（会計法第29条の3第4項）

その他

13896 日田市長
津江導水路還元施設保守点
検委託

是沢 毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
山鹿市山鹿１７８

平成17年4月1日 18,196,500

本委託は、別途市町村管理施設と本河
川管理施設との適正な管理を行うこと
が必要であり、お互いの施設が隣接
し、一体として管理することが 善な
ため。（会計法第29条の3第4項）

その他

13897
国立大学法人　京都
大学

高精度傾斜計・伸縮計記録
を用いた桜島火山の噴火予
測の研究

長井 義樹
九州地方整備局大隅河川
国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新
富１０１３－１

平成17年7月8日 76,440,000

現在、桜島のハルタ山で観測したデー
タを基に研究中の噴火予知システムに
新たに新設した有村観測坑観測データ
を加え噴火予知システムの向上を目的
にシステム改良を実施。桜島の噴火予
知システムの研究先が契約相手先とし
て唯一であるため。（会計法第29条の3
第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13898
国立大学法人　京都
大学

桜島火山の噴火予測のため
の高精度傾斜計・伸縮計の
研究開発

長井 義樹
九州地方整備局大隅河川
国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新
富１０１３－１

平成18年3月10日 216,489,000
現在桜島で観測中の機器と同様であ
り、他に設置・管理出来る相手がいな
いため。（会計法第29条の3第4項）

その他

13899 球磨村長
球磨地区堤防等周辺美化委
託

東出　成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町1丁目708－
2

平成17年6月13日 3,328,500

　本委託は、河川堤防の安全確保と環
境保全のため、堤防等の除草及び周辺
美化を行い、災害の発生の防止及び適
正な河川空間を創出することを目的と
する。　平成７年３月の河川審議会答
申で、「河川環境の形成は、河川管理
者だけの取り組みでは限界があり、地
域住民、地域に密着した総合行政を担
う地方公共団体及び関連する他行政が
緊密な連携・協調を図って取り組むべ
き」と提言され、また、河川法第９９
条では、「地方公共団体への委託」と
して、堤防除草等の河川の維持を自治
体に委託できることを明示している。
これらを総合的に判断し、地域の河川
愛護意識の普及、増進、堤防周辺の美
化活動への住民参加の推進に寄与する
ことを目的として、工事中の安全、施
工管理体制が確保できると判断した球
磨村と委託契約を締結するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

13900 人吉市長
人吉地区堤防等周辺美化委
託

東出　成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町1丁目708－
2

平成17年6月13日 5,922,000

　本委託は、河川堤防の安全確保と環
境保全のため、堤防等の除草及び周辺
美化を行い、災害の発生の防止及び適
正な河川空間を創出することを目的と
する。　平成７年３月の河川審議会答
申で、「河川環境の形成は、河川管理
者だけの取り組みでは限界があり、地
域住民、地域に密着した総合行政を担
う地方公共団体及び関連する他行政が
緊密な連携・協調を図って取り組むべ
き」と提言され、また、河川法第９９
条では、「地方公共団体への委託」と
して、堤防除草等の河川の維持を自治
体に委託できることを明示している。
これらを総合的に判断し、地域の河川
愛護意識の普及、増進、堤防周辺の美
化活動への住民参加の推進に寄与する
ことを目的として、工事中の安全、施
工管理体制が確保できると判断した人
吉市と委託契約を締結するものであ
る。会計法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13901 諫早市長
本明川ダム周辺地域振興計
画検討業務

齋藤　清志
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町316－1

平成17年11月11日 10,000,000

本業務は、水源地域の振興を達成する
ための原案を作成するためのものであ
り、①整備計画を作成する段階におい
て市町村の積極的な参加を図り、総合
的な再建計画を作成することが重要で
ある。②諫早市における関連諸施設間
の整合性をとり既存施設の利活用の推
進を図りつつ総合的な地域振興を進め
るものである。よって、本業務には地
元に精通しダム専門の窓口があり、推
進体制が整備されている諫早市に委託
するものである。（会計法第29条の3第
4項）

その他

13902
国立大学法人　九州
工業大学

河川改修事業における橋
梁・河川空間の統合的デザ
インに関する研

松木 洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
直方市溝掘1丁目1番1号

平成17年11月1日 4,000,000

本業務は橋梁を含めた景観設計であ
る。景観設計については主に経験が重
要であり、また、地域住民との合意形
成のあり方についても現場での経験が
重要である。上記大学は九州内におい
て橋梁を含めた景観設計である山国川
河川設計及び杖立温泉地区・耶馬渓温
泉地区等の景観設計を実施しており、
さらに遠賀川流域内においても堀川再
生プロジェクト、洞海湾調査及び長崎
街道を活かした地域再構築等数多くの
実績を有しており遠賀川流域に精通し
ている。地域住民との合意形成におい
て同様の設計経験を有し、実績が豊富
で流域に精通している九州工業大学が
今回の業務を も効率的、効果的に遂
行できる唯一の相手と思われる。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13903
国立大学法人　九州
大学

河川改修事業における、
「まちの活性化」に寄与す
る河川空間の整

松木 洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
直方市溝掘1丁目1番1号

平成17年12月2日 4,200,000

本業務は、地域住民等に対して直方市
の中心市街地を貫流する遠賀川河川改
修事業に伴う「川の新たな魅力」や
「まちの活力」等の創出に向けた、地
域の意見等を反映した景観に関するデ
ザインの提案や河川空間の利用等に関
する実行プログラム作成支援等、景観
設計や実行支援プログラム等を取り込
んだ手法であることから経験が重要視
される。また、地域住民との合意形成
のあり方についても現場での経験が重
要である。九州大学は長崎県厳原町の
景観設計（美しいまちづくり推進委員
会）や北九州市大里本町のアーバンデ
ザイン計画の作成など数多くの景観設
計実行支援プログラム等の作成など豊
富な経験を有しているため、本業務を

も効率的、効果的に遂行できる唯一
の相手と思われる。（会計法第29条の3
第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13904 脊振村長
脊振村水源地域意見収集調
査業務

森川 幹夫
九州地方整備局佐賀河川
総合開発工事事務所
佐賀市日の出1丁目751番
地

平成17年12月20日 25,000,000

城原川ダム水没地域の民意把握のた
め、中立的立場にある地元行政にて機
密の保持を確実に行うため、背振村へ
の委託をするものである。（会計法第
29条の3第4項）

その他

13905 さつま町長
さつま町ジョイフル川内川
委託

矢野　日出東
九州地方整備局川内川河
川事務所
薩摩川内市東大小路町２
０ー２

平成17年7月1日 2,278,500

　本件実施にあたっては、契約の適正
な履行はもちろん、河川愛護意識の高
揚、地域住民参加による美化活動の普
及・促進を目指すため、主体となって
活動することが求められ、そのために
は、地域を熟知し、地域住民等との連
携が図れる必要がある。このような業
務を請け負えるものは、当該地域の地
方自治体に限られる。（会計法第29条
の3第4項）

その他

13906
国立大学法人　九州
大学

気候変動が長期水需給計画
に及ぼす影響に関する検討
委託

井山 聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
久留米市高野１－２－１

平成17年12月20日 1,974,000

日本では長期水需給計画において、将
来の気候変動をこの計画に反映された
事例はない。一方米国カリフォルニア
州においては、気候変動を長期水需給
計画に取り入れようと現在計画を策定
中である。本業務ではカリフォルニア
州で計画中の気候変動のインパクトを
反映させる方向性を解明させること
で、筑後川水系長期水需給計画作成に
向けその活用の可能性を探るものであ
る。このため、①筑後川水系における
水資源開発に精通していること②専門
分野「水資源工学及び地下水工学」で
あること③水資源に関連する様々な研
究をされていることなど、当該検討を
実施する上では十分な知識と経験をも
ちあわせているものと判断される。こ
れらのことから、 も効率的・効果的
に遂行できる唯一の相手と判断され
る。よって、国立大学法人九州大学と
委託契約を行うものである。（会計法
第29条の3第4項）

