
（ 別 紙 １ ）

14077

センチュリー・リーシン
グ・システム（株）
宮城県仙台市青葉区上
杉１－５－１５

港湾空港部パーソナ
ルコンピュータ外借上
（その２）

東北地方整備局副局長
野竹和夫　宮城県仙台
市青葉区花京院１－１
－２０

H17.4.1 5,868,702

センチュリー・リーシング・システム（株）との間で締
結している港湾空港部パーソナルコンピュータ外借
上（その２）については、業務量の増大と多様化す
る業務の省力化及び円滑にかつ能率的に処理する
ためパーソナルコンピュータ及び周辺機器を借上契
約するものである。当該機種は、既にセンチュリー・
リーシング・システム（株）仙台支店との契約により
当局に設置されており、今回同社の機種を継続利
用することによって、価格における有利性が考えら
れると同時に、新たに機種を入れ替えることによる
費用負担や業務上の支障を避けることができるも
のであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度に一般
競争入札を行い
次年度以降は、
国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）

14078
日本事務器（株）
東京都千代田区神田小
川町３－１２

電子計算機等賃貸借
（その１）

東北地方整備局副局長
野竹和夫　宮城県仙台
市青葉区花京院１－１
－２０

H17.4.1 1,299,375

日本事務器（株）との間で締結している電子計算機
等賃貸借（その１）については、人事統計・給与支給
を効率的にしかも円滑に遂行するため借上契約す
るものである。借上機器は導入時に日本事務器
（株）との契約により設置されており、同社は、機器
への精通性及び価格における有利性が見込まれる
ことから、同社と契約することが有利であり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）競争を
許さないため。

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14079

センチュリー・リーシン
グ・システム（株）
宮城県仙台市青葉区上
杉１－５－１５

総合文書管理システム
サーバ外賃貸借及び
保守

東北地方整備局副局長
野竹和夫　宮城県仙台
市青葉区花京院１－１
－２０

H17.4.1 4,485,978

センチュリー・リーシング・システム（株）との間で締
結している総合文書管理システムサーバ外賃貸借
及び保守については、現在当局に配置されている
サーバ等のＯＡ機器の賃貸借契約を継続して行うも
のである。現在の行政事務の執行に欠くことのでき
ないＯＡ機器は、常に正常な状態で機能どおりに稼
働することが要求され、万一トラブルがあった場合
は、直ちに修理できる保守管理体制が完備された
業者でなければならない。上記賃貸借及び保守
は、センチュリー・リーシング・システム（株）仙台支
店と契約を締結しているもので、継続して使用する
ことが効率的かつ円滑に業務が遂行されるもので
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり

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

点検結果 講ずる措置

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

備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14080
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内
３－４－１

港湾情報システム用
サーバ外賃貸借・保守

東北地方整備局副局長
野竹和夫　宮城県仙台
市青葉区花京院１－１
－２０

H17.4.1 2,351,160

日本電子計算機（株）との間で締結している港湾情
報システム用サーバ外賃貸借・保守については、
当局における業務を効率的に執行する目的で、
サーバの賃貸借・保守契約をするものである。
　端末装置は国土技術政策総合研究所（横須賀）
で一元的に開発を実施している調査、設計、積算、
発注、施工等の業務処理アプリケーションやデータ
ベースを利用する港湾情報システム専用の端末で
あり、当該システムを利用するにあたっては、機能
性、動作保証の点で国土技術政策総合研究所に設
置してあるサーバを始めとする各種ネットワーク機
器との完全な互換性が求められ、その保守につい
ても、これらの機器類と一体的におこなう必要があ
る。
　日本電子計算機（株）は、国土技術政策総合研究
所サーバ及び、当局に設置してある当該システム
端末装置、ネットワーク接続機器等の賃貸借・保守
契約をおこなっている者であり、現有の機器構成や
ネットワーク構造を熟知し、また、システム全体の内
容にも十分精通していることから、また、既調達物
品等に連接して使用する物品等の調達その他連接
性のある調査・委託及びシステムを継続して使用す
る場合であって、それらの相手方以外の者から調
達等をしたならばその使用、利用に著しい支障が生
ずる恐れがあり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14081
富士通リース（株）
宮城県仙台市青葉区一
番町２－３－２２