その他

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの

随意契約によらざるを得ない
もの

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13907 甘木市長
甘木市佐田川上流地区堤防
等周辺美化委託

井山 聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
久留米市高野１－２－１

平成17年4月5日 3,719,445
地方公共団体で公益性が高い。地域住
民と永い河川愛護活動実績がある。
（会計法第29条の3第4項）

その他

13908
（特）筑後川流域連
携倶楽部

平成１７年度全国都市再生
モデル調査「筑後川まるご
と博物館を核とした、流域
の”知的インフラ”形成」
調査

井山 聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
久留米市高野１－２－１

平成17年10月27日 6,209,000

本業務は、全国都市再生モデル調査と
して（特）筑後川流域連携倶楽部より
応募があり、都市再生本部事務局によ
り選定がなされた調査であるため、
（特）筑後川流域連携倶楽部本業務の
目的を完遂できる唯一の相手方と判断
される。（会計法第29条の3第4項）

その他

13909 富士町長
平成１７年度嘉瀬川ダム建
設に伴う須田地区残土処分
手続き資料作成

桒野　修司
九州地方整備局嘉瀬川ダ
ム工事事務所
佐賀市高木瀬東2－16－
35

平成17年6月1日 8,022,000

嘉瀬川ダム建設に伴う残土処分地の原
形復旧として、富士町営土地改良事業
（ほ場整備）須田地区を行うものであ
り、事業主である富士町へ委託するも
のである。（会計法第29条の3第4項）

その他

１８年度以降において当該事務・
事業の委託等を行わないもの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13910 富士町長
嘉瀬川ダム管内環境保全業
務

桒野　修司
九州地方整備局嘉瀬川ダ
ム工事事務所
佐賀市高木瀬東2－16－
35

平成17年7月26日 11,287,500

本委託は、嘉瀬川ダム建設に伴い取得
した水没内用地の管理、環境保全をす
るため、除草及び周辺美化を行い、適
正な自然空間を創出することを目的と
するものである。上記内容を円滑かつ
的確に遂行するためには、除草を適正
に履行することだけでなく、併せて周
辺美化において、地域の気候や地形条
件等を把握・理解し、更には地域住民
の環境愛護意識の高揚や自主的活動の
啓発、推進に努めることや官民の連
携・協働した管理体制が不可欠であ
る。そのためには、関係機関、住民団
体等との円滑な連絡調整が必要であ
り、かつ公平性、中立性が強く求めら
れる。以上のことから、本委託を円滑
かつ的確に遂行するためには、当該管
内の地元自治体であり、地域住民、住
民団体等と公平・中立な立場で連携
し、住民参加のネットワークを構築で
きる佐賀県富士町が唯一の契約相手で
ある。（会計法第29条の3第4項）

その他

13911 富士町長
平成１７年度嘉瀬川ダム建
設に伴う菖蒲地区残土処分
手続き資料作成

桒野　修司
九州地方整備局嘉瀬川ダ
ム工事事務所
佐賀市高木瀬東2－16－
35

平成17年6月22日 13,850,550

嘉瀬川ダム建設に伴う残土処分地の原
形復旧として、富士町営土地改良事業
（ほ場整備）菖蒲地区を行うものであ
り、事業主である富士町へ委託するも
のである。（会計法第29条の3第4項）

その他

13912 富士町長
平成１７年度嘉瀬川ダム残
土処分業務（第１期）

桒野　修司
九州地方整備局嘉瀬川ダ
ム工事事務所
佐賀市高木瀬東2－16－
35

平成17年5月9日 53,099,100

嘉瀬川ダム建設に伴う残土処分を適正
に処理するにあたり、富士町が事業主
である栗並残土処分場が唯一の残土処
分場であるため富士町と契約するもの
である。（会計法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

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

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13913 富士町長
平成１７年度嘉瀬川ダム残
土処分業務（第２期）

桒野　修司
九州地方整備局嘉瀬川ダ
ム工事事務所
佐賀市高木瀬東2－16－
35

平成17年9月22日 88,560,000

嘉瀬川ダム建設に伴う残土処分を適正
に処理するにあたり、富士町が事業主
である栗並残土処分場が唯一の残土処
分場であるため富士町と契約するもの
である。（会計法第29条の3第4項）

その他

13914 久留米市長
水閘門等操作管理委託　久
留米市

井山 聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
久留米市高野１－２－１

平成17年4月1日 18,576,279

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13915 千代田町長
水閘門等操作管理委託　千
代田町

井山 聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
久留米市高野１－２－１

平成17年4月1日 8,326,577

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13916 鳥栖市長
水閘門等操作管理委託　鳥
栖市

井山 聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
久留米市高野１－２－１

平成17年4月1日 3,202,476

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの
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13917 瀬高町長
水閘門等操作管理委託　瀬
高町

井山 聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
久留米市高野１－２－１

平成17年4月1日 3,136,269

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13918 柳川市長 水閘門等操作管理委託

井山 聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
久留米市高野１－２－１

平成17年4月1日 2,927,937

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13919 みやき町長 水閘門等操作管理委託

井山 聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
久留米市高野１－２－１

平成17年4月1日 2,839,536

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13920 川副町長
水閘門等操作管理委託　川
副町

井山 聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
久留米市高野１－２－１

平成17年4月1日 2,753,100

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの
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13921 大川市長
水閘門等操作管理委託　大
川市

井山 聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
久留米市高野１－２－１

平成17年4月1日 2,619,960

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13922 高田町長 水閘門等操作管理委託

井山 聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
久留米市高野１－２－１

平成17年4月1日 2,431,452

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13923 うきは市長 水閘門操作管理委託

井山 聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
久留米市高野１－２－１

平成17年4月1日 2,373,333

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13924 佐賀県知事
水閘門等操作管理委託　佐
賀県

井山 聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
久留米市高野１－２－１

平成17年4月1日 2,091,802

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの
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13925 諸富町長
水閘門等操作管理委託　諸
富町

井山 聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
久留米市高野１－２－１

平成17年4月1日 1,614,375

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13926 薩摩川内市長
薩摩川内市水閘門等操作管
理委託

矢野　日出東
九州地方整備局川内川河
川事務所
薩摩川内市東大小路町２
０ー２

平成17年4月1日 15,110,540

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13927 湧水町長
湧水町水閘門等操作管理委
託

矢野　日出東
九州地方整備局川内川河
川事務所
薩摩川内市東大小路町２
０ー３

平成17年4月1日 10,775,970

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13928 えびの市長
えびの市水閘門等操作管理
委託

矢野　日出東
九州地方整備局川内川河
川事務所
薩摩川内市東大小路町２
０ー４

平成17年4月1日 9,996,820

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13929 大口市長
大口市水閘門等操作管理委
託

矢野　日出東
九州地方整備局川内川河
川事務所
薩摩川内市東大小路町２
０ー５

平成17年4月1日 4,488,850

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13930 菱刈町長
菱刈町水閘門等操作管理委
託

矢野　日出東
九州地方整備局川内川河
川事務所
薩摩川内市東大小路町２
０ー６

平成17年4月1日 4,094,200

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13931 さつま町長
さつま町水閘門等操作管理
委託

矢野　日出東
九州地方整備局川内川河
川事務所
薩摩川内市東大小路町２
０ー７

平成17年4月1日 1,067,600

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13932 宇土市長
直築樋門外２２件操作管理
委託

安藤　淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本市西原1丁目12－1

平成17年4月1日 4,340,467

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの
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13933 熊本市長
平成１７年度　中無田閘門
操作管理委託

安藤　淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本市西原1丁目12－2

平成17年4月1日 3,997,024

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13934 熊本市長
平成１７年度　中島樋管外
９件操作管理委託

安藤　淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本市西原1丁目12－3

平成17年4月1日 2,520,720

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13935 嘉島町長
犬渕三号排水樋管外１０件
操作管理委託

安藤　淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本市西原1丁目12－4

平成17年4月1日 2,130,565

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13936 御船町長
小坂樋管外９件操作管理委
託

安藤　淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本市西原1丁目12－5

平成17年4月1日 1,807,150

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの
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13937 熊本市長
子飼陸閘外１９件操作管理
委託

安藤　淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本市西原1丁目12－6

平成17年4月1日 1,692,285

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13938 熊本市長
大江第一樋管外７件操作管
理委託

安藤　淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本市西原1丁目12－7

平成17年4月1日 1,529,690

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13939 甲佐町長
田口樋管外５件操作管理委
託

安藤　淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本市西原1丁目12－8

平成17年4月1日 1,254,342

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13940
中間市外二ケ町山田
川水利組合長

花ノ木堰操作委託

松木 洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
直方市溝掘1丁目1番1号

平成17年4月1日 4,006,892

取水施設等と河川管理施設との効用を
兼ねる兼用工作物の操作管理について
は、利水者における適正な取水を実施
と、治水上支障を来さないようにする
ため、地方公共団体等に管理委託して
いるものである。（会計法第29条の3第
4項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所
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数量
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にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
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随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13941 田川市長 糒堰操作管理委託

松木 洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
直方市溝掘1丁目1番1号

平成17年4月1日 3,574,925

取水施設等と河川管理施設との効用を
兼ねる兼用工作物の操作管理について
は、利水者における適正な取水を実施
と、治水上支障を来さないようにする
ため、地方公共団体等に管理委託して
いるものである。（会計法第29条の3第
4項）

その他

13942 糸田町長 岩下堰操作管理委託

松木 洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
直方市溝掘1丁目1番1号

平成17年4月1日 3,347,784

取水施設等と河川管理施設との効用を
兼ねる兼用工作物の操作管理について
は、利水者における適正な取水を実施
と、治水上支障を来さないようにする
ため、地方公共団体等に管理委託して
いるものである。（会計法第29条の3第
4項）

その他

13943 金田町長 高柳堰操作管理委託

松木 洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
直方市溝掘1丁目1番1号

平成17年4月1日 3,320,883

取水施設等と河川管理施設との効用を
兼ねる兼用工作物の操作管理について
は、利水者における適正な取水を実施
と、治水上支障を来さないようにする
ため、地方公共団体等に管理委託して
いるものである。（会計法第29条の3第
4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
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数量

契約担当官等の氏名並び
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称及び所在地

契約を締結した日
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（円）
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13944
直方市、北九州市岡
森用水組合長

岡森堰操作管理委託

松木 洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
直方市溝掘1丁目1番1号

平成17年4月1日 3,304,911

取水施設等と河川管理施設との効用を
兼ねる兼用工作物の操作管理について
は、利水者における適正な取水を実施
と、治水上支障を来さないようにする
ため、地方公共団体等に管理委託して
いるものである。（会計法第29条の3第
4項）

その他

13945 田川市長
糒排水樋管外６１件操作委
託

松木 洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
直方市溝掘1丁目1番1号

平成17年4月1日 11,009,415

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13946 宮若市長
篠振第１排水樋管外５０件
操作委託

松木 洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
直方市溝掘1丁目1番1号

平成17年4月1日 8,764,041

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13947 添田町長
伊原排水樋管外４３件操作
委託

松木 洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
直方市溝掘1丁目1番1号

平成17年4月1日 7,479,457

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの
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13948 直方市長
長田排水樋管外３６件操作
委託

松木 洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
直方市溝掘1丁目1番1号

平成17年4月1日 6,802,505

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13949 北九州市長
洗越第１排水樋管外２７件
操作委託

松木 洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
直方市溝掘1丁目1番1号

平成17年4月1日 5,253,142

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13950 飯塚市長
浄土橋排水樋管外２５件操
作委託

松木 洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
直方市溝掘1丁目1番1号

平成17年4月1日 4,666,470

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13951 稲築町長
山野排水樋門外２５件操作
委託

松木 洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
直方市溝掘1丁目1番1号

平成17年4月1日 3,826,177

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの
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13952 飯塚市長
菰田排水機場外３件操作管
理委託

松木 洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
直方市溝掘1丁目1番1号

平成17年4月1日 3,766,387

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13953 嘉穂町長 貞月樋管外１９件操作委託

松木 洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
直方市溝掘1丁目1番1号

平成17年4月1日 3,750,930

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13954 金田町長
岩渕排水樋管外１９件操作
委託

松木 洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
直方市溝掘1丁目1番1号

平成17年4月1日 3,557,454

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13955 方城町長
迫排水樋管外１６件操作委
託

松木 洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
直方市溝掘1丁目1番1号

平成17年4月1日 2,844,267

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの
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13956 飯塚市長
菰田排水機場外３件操作委
託実操作手当（平成１７年
度４月～１１

松木 洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
直方市溝掘1丁目1番1号

平成17年12月15日 2,619,668

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13957 大任町長
下今任第１排水樋管外１４
件操作委託

松木 洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
直方市溝掘1丁目1番1号

平成17年4月1日 2,537,692

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13958 芦屋町長
芦屋第６号排水樋管外１２
件操作委託

松木 洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
直方市溝掘1丁目1番1号

平成17年4月1日 2,379,525

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13959 糸田町長
大熊排水樋管外１２件操作
委託

松木 洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
直方市溝掘1丁目1番1号

平成17年4月1日 2,204,025

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの
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13960 芦屋町長
芦屋第１陸閘外２３件操作
委託

松木 洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
直方市溝掘1丁目1番1号

平成17年4月1日 2,069,062

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13961 小竹町長
赤地第２排水樋管外１０件
操作委託

松木 洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
直方市溝掘1丁目1番1号

平成17年4月1日 1,948,104

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13962 赤池町長 草場樋門外９件操作委託

松木 洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
直方市溝掘1丁目1番1号

平成17年4月1日 1,936,584

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13963 穂波町長
一本松排水樋管外８件操作
委託

松木 洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
直方市溝掘1丁目1番1号

平成17年4月1日 1,677,945

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの
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13964 遠賀町長
島津排水樋管外９件操作委
託

松木 洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
直方市溝掘1丁目1番1号

平成17年4月1日 1,630,792

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13965 碓井町長
一作排水樋管外７件操作委
託

松木 洋忠
九州地方整備局遠賀川河
川事務所
直方市溝掘1丁目1番1号

平成17年4月1日 1,525,702

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13966 山鹿市長
椿井第１排水樋管外４８件
操作委託業務

是沢 毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
山鹿市山鹿１７８

平成17年4月1日 10,016,859

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13967 菊池市長
東屋敷排水樋管外４１件操
作委託業務

是沢 毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
山鹿市山鹿１７８

平成17年4月1日 8,552,214

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの
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13968 玉名市長
塩永排水樋管外２４件操作
委託業務

是沢 毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
山鹿市山鹿１７８

平成17年4月1日 5,099,287

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13969 植木町長
龍頭排水樋管外２２件操作
委託業務

是沢 毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
山鹿市山鹿１７８

平成17年4月1日 4,455,062

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13970 菊水町長
長小田第１排水樋管外１１
件操作委託業務

是沢 毅
九州地方整備局菊池川河
川事務所
山鹿市山鹿１７８

平成17年4月1日 2,185,723

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13971 諫早市長
水閘門等操作管理委託（梅
崎樋門外８６件）