港湾空港部サーバ外
借上

東北地方整備局副局長
野竹和夫　宮城県仙台
市青葉区花京院１－１
－２０

H17.4.1 14,941,080

富士通リース（株）との間で締結している港湾空港
部サーバ外借上については、業務量の増大と多様
化する業務の省力化及び円滑にかつ能率的に処
理するためサーバ外を借上契約するものである。
当該機種は、既に富士通リース（株）との契約により
当局に設置されており、今回同社の機種を継続利
用することによって、価格における有利性が考えら
れると同時に、新たに機種を入れ替えることによる
費用負担や業務上の支障を避けることができるも
のであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり

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



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14082
リコー東北（株）
宮城県仙台市青葉区五
橋１－５－３

港湾空港部複写機賃
貸借及び保守

東北地方整備局副局長
野竹和夫　宮城県仙台
市青葉区花京院１－１
－２０

H17.4.1 14,461,730

リコー東北（株）との間で締結している港湾空港部
複写機賃貸借及び保守については、複写機の賃貸
借及び保守に関する契約を行うものである。
　当該機種は、既にリコー東北（株）との契約により
当局に設置されており、今回同社の機種を継続利
用することによって、価格における有利性が考えら
れると同時に、新たに機種を入れ替えることによる
費用負担や業務上の支障を避ける点からも、同社
と契約することが当局には有利であり、競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

単価契約　296,100

14083

（株）菱栄ビルマネジメ
ント
東京都千代田区丸の内
３－３－１

庁舎清掃

東北地方整備局副局長
野竹和夫　宮城県仙台
市青葉区花京院１－１
－２０

H17.4.1 4,662,000

（株）菱栄ビルマネジメントとの間で締結している庁
舎清掃については、当局が庁舎として借り上げてい
る花京院スクエアビルの賃貸借室内の清掃を行う
ものである。当該契約については、ビルの管理上、
同社に一元的に委託することが庁舎の賃貸借契約
書で決められており、庁舎の賃貸借の調達と不可
分な関係にあることから、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14084
三菱地所（株）
東京都千代田区大手町
１－６－１

東北地方整備局所庁
舎借上

東北地方整備局副局長
野竹和夫　宮城県仙台
市青葉区花京院１－１
－２０

H17.4.1 105,700,996

三菱地所（株）との間で締結している東北地方整備
局所庁舎借上については、東北地方整備局が業務
を行うための庁舎として、三菱地所（株）東北支店よ
り借上するものである。当該物件は平成１３年１月６
日に東北地方整備局が発足して以来、庁舎として
借り上げてきたものであるが、現在においても仙台
市内には適した国有施設がないことから、民間所有
の貸しビルにより対処しなければならないものであ
り、本物件とは別に新たな物件を借上げる場合は、
新たに莫大な移転費用を要するため、経済性から
得策ではない。加えて莫大な時間と労力を要するこ
とから行政事務遂行にも著しく支障を来すことが懸
念されるものであり、また、場所が限定されることに
より、供給者が一に特定されるとしている賃貸借契
約等であって当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14085
（株）ビジネスサービス
青森県青森市南佃二丁
目１８番１号

パーソナルコンピュー
タ外借上(その３)

青森港湾事務所長小林
秀人青森県青森市本町
３ー６ー３４

H17.4.1 1,320,480

（株）ビジネスサービスとの間で締結しているパーソ
ナルコンピュータ外借上(その３)については、業務
量の増大と多様化する業務の省力化を図るため、
物件を借上げるものである。当該機種は平成１５年
８月より、㈱ビジネスサービス青森支店との間に契
約締結されており、既に当所に設置されているもの
である。従って、今般継続借上することについての
価格における有利性は言うまでもなく、使用要件等
を熟知している点等を含め、同社と継続契約締結
することが有利であり、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度に一般
競争入札を行い
次年度以降は、
国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）

14086
富士ゼロックス（株）
青森県青森市本町一丁
目２番１５号

複写機借上及び保守
青森港湾事務所長小林
秀人青森県青森市本町
３ー６ー３４

H17.4.1 2,914,358

富士ゼロックス（株）との間で締結している複写機借
上及び保守については、当所の資料作成において
業務の効率化及び省力化を図るために借上げるも
のである。当該機種は平成１３年６月及び平成１６
年７月より、富士ゼロックス㈱青森営業所との間に
契約締結され、当所に設置されているものである。
従って、今般継続借上することについての価格にお
ける有利性は言うまでもなく、使用要件等を熟知し
ている点等を含め、同社と継続契約締結することが
有利であり、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度に一般
競争入札を行い
次年度以降は、
国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）

単価契約　285,227

14087
青森県土整備事務所
青森県青森市幸畑唐崎
７６－４

土地使用料
青森港湾事務所長小林
秀人青森県青森市本町
３ー６ー３４

H17.4.1 9,828,564

青森県土整備事務所との間で締結している土地使
用料については、青森港湾事務所の庁舎敷地に使
用する土地を借上げるものであり、場所が限定され
ることにより、供給者が一に特定されるとしている賃
貸借契約等であって当該場所でなければ行政事務
を行うことが不可能であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14088
大新東（株）
福島県郡山市堤下町１
１－９

小名浜港湾事務所車
輌管理業務

小名浜港湾事務所長滝
澤裕福島県いわき市小
名浜字栄町65

H17.4.1 11,539,991 予算決算及び会計令第９９条の２ 見直しの余地あり 競争入札に移行 単価契約803,250

14089
太平ビルサービス（株）
福島県いわき市鹿島町
飯田字後口８－６

小名浜港事務所外清
掃

小名浜港湾事務所長滝
澤裕福島県いわき市小
名浜字栄町65

H17.4.1 1,837,500 予算決算及び会計令第９９条の２ 見直しの余地あり 競争入札に移行



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14090
（株）トーホー
福島県いわき市平六町
目１－１４

複写機借上及び保守
（その３）

小名浜港湾事務所長滝
澤裕福島県いわき市小
名浜字栄町65

H17.4.1 1,498,758

（株）トーホーとの間で締結している複写機借上及
び保守（その３）については、当所の資料作成にお
いて業務の効率化及び省力化を図るために借上げ
るものである。当該機種は平成１５年１０月より、㈱
トーホーとの間に契約締結されており、既に当所に
設置されているものである。従って、今般継続借上
することについての価格における有利性は言うまで
もなく、使用要件等を熟知している点等を含め、同
社と継続契約締結することが有利であり、競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

単価契約
114,408円

14091
（株）トーホー
福島県いわき市平六町
目１－１４

パーソナルコンピュー
ター外借上（その５）

小名浜港湾事務所長滝
澤裕福島県いわき市小
名浜字栄町65

H17.4.1 1,096,200

（株）トーホーとの間で締結しているパーソナルコン
ピューター外借上（その５）については、業務量の増
大と多様化する業務の省力化を図るため、物件を
借上げるものである。当該機種は平成１７年３月よ
り、㈱トーホーとの間に契約締結されており、既に
当所に設置されているものである。従って、今般継
続借上することについての価格における有利性は
言うまでもなく、使用要件等を熟知している点等を
含め、同社と継続契約締結することが有利であり、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

14092

福島県綜合警備保障
（株）
福島県郡山市喜久田町
松ヶ作１６－９８

小名浜港庁舎外保安
警備

小名浜港湾事務所長滝
澤裕福島県いわき市小
名浜字栄町65

H17.4.1 2,296,500

福島県綜合警備保障（株）との間で締結している小
名浜港庁舎外保安警備については、当事務所構内
の建物及びケーソンヤード構内の建物及び東内防
波堤内側に係留する作業船の盗難事故等の防止
を図るものである。福島県綜合警備保障は、当所
の警備にあたり、必要な当該器具を既に設置され
ているものである。従って、今般継続することについ
ての価格における有利性は言うまでもなく、使用要
件等を熟知している点等を含め、同社と継続契約
締結することが有利であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14093
福島県知事
福島県福島市杉妻町２
−１６