星隈 順一
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町316－1

平成17年4月1日 9,801,963

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの
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13972 大分市長 津留樋管外９６件操作委託

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市大道１丁目１－７
１

平成17年4月1日 19,856,128

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13973 中津市長
北門第３樋管外３８件操作
委託

中島 修
九州地方整備局山国川河
川事務所
中津市大字高瀬１８５１
－２

平成17年4月1日 5,482,496

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13974 上毛町長
唐原第２樋管外１４件操作
委託

中島 修
九州地方整備局山国川河
川事務所
中津市大字高瀬１８５１
－２

平成17年4月1日 2,737,146

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13975 吉富町長
小犬丸第２樋管外７件操作
委託

中島 修
九州地方整備局山国川河
川事務所
中津市大字高瀬１８５１
－２

平成17年4月1日 1,508,878

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの
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13976 唐津市長
水閘門等操作委託（その１
５）

尾澤　卓思
九州地方整備局武雄河川
事務所
武雄市武雄町大字昭和
745

平成17年4月1日 16,551,966

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13977 多久市長
水閘門等操作委託（その１
１）

尾澤　卓思
九州地方整備局武雄河川
事務所
武雄市武雄町大字昭和
746

平成17年4月1日 5,730,340

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13978 武雄市長
水閘門等操作委託（その
９）

尾澤　卓思
九州地方整備局武雄河川
事務所
武雄市武雄町大字昭和
747

平成17年4月1日 5,176,448

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13979 白石町長
水閘門等操作委託（その
５）

尾澤　卓思
九州地方整備局武雄河川
事務所
武雄市武雄町大字昭和
748

平成17年4月1日 4,980,201

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13980 武雄市長
水閘門等操作委託（その１
０）

尾澤　卓思
九州地方整備局武雄河川
事務所
武雄市武雄町大字昭和
749

平成17年4月1日 4,641,552

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13981 小城市長
水閘門等操作委託（その
６）

尾澤　卓思
九州地方整備局武雄河川
事務所
武雄市武雄町大字昭和
750

平成17年4月1日 4,401,105

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13982 伊万里市長
水閘門等操作委託（その１
６）

尾澤　卓思
九州地方整備局武雄河川
事務所
武雄市武雄町大字昭和
751

平成17年4月1日 3,267,898

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13983 大町町長
水閘門等操作委託（その
８）

尾澤　卓思
九州地方整備局武雄河川
事務所
武雄市武雄町大字昭和
752

平成17年4月1日 1,715,440

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所
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13984 江北町長
水閘門等操作委託（その
７）

尾澤　卓思
九州地方整備局武雄河川
事務所
武雄市武雄町大字昭和
753

平成17年4月1日 1,631,061

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13985 江北町長
水閘門等操作委託（その１
８）

尾澤　卓思
九州地方整備局武雄河川
事務所
武雄市武雄町大字昭和
754

平成17年4月1日 1,557,786

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13986 小城市長
水閘門等操作委託（その１
９）

尾澤　卓思
九州地方整備局武雄河川
事務所
武雄市武雄町大字昭和
755

平成17年4月1日 1,543,533

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13987 佐賀市長
水閘門等操作委託（その
２）

尾澤　卓思
九州地方整備局武雄河川
事務所
武雄市武雄町大字昭和
756

平成17年4月1日 1,100,054

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
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13988 肝付町長 水閘門等操作管理委託

長井 義樹
九州地方整備局大隅河川
国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新
富１０１３－１

平成17年4月1日 6,297,900

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13989 吾平町長 水閘門等操作管理委託

長井 義樹
九州地方整備局大隅河川
国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新
富１０１３－１

平成17年4月1日 5,514,600

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13990 鹿屋市長 水閘門等操作管理委託

長井 義樹
九州地方整備局大隅河川
国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新
富１０１３－１

平成17年4月1日 4,442,550

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13991 鹿屋市長 水閘門等操作管理委託

長井 義樹
九州地方整備局大隅河川
国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新
富１０１３－１

平成17年4月1日 4,228,350

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13992 東串良町長 水閘門等操作管理委託

長井 義樹
九州地方整備局大隅河川
国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新
富１０１３－１

平成17年4月1日 4,058,250

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13993 八代市長
弥次排水樋管外１９件操作
委託

東出　成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町1丁目708－
2

平成17年4月1日 3,820,353

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13994 あさぎり町長
風呂ノ前排水樋管外１８件
操作委託

東出　成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町1丁目708－
3

平成17年4月1日 3,500,391

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13995 人吉市長
大柿排水樋管外１６件操作
委託

東出　成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町1丁目708－
4

平成17年4月1日 3,370,062

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

13996 錦町長
柳詰排水樋管外７件操作委
託

東出　成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町1丁目708－
5

平成17年4月1日 1,886,656

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13997 球磨村長
渡第二排水樋管外７件操作
委託

東出　成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町1丁目708－
6

平成17年4月1日 1,721,075

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13998 相良村長
川村第四排水樋管外７件操
作委託

東出　成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町1丁目708－
7

平成17年4月1日 1,574,613

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

13999 多良木町長
牛島第二排水樋管外６件操
作委託

東出　成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町1丁目708－
8

平成17年4月1日 1,455,214

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの
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14000 八代市長 段排水樋管外６件操作委託

東出　成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町1丁目708－
9

平成17年4月1日 1,344,922

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

14001 都城市長
下水流排水樋管外４７件操
作管理委託

久保　和幸
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目３９

平成17年4月1日 13,650,000

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

14002 宮崎市長
田吉樋管外２３件操作管理
委託

久保　和幸
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目４０

平成17年4月1日 6,993,000

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

14003 高岡町長
江川水門外２２件操作管理
委託

久保　和幸
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目４１

平成17年4月1日 6,762,000

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの
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14004 国富町長
岩知野樋管外２０件操作管
理委託

久保　和幸
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目４２

平成17年4月1日 5,880,000

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

14005 高鍋町長
宮田川水門外１１件操作管
理委託

久保　和幸
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目４３

平成17年4月1日 3,507,000

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

14006 綾町長
崎ノ田第１樋管外１０件操
作管理委託

久保　和幸
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目４４

平成17年4月1日 2,362,500

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

14007 高崎町長
樋渡樋管外６件操作管理委
託

久保　和幸
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目４５

平成17年4月1日 2,173,500

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの
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14008 高城町長
香禅寺樋管外５件操作管理
委託

久保　和幸
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目４６

平成17年4月1日 1,858,500

水閘門等の操作管理については、河川
法第９９条「河川管理者は、特に必要
があると認めるときは、政令で定める
河川管理施設の維持又は操作その他こ
れに類する河川の管理に属する事項を
関係地方公共団体に委託することがで
きる。」に基づき地方公共団体に委託
している。委託にあたっては、河川法
施行令第５４条において「河川管理施
設である水門、排水機場等で、その維
持又は操作の及ぼす影響が委託をしよ
うとする地方公共団体の区域に限られ
る」ため、当該水閘門等が在する地方
公共団体に委託するものである。（会
計法第29条の3第4項）

その他

14009
エヌ・ティ・ティ・
インフラネット
（株）九州支店

一般国道３４号嬉野地区電
線共同溝（一期分）に伴う
引き込み管路

岩屋 信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町5－10

平成17年10月19日 11,611,405

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

14010
九州電力（株）佐賀
支店

一般国道３４号嬉野地区電
線共同溝（一期分）に伴う
引き込み管路

岩屋 信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町5－10

平成18年3月10日 7,430,276

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

14011
九州電力（株）熊本
支店

一般国道３号水俣地区電線
共同溝に伴う柱体設置工事

安藤　淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本市西原1丁目12－1

平成18年3月22日 83,956,656

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

14012
九州電力（株）福岡
支店

一般国道３号東櫛原地区電
線共同溝に伴う柱体設置工
事

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島3丁目24
－10

平成17年6月29日 67,042,500

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

14013
九州電力（株）福岡
支店

一般国道２０２号原（１）
地区電線共同溝に伴う引き
込み管路及び

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島3丁目24
－11

平成17年6月24日 59,283,000

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

14014
九州電力（株）福岡
支店

一般国道３号東櫛原地区電
線共同溝に伴う引込管及び
連系管路（そ

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島3丁目24
－12

平成17年6月29日 38,892,000

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

14015
エヌ・ティ・ティ・
インフラネット
（株）九州支店

一般国道３号東櫛原地区電
線共同溝に伴う引き込み管
路（その１）

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島3丁目24
－13

平成17年4月1日 32,298,000

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

14016
エヌ・ティ・ティ・
インフラネット
（株）九州支店

一般国道３号東比恵地区電
線共同溝に伴う引き込み管
路工事（その

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島3丁目24
－14

平成17年4月26日 19,173,000

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

14017
エヌ・ティ・ティ・
インフラネット
（株）九州支店

一般国道２０９号梅満地区
（その２）電線共同溝に伴
う連系管路及

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島3丁目24
－15

平成17年10月17日 14,542,500

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

14018
九州電力（株）福岡
支店

一般国道３号箱崎地区電線
共同溝に伴う引き込み管路
（その４）工

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島3丁目24
－16

平成17年4月1日 10,353,000

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

14019
九州電力（株）福岡
支店

一般国道３号東比恵地区電
線共同溝に伴う引き込み管
路工事（その

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島3丁目24
－17

平成17年4月22日 9,933,000

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

14020
九州電力（株）福岡
支店

一般国道２０９号梅満地区
（その２）電線共同溝に伴
う連系管路及

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島3丁目24
－18

平成17年11月29日 9,093,000

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

14021
エヌ・ティ・ティ・
インフラネット
（株）九州支店

一般国道２０２号原（１）
地区電線共同溝に伴う引き
込み管路（そ

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島3丁目24
－19

平成17年6月14日 7,644,000

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

14022
九州電力（株）福岡
支店

一般国道３号東比恵地区電
線共同溝に伴う引き込み管
路工事（その

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島3丁目24
－20

平成17年4月22日 6,027,000

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

14023
エヌ・ティ・ティ・
インフラネット
（株）九州支店

一般国道３号箱崎地区電線
共同溝に伴う引き込み管路
（その６）工

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島3丁目24
－21

平成17年6月14日 2,604,000

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

14024
九州電力（株）鹿児
島支店

一般国道３号伊敷地区電線
共同溝に伴う柱体設置工事

遠藤　和重
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島市浜町２－５

平成17年4月1日 104,431,771

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

14025
エヌ・ティ・ティ・
インフラネット
（株）九州支店

一般国道３号伊敷地区電線
共同溝に伴う通信系引込管
路工事

遠藤　和重
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島市浜町２－６

平成17年4月1日 41,409,106

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

14026
九州電力（株）鹿児
島支店

一般国道１０号清水地区電
線共同溝に伴う柱体設置工
事

遠藤　和重
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島市浜町２－７

平成18年3月30日 40,085,052

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

14027
エヌ・ティ・ティ・
インフラネット
（株）九州支店

一般国道１０号清水地区電
線共同溝に伴う通信系引込
管路及び連系

遠藤　和重
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島市浜町２－８

平成18年2月28日 32,630,624

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

14028
九州電力（株）鹿児
島支店

一般国道２２５号城南地区
電線共同溝に伴う柱体設置
工事

遠藤　和重
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島市浜町２－８

平成18年3月30日 26,005,308

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

14029
九州電力（株）鹿児
島支店

一般国道１０号清水地区電
線共同溝に伴う電力系引込
管路工事

遠藤　和重
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島市浜町２－８

平成18年3月30日 20,313,585

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

14030
九州電力（株）鹿児
島支店

一般国道３号伊敷地区電線
共同溝に伴う電力系引込管
路工事

遠藤　和重
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島市浜町２－８

平成17年4月1日 17,268,505

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

14031
エヌ・ティ・ティ・
インフラネット
（株）九州支店

一般国道２２５号城南地区
電線共同溝に伴う通信系引
込管路及び連

遠藤　和重
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島市浜町２－８

平成18年2月28日 14,306,478

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

14032
九州電力（株）鹿児
島支店

一般国道２２５号城南地区
電線共同溝に伴う電力系引
込管路工事

遠藤　和重
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島市浜町２－８

平成18年3月30日 5,277,668

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

14033 阿久根市長
一般国道３号阿久根市鶴見
町～波留潟地先の管理委託

遠藤　和重
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島市浜町２－８

平成17年5月26日 1,122,405

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

14034
エヌ・ティ・ティ・
インフラネット
（株）九州支店

玖島１工区電線共同溝設置
通信系管路工事

齋藤　清志
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町316－1

平成17年6月1日 16,355,850

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

14035
九州電力（株）長崎
支店

玖島１工区電線共同溝設置
電力系管路工事

齋藤　清志
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町316－2

平成17年8月4日 6,833,377

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

14036
九州電力（株）大分
支店

一般国道１０号別府地区電
線共同溝に伴う連系管路及
び引込管路工

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市大道１丁目１－７
１

平成17年11月22日 21,238,436

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

14037
ＮＴＴインフラネッ
ト（株）九州支店

一般国道１０号別府地区電