小名浜港港湾施設使
用料

小名浜港湾事務所長滝
澤裕福島県いわき市小
名浜字栄町65

H17.4.1 12,235,580

ケーソンヤード及びケーソン打継場に使用する土
地を借上げるものであり、以前よりこの土地を使用
し業務を行ってきたため、場所が限定されることに
より、供給者が一に特定されるとしている賃貸借契
約等であって当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14094
福島県知事
福島県福島市杉妻町２
−１６

相馬港港湾施設使用
料

小名浜港湾事務所長滝
澤裕福島県いわき市小
名浜字栄町65

H17.4.1 2,957,040

相馬港湾事務所庁舎及びケーソンヤードに使用す
る土地を借上げるものであり、以前よりこの土地を
使用し業務を行ってきたため、場所が限定されるこ
とにより、供給者が一に特定されるとしている賃貸
借契約等であって当該場所でなければ行政事務を
行うことが不可能であり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14095
大新東（株）
岩手県盛岡市みたけ３
－８－１１

釜石港湾事務所車輌
管理業務

釜石港湾事務所長　三
井道雅　岩手県釜石市
港町２－７－２７

H17.4.1 16,884,451 予算決算及び会計令第９９条の２ 見直しの余地あり 競争入札に移行 単価契約1,333,500

14096
岩手ゼロックス（株）
岩手県盛岡市菜園１－
１１－３

複写機借上及び保守
（その２）

釜石港湾事務所長　三
井道雅　岩手県釜石市
港町２－７－２７

H17.4.1 7,641,975

富士ゼロックス（株）との間で締結している複写機借
上及び保守（その２）については、釜石港湾事務所
における能率化及び省力化を図り、且つ円滑な事
務の運行を図るために複写機を借上し、保守及び
消耗品等の供給を受けるものである。当複写機は、
既に岩手ゼロックス㈱との契約により当所に設置さ
れており継続利用する事によって、価格における有
利性が考えられるものであり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

単価契約
78,750

14097
岩手ゼロックス（株）
岩手県盛岡市菜園１－
１１－３

複写機借上及び保守
釜石港湾事務所長　三
井道雅　岩手県釜石市
港町２－７－２７

H17.4.1 1,318,114

岩手ゼロックス（株）との間で締結している複写機借
上及び保守については、釜石港湾事務所における
能率化及び省力化を図り、且つ円滑な事務の運行
を図るために複写機を借上し、保守及び消耗品等
の供給を受けるものである。当複写機は、既に岩手
ゼロックス㈱との契約により当所に設置されており
継続利用する事によって、価格における有利性が
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり

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

単価契約
51,975

14098
（株）和田商店
岩手県上閉伊郡大槌町
本町６－１０

パーソナルコンピュー
ター借上（その２）

釜石港湾事務所長　三
井道雅　岩手県釜石市
港町２－７－２７

H17.4.1 1,186,794

（株）和田商店との間で締結しているパーソナルコン
ピューター借上（その２）については、釜石港湾事務
所における各種資料の整理解析、予算管理及び資
料の整理等に使用するためにパーソナルコン
ピューター一式を借り上げるものであるが、当機種
は、既に（株）和田商店との契約により当所に設置
されており、今回同社の機種を継続利用する事に
よって、価格における有利性が考えられると同時
に、新たに機種を入れ替えることによる費用負担や
業務上の支障を避ける点からも同社と契約する事
が得策であり、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり

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



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14099
（有）みつわや本店
岩手県釜石市上中島１
－１－３７

パーソナルコンピュー
ター借上（その３）

釜石港湾事務所長　三
井道雅　岩手県釜石市
港町２－７－２７

H17.4.1 2,047,500

（有）みつわや本店との間で締結しているパーソナ
ルコンピューター借上（その３）については、釜石港
湾事務所における各種資料の整理解析、予算管理
及び資料の整理等に使用するためにパーソナルコ
ンピューター一式を借り上げるものであるが、当機
種は、既に（有）みつわや本店との契約により当所
に設置されており、今回同社の機種を継続利用す
る事によって、価格における有利性が考えられると
同時に、新たに機種を入れ替えることによる費用負
担や業務上の支障を避ける点からも同社と契約す
る事が得策であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