線共同溝に伴う連系管路及
び引込管路工

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市大道１丁目１－７
２

平成17年10月19日 10,820,250

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

14038
エヌ・ティ・ティ・
インフラネット
（株）九州支店

一般国道３号清水地区電線
共同溝に伴う引き込み管路
（その３）工

寺本　直孝
九州地方整備局北九州国
道事務所
北九州市小倉南区春ヶ丘
10－10

平成17年5月18日 6,074,145

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

14039
九州電力（株）小倉
営業所

一般国道３号清水地区電線
共同溝に伴う引き込み管路
（その３）工

寺本　直孝
九州地方整備局北九州国
道事務所
北九州市小倉南区春ヶ丘
10－11

平成17年5月18日 3,238,754

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

14040
九州電力（株）宮崎
支店

一般国道１０号電線共同溝
に伴う引込管路及び連系管
路工事

大塚　法晴
九州地方整備局延岡河川
国道事務所
延岡市大貫町１丁目２８
８９

平成17年8月22日 4,923,523

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

14041
九州電力（株）宮崎
支店

一般国道１０号電線共同溝
に伴う引込管路及び連系管
路工事

大塚　法晴
九州地方整備局延岡河川
国道事務所
延岡市大貫町１丁目２８
９０

平成17年8月22日 4,923,523

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

14042
エヌ・ティ・ティ・
インフラネット
（株）九州支店

一般国道１０号電線共同溝
に伴う引込管路及び連系管
路工事

大塚　法晴
九州地方整備局延岡河川
国道事務所
延岡市大貫町１丁目２８
９０

平成17年11月18日 2,335,082

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

14043
エヌ・ティ・ティ・
インフラネット
（株）九州支店

一般国道１０号電線共同溝
に伴う引込管路及び連系管
路工事

大塚　法晴
九州地方整備局延岡河川
国道事務所
延岡市大貫町１丁目２８
９０

平成17年11月18日 2,335,082

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

14044
九州電力（株）宮崎
支店

一般国道１０号大塚地区電
線共同溝工事に伴う柱体設
置工事

久保　和幸
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目３９

平成17年9月15日 53,598,510

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

14045
九州電力（株）宮崎
支店

一般国道１０号大塚地区電
線共同溝工事に伴う電力系
引込管工事及

久保　和幸
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目３９

平成17年9月15日 44,522,403

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

14046
九州電力（株）宮崎
支店

一般国道１０号都城上町地
区電線共同溝工事に伴う電
力系引込管工

久保　和幸
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目３９

平成17年8月25日 24,938,033

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

14047
九州電力（株）宮崎
支店

一般国道１０号都城上町地
区電線共同溝工事に伴う柱
体設置工事

久保　和幸
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目３９

平成17年8月25日 17,987,715

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

14048
エヌ・ティ・ティ・
インフラネット
（株）九州支店

一般国道１０号大塚地区電
線共同溝工事に伴う通信系
引込管工事及

久保　和幸
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目３９

平成17年9月27日 17,507,049

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

14049
エヌ・ティ・ティ・
インフラネット
（株）九州支店

一般国道１０号上町地区電
線共同溝工事に伴う通信系
引込管工事及

久保　和幸
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目３９

平成17年9月15日 11,169,408

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

14050
九州電力（株）宮崎
支店

一般国道２２０号中村・恒
久地区電線共同溝工事に伴
う電力系引込

久保　和幸
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目３９

平成17年6月28日 9,661,833

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

14051
九州電力（株）宮崎
支店

一般国道２２０号中村・恒
久地区電線共同溝工事に伴
う柱体設置工

久保　和幸
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目３９

平成17年6月28日 7,598,109

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他

14052
エヌ・ティ・ティ・
インフラネット
（株）九州支店長

一般国道２２０号中村・恒
久地区電線共同溝工事に伴
う通信系引込

久保　和幸
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目３９

平成17年7月13日 2,319,896

本工事は電線共同溝における引込管及
び連系管路を敷設する工事である。引
込管は、隣接の各戸への引込設備と一
体となって施工するものであり、引込
に関しては電線管理者により各戸と協
議を行っている。また、連系管路は連
係設備と一体となって施工し、電線管
理者が管理する周辺施設に接続するた
め、本工事の実施にあたっては電線設
備等保安上の観点から専門的な管理・
監督が必要である。電線管理者とは本
工事に際して事前に協議を重ねてお
り、本工事を安全かつ円滑に遂行する
には、当該電線設備を管理する者に委
託するのが唯一の方法と考えられ、本
工事については電線管理者である電力
事業者、通信事業者のうち協議により
決定した代表の者に委託するものであ
る。（会計法第29条の3第4項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

14053 諸富町長
佐賀藩三重津海軍所跡文化
財発掘調査資料整理委託業
務

井山 聡
九州地方整備局筑後川河
川事務所
久留米市高野１－２－１

平成17年5月27日 5,477,821

文化財保護法の趣旨を尊重し下記の通
り委託契約を行っている。＜史跡、名
勝、天然記念物及び埋蔵文化財包蔵値
等の保護について＞現状変更が行わ
れ、または滅失することとなるものに
ついては貴機関が関係各都道府県教育
委員会に委嘱して、事前発掘調査を行
い、記録保存の措置をとること。【昭
和39年2月10日文委記第14号　文化財保
護委員会事務局長から建設省官房長あ
て依頼】【昭和39年7月22日建設省化第
１号　建設大臣官房長から各地方整備
局長あて通知】（会計法第29条の3第4
項）

その他

14054 佐賀県知事
平成１７年度　嘉瀬川ダム
区域内埋蔵文化財発掘調査
業務

桒野　修司
九州地方整備局嘉瀬川ダ
ム工事事務所
佐賀市高木瀬東2－16－
35

平成17年4月1日 175,000,000

文化財保護法の趣旨を尊重し下記の通
り委託契約を行っている。＜史跡、名
勝、天然記念物及び埋蔵文化財包蔵値
等の保護について＞現状変更が行わ
れ、または滅失することとなるものに
ついては貴機関が関係各都道府県教育
委員会に委嘱して、事前発掘調査を行
い、記録保存の措置をとること。【昭
和39年2月10日文委記第14号　文化財保
護委員会事務局長から建設省官房長あ
て依頼】【昭和39年7月22日建設省化第
１号　建設大臣官房長から各地方整備
局長あて通知】（会計法第29条の3第4
項）

その他

14055 佐賀県知事
平成１７年度西九州自動車
道建設事業に係る埋蔵文化
財調査

岩屋 信一郎
九州地方整備局佐賀国道
事務所
佐賀市新中町5－10

平成17年4月1日 105,000,000

文化財保護法の趣旨を尊重し下記の通
り委託契約を行っている。＜史跡、名
勝、天然記念物及び埋蔵文化財包蔵値
等の保護について＞現状変更が行わ
れ、または滅失することとなるものに
ついては貴機関が関係各都道府県教育
委員会に委嘱して、事前発掘調査を行
い、記録保存の措置をとること。【昭
和39年2月10日文委記第14号　文化財保
護委員会事務局長から建設省官房長あ
て依頼】【昭和39年7月22日建設省化第
１号　建設大臣官房長から各地方整備
局長あて通知】（会計法第29条の3第4
項）

その他

14056 大分県
一般国道５７号中九州横断
道路（犬飼～大野間）埋蔵
文化財発掘調

西川　勝義
九州地方整備局佐伯河川
国道事務所
佐伯市長島町４丁目１４
－１４

平成17年4月1日 42,500,000

文化財保護法の趣旨を尊重し下記の通
り委託契約を行っている。＜史跡、名
勝、天然記念物及び埋蔵文化財包蔵値
等の保護について＞現状変更が行わ
れ、または滅失することとなるものに
ついては貴機関が関係各都道府県教育
委員会に委嘱して、事前発掘調査を行
い、記録保存の措置をとること。【昭
和39年2月10日文委記第14号　文化財保
護委員会事務局長から建設省官房長あ
て依頼】【昭和39年7月22日建設省化第
１号　建設大臣官房長から各地方整備
局長あて通知】（会計法第29条の3第4
項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
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14057 熊本県知事
平成１７年度熊本北バイパ
ス・熊本東バイパス・玉名
バイパス埋蔵

安藤　淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本市西原1丁目12－1

平成17年4月1日 58,413,000

文化財保護法の趣旨を尊重し下記の通
り委託契約を行っている。＜史跡、名
勝、天然記念物及び埋蔵文化財包蔵値
等の保護について＞現状変更が行わ
れ、または滅失することとなるものに
ついては貴機関が関係各都道府県教育
委員会に委嘱して、事前発掘調査を行
い、記録保存の措置をとること。【昭
和39年2月10日文委記第14号　文化財保
護委員会事務局長から建設省官房長あ
て依頼】【昭和39年7月22日建設省化第
１号　建設大臣官房長から各地方整備
局長あて通知】（会計法第29条の3第4
項）

その他

14058 熊本県知事
平成１７年度緑川御幸木部
地先・白川新屋敷地先埋蔵
文化財発掘調

安藤　淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本市西原1丁目12－1

平成17年4月1日 44,842,000

文化財保護法の趣旨を尊重し下記の通
り委託契約を行っている。＜史跡、名
勝、天然記念物及び埋蔵文化財包蔵値
等の保護について＞現状変更が行わ
れ、または滅失することとなるものに
ついては貴機関が関係各都道府県教育
委員会に委嘱して、事前発掘調査を行
い、記録保存の措置をとること。【昭
和39年2月10日文委記第14号　文化財保
護委員会事務局長から建設省官房長あ
て依頼】【昭和39年7月22日建設省化第
１号　建設大臣官房長から各地方整備
局長あて通知】（会計法第29条の3第4
項）

その他

14059 西合志町
平成１７年度熊本北バイパ
ス埋蔵文化財発掘調査

安藤　淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本市西原1丁目12－1

平成17年4月1日 27,958,000

文化財保護法の趣旨を尊重し下記の通
り委託契約を行っている。＜史跡、名
勝、天然記念物及び埋蔵文化財包蔵値
等の保護について＞現状変更が行わ
れ、または滅失することとなるものに
ついては貴機関が関係各都道府県教育
委員会に委嘱して、事前発掘調査を行
い、記録保存の措置をとること。【昭
和39年2月10日文委記第14号　文化財保
護委員会事務局長から建設省官房長あ
て依頼】【昭和39年7月22日建設省化第
１号　建設大臣官房長から各地方整備
局長あて通知】（会計法第29条の3第4
項）

その他

14060 玉名市長
平成１７年度玉名バイパス
埋蔵文化財発掘調査

安藤　淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本市西原1丁目12－1

平成17年4月1日 20,881,000

文化財保護法の趣旨を尊重し下記の通
り委託契約を行っている。＜史跡、名
勝、天然記念物及び埋蔵文化財包蔵値
等の保護について＞現状変更が行わ
れ、または滅失することとなるものに
ついては貴機関が関係各都道府県教育
委員会に委嘱して、事前発掘調査を行
い、記録保存の措置をとること。【昭
和39年2月10日文委記第14号　文化財保
護委員会事務局長から建設省官房長あ
て依頼】【昭和39年7月22日建設省化第
１号　建設大臣官房長から各地方整備
局長あて通知】（会計法第29条の3第4
項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
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契約を締結した日
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（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

14061 甲佐町長
平成１７年度上揚地区水防
災対策特定河川事業におけ
る埋蔵文化財

安藤　淳
九州地方整備局熊本河川
国道事務所
熊本市西原1丁目12－1

平成17年12月28日 3,214,023

文化財保護法の趣旨を尊重し下記の通
り委託契約を行っている。＜史跡、名
勝、天然記念物及び埋蔵文化財包蔵値
等の保護について＞現状変更が行わ
れ、または滅失することとなるものに
ついては貴機関が関係各都道府県教育
委員会に委嘱して、事前発掘調査を行
い、記録保存の措置をとること。【昭
和39年2月10日文委記第14号　文化財保
護委員会事務局長から建設省官房長あ
て依頼】【昭和39年7月22日建設省化第
１号　建設大臣官房長から各地方整備
局長あて通知】（会計法第29条の3第4
項）

その他

14062 福岡県知事
平成１７年度一般国道２０
８号有明海沿岸道路埋蔵文
化財発掘調査

増田　博行
九州地方整備局福岡国道
事務所
福岡市東区名島3丁目24
－10

平成17年4月1日 138,467,000

文化財保護法の趣旨を尊重し下記の通
り委託契約を行っている。＜史跡、名
勝、天然記念物及び埋蔵文化財包蔵値
等の保護について＞現状変更が行わ
れ、または滅失することとなるものに
ついては貴機関が関係各都道府県教育
委員会に委嘱して、事前発掘調査を行
い、記録保存の措置をとること。【昭
和39年2月10日文委記第14号　文化財保
護委員会事務局長から建設省官房長あ
て依頼】【昭和39年7月22日建設省化第
１号　建設大臣官房長から各地方整備
局長あて通知】（会計法第29条の3第4
項）

その他

14063 鹿児島県知事
南九州西回り自動車道埋蔵
文化財整理・報告書作成委
託業務

遠藤　和重
九州地方整備局鹿児島国
道事務所
鹿児島市浜町２－５

平成17年4月1日 165,439,000

文化財保護法の趣旨を尊重し下記の通
り委託契約を行っている。＜史跡、名
勝、天然記念物及び埋蔵文化財包蔵値
等の保護について＞現状変更が行わ
れ、または滅失することとなるものに
ついては貴機関が関係各都道府県教育
委員会に委嘱して、事前発掘調査を行
い、記録保存の措置をとること。【昭
和39年2月10日文委記第14号　文化財保
護委員会事務局長から建設省官房長あ
て依頼】【昭和39年7月22日建設省化第
１号　建設大臣官房長から各地方整備
局長あて通知】（会計法第29条の3第4
項）

その他

14064 深江町長
赤松谷川権現脇遺跡埋蔵文
化財発掘調査整理業務

秦 耕二
九州地方整備局雲仙復興
事務所
島原市南下川尻町7－4

平成17年5月23日 43,531,000

文化財保護法の趣旨を尊重し下記の通
り委託契約を行っている。＜史跡、名
勝、天然記念物及び埋蔵文化財包蔵値
等の保護について＞現状変更が行わ
れ、または滅失することとなるものに
ついては貴機関が関係各都道府県教育
委員会に委嘱して、事前発掘調査を行
い、記録保存の措置をとること。【昭
和39年2月10日文委記第14号　文化財保
護委員会事務局長から建設省官房長あ
て依頼】【昭和39年7月22日建設省化第
１号　建設大臣官房長から各地方整備
局長あて通知】（会計法第29条の3第4
項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

14065 長崎県知事
県道愛野島原線上流付替工
事に係る埋蔵文化財発掘調
査

秦 耕二
九州地方整備局雲仙復興
事務所
島原市南下川尻町7－4

平成17年8月31日 23,723,000

文化財保護法の趣旨を尊重し下記の通
り委託契約を行っている。＜史跡、名
勝、天然記念物及び埋蔵文化財包蔵値
等の保護について＞現状変更が行わ
れ、または滅失することとなるものに
ついては貴機関が関係各都道府県教育
委員会に委嘱して、事前発掘調査を行
い、記録保存の措置をとること。【昭
和39年2月10日文委記第14号　文化財保
護委員会事務局長から建設省官房長あ
て依頼】【昭和39年7月22日建設省化第
１号　建設大臣官房長から各地方整備
局長あて通知】（会計法第29条の3第4
項）

その他

14066 長崎県知事
一般国道４９７号佐々佐世
保道路発掘調査委託業務

齋藤　清志
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町316－1

平成17年4月1日 1,050,000,000

文化財保護法の趣旨を尊重し下記の通
り委託契約を行っている。＜史跡、名
勝、天然記念物及び埋蔵文化財包蔵値
等の保護について＞現状変更が行わ
れ、または滅失することとなるものに
ついては貴機関が関係各都道府県教育
委員会に委嘱して、事前発掘調査を行
い、記録保存の措置をとること。【昭
和39年2月10日文委記第14号　文化財保
護委員会事務局長から建設省官房長あ
て依頼】【昭和39年7月22日建設省化第
１号　建設大臣官房長から各地方整備
局長あて通知】（会計法第29条の3第4
項）

その他

14067 長崎県知事
一般国道５７号森山拡幅事
業埋蔵文化財範囲確認調査
委託業務

齋藤　清志
九州地方整備局長崎河川
国道事務所
長崎市宿町316－2

平成17年6月30日 5,050,000

文化財保護法の趣旨を尊重し下記の通
り委託契約を行っている。＜史跡、名
勝、天然記念物及び埋蔵文化財包蔵値
等の保護について＞現状変更が行わ
れ、または滅失することとなるものに
ついては貴機関が関係各都道府県教育
委員会に委嘱して、事前発掘調査を行
い、記録保存の措置をとること。【昭
和39年2月10日文委記第14号　文化財保
護委員会事務局長から建設省官房長あ
て依頼】【昭和39年7月22日建設省化第
１号　建設大臣官房長から各地方整備
局長あて通知】（会計法第29条の3第4
項）

その他

14068 大分県知事
一般国道１０号古国府拡幅
埋蔵文化財発掘調査

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市大道１丁目１－７
１

平成17年4月1日 206,600,000

文化財保護法の趣旨を尊重し下記の通
り委託契約を行っている。＜史跡、名
勝、天然記念物及び埋蔵文化財包蔵値
等の保護について＞現状変更が行わ
れ、または滅失することとなるものに
ついては貴機関が関係各都道府県教育
委員会に委嘱して、事前発掘調査を行
い、記録保存の措置をとること。【昭
和39年2月10日文委記第14号　文化財保
護委員会事務局長から建設省官房長あ
て依頼】【昭和39年7月22日建設省化第
１号　建設大臣官房長から各地方整備
局長あて通知】（会計法第29条の3第4
項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

14069 宇佐市長
一般国道１０号南宇佐地区
歩道設置埋蔵文化財発掘調
査

長太　茂樹
九州地方整備局大分河川
国道事務所
大分市大道１丁目１－７
１

平成17年9月30日 1,600,000

文化財保護法の趣旨を尊重し下記の通
り委託契約を行っている。＜史跡、名
勝、天然記念物及び埋蔵文化財包蔵値
等の保護について＞現状変更が行わ
れ、または滅失することとなるものに
ついては貴機関が関係各都道府県教育
委員会に委嘱して、事前発掘調査を行
い、記録保存の措置をとること。【昭
和39年2月10日文委記第14号　文化財保
護委員会事務局長から建設省官房長あ
て依頼】【昭和39年7月22日建設省化第
１号　建設大臣官房長から各地方整備
局長あて通知】（会計法第29条の3第4
項）

その他

14070 佐賀市長
平成１７年度石井樋地区埋
蔵文化財調査業務

尾澤　卓思
九州地方整備局武雄河川
事務所
武雄市武雄町大字昭和
745

平成17年5月17日 3,624,000

文化財保護法の趣旨を尊重し下記の通
り委託契約を行っている。＜史跡、名
勝、天然記念物及び埋蔵文化財包蔵値
等の保護について＞現状変更が行わ
れ、または滅失することとなるものに
ついては貴機関が関係各都道府県教育
委員会に委嘱して、事前発掘調査を行
い、記録保存の措置をとること。【昭
和39年2月10日文委記第14号　文化財保
護委員会事務局長から建設省官房長あ
て依頼】【昭和39年7月22日建設省化第
１号　建設大臣官房長から各地方整備
局長あて通知】（会計法第29条の3第4
項）

その他

14071 鹿児島県知事
根木原遺跡外４件埋蔵文化
財発掘調査業務

長井 義樹
九州地方整備局大隅河川
国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町新
富１０１３－１

平成17年4月1日 127,400,000

文化財保護法の趣旨を尊重し下記の通
り委託契約を行っている。＜史跡、名
勝、天然記念物及び埋蔵文化財包蔵値
等の保護について＞現状変更が行わ
れ、または滅失することとなるものに
ついては貴機関が関係各都道府県教育
委員会に委嘱して、事前発掘調査を行
い、記録保存の措置をとること。【昭
和39年2月10日文委記第14号　文化財保
護委員会事務局長から建設省官房長あ
て依頼】【昭和39年7月22日建設省化第
１号　建設大臣官房長から各地方整備
局長あて通知】（会計法第29条の3第4
項）

その他

14072 宮崎県知事
宮崎法務総合庁舎（１７）
埋蔵文化財発掘調査委託業
務

内田　貞行
九州地方整備局鹿児島営
繕事務所
鹿児島市山下町13-21

平成17年5月9日 5,356,755

文化財保護法の趣旨を尊重し下記の通
り委託契約を行っている。＜史跡、名
勝、天然記念物及び埋蔵文化財包蔵値
等の保護について＞現状変更が行わ
れ、または滅失することとなるものに
ついては貴機関が関係各都道府県教育
委員会に委嘱して、事前発掘調査を行
い、記録保存の措置をとること。【昭
和39年2月10日文委記第14号　文化財保
護委員会事務局長から建設省官房長あ
て依頼】【昭和39年7月22日建設省化第
１号　建設大臣官房長から各地方整備
局長あて通知】（会計法第29条の3第4
項）

その他
随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの



件数
契約の相手方の商号
又は名称、及び住所

公共工事の名称、場所、期間、及び
種別若しくは物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由 点検の結果 備　　考講ずる措置

14073 熊本県知事
平成１７年度日奈久芦北道
路埋蔵文化財発掘調査（そ
の１）業務

東出　成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町1丁目708－
2

平成17年4月1日 60,358,000

文化財保護法の趣旨を尊重し下記の通
り委託契約を行っている。＜史跡、名
勝、天然記念物及び埋蔵文化財包蔵値
等の保護について＞現状変更が行わ
れ、または滅失することとなるものに
ついては貴機関が関係各都道府県教育
委員会に委嘱して、事前発掘調査を行
い、記録保存の措置をとること。【昭
和39年2月10日文委記第14号　文化財保
護委員会事務局長から建設省官房長あ
て依頼】【昭和39年7月22日建設省化第
１号　建設大臣官房長から各地方整備
局長あて通知】（会計法第29条の3第4
項）

その他

14074 芦北町長
平成１７年度日奈久芦北道
路埋蔵文化財発掘調査（そ
の２）業務

東出　成記
九州地方整備局八代河川
国道事務所
八代市萩原町1丁目708－
2

平成17年4月1日 53,409,000

文化財保護法の趣旨を尊重し下記の通
り委託契約を行っている。＜史跡、名
勝、天然記念物及び埋蔵文化財包蔵値
等の保護について＞現状変更が行わ
れ、または滅失することとなるものに
ついては貴機関が関係各都道府県教育
委員会に委嘱して、事前発掘調査を行
い、記録保存の措置をとること。【昭
和39年2月10日文委記第14号　文化財保
護委員会事務局長から建設省官房長あ
て依頼】【昭和39年7月22日建設省化第
１号　建設大臣官房長から各地方整備
局長あて通知】（会計法第29条の3第4
項）

その他

14075 宮崎県知事
平成１７年度一般国道１０
号都城道路諸麦遺跡埋蔵文
化財発掘調査

久保　和幸
九州地方整備局宮崎河川
国道事務所
宮崎市大工２丁目３９

平成17年6月24日 27,819,027

文化財保護法の趣旨を尊重し下記の通
り委託契約を行っている。＜史跡、名
勝、天然記念物及び埋蔵文化財包蔵値
等の保護について＞現状変更が行わ
れ、または滅失することとなるものに
ついては貴機関が関係各都道府県教育
委員会に委嘱して、事前発掘調査を行
い、記録保存の措置をとること。【昭
和39年2月10日文委記第14号　文化財保
護委員会事務局長から建設省官房長あ
て依頼】【昭和39年7月22日建設省化第
１号　建設大臣官房長から各地方整備
局長あて通知】（会計法第29条の3第4
項）

その他

14076 佐賀県知事
平成１７年度国営吉野ヶ里
歴史公園区域内文化財発掘
調査

太田　広
九州地方整備局国営吉
野ヶ里歴史公園事務所
佐賀県神埼郡三田川町大
字田手１８６９

平成17年4月1日 10,000,000

文化財保護法の趣旨を尊重し下記の通
り委託契約を行っている。＜史跡、名
勝、天然記念物及び埋蔵文化財包蔵値
等の保護について＞現状変更が行わ
れ、または滅失することとなるものに
ついては貴機関が関係各都道府県教育
委員会に委嘱して、事前発掘調査を行
い、記録保存の措置をとること。【昭
和39年2月10日文委記第14号　文化財保
護委員会事務局長から建設省官房長あ
て依頼】【昭和39年7月22日建設省化第
１号　建設大臣官房長から各地方整備
局長あて通知】（会計法第29条の3第4
項）

その他

（注１）用地の取得・補償等契約、新直轄事業等に係るものを除く。

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの

随意契約によらざるを得ない
もの