14100
大船渡地方振興局
岩手県大船渡市猪川町
字前田６－１

大船渡港港湾施設使
用料

釜石港湾事務所長　三
井道雅　岩手県釜石市
港町２－７－２７

H17.4.1 1,237,446

大船渡地方振興局との間で締結している大船渡港
港湾施設使用料については、大船渡港整備におい
て使用するＬ型ブロックを仮置する用地を借り上げ
るものである。岩手県が所有する当該土地は、大
船渡港整備を行う上で、経済性、効率性において
も優れた土地である。また、場所が限定されること
により、供給者が一に特定されるとしている賃貸借
契約等であって当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であり、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14101
久慈地方振興局
岩手県久慈市八日町１
－１

久慈港湾口防波堤
ケーソン製作用地借上

釜石港湾事務所長　三
井道雅　岩手県釜石市
港町２－７－２７

H17.4.1 11,551,200

久慈地方振興局との間で締結している久慈港湾口
防波堤ケーソン製作用地借上については、久慈港
湾口防波堤ケーソン製作用地を借り上げるもので
ある。当該土地は、岩手県が所有するものであり、
代替性がなく、また、場所が限定されることにより、
供給者が一に特定されるとしている賃貸借契約等
であって当該場所でなければ行政事務を行うことが
不可能であり、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14102
久慈地方振興局
岩手県久慈市八日町１
－１

久慈港管理棟用地借
上

釜石港湾事務所長　三
井道雅　岩手県釜石市
港町２－７－２７

H17.4.1 2,161,200

久慈地方振興局との間で締結している久慈港管理
棟用地借上については、久慈港管理棟用地を借り
上げるものである。当該土地は、岩手県が所有する
ものであり、代替性がなく、また、場所が限定される
ことにより、供給者が一に特定されるとしている賃
貸借契約等であって当該場所でなければ行政事務
を行うことが不可能であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14103
栗村建設（株）
岩手県大船渡市赤崎町
字諏訪前３５－４

大船渡港庁舎借上
釜石港湾事務所長　三
井道雅　岩手県釜石市
港町２－７－２７

H17.4.1 4,347,000

栗村建設（株）との間で締結している大船渡港庁舎
借上については、大船渡港整備にあたり、職員の
常駐すべき庁舎を借り上げるものである。栗村建設
（株）が所有する当該物件は、現場にもほど近く、立
地条件として 適である。当該物件は、継続して借
り上げているもので、物件変更は、移転費等を要す
ることになり、経済性からも得策でなく、また、場所
が限定されることにより、供給者が一に特定される
としている賃貸借契約等であって当該場所でなけ
れば行政事務を行うことが不可能であり、競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14104
富士ゼロックス（株）
山形市十日町二丁目４
番１９号

電子複写機保守及び
賃貸借

酒田港湾事務所長　梅
沢信敏　山形県酒田市
光ヶ丘５－２０－１７

H17.4.1 6,350,901

富士ゼロックス（株）との間で締結している電子複写
機保守及び賃貸借は、当事務所における調査・測
量データ、業務資料等の複写用として、当事務所が
必要とする機能条件以上を有する機種による競争
見積合わせの結果、使用してきたものである。平成
１７年度においても、業務上必要とするが当該機器
で対応可能であることから、当該機器を上記業者と
継続して賃貸契約することが経済的かつ業務処理
上得策であり、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度に一般
競争入札を行い
次年度以降は、
国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）

単価契約　67,400

14105
東芝ファイナンス（株）
東京都中央区銀座５丁
目２番１号

パーソナルコンピュー
タ外賃貸借

酒田港湾事務所長　梅
沢信敏　山形県酒田市
光ヶ丘５－２０－１７

H17.4.1 1,852,200

東芝ファイナンス（株）との間で締結しているパーソ
ナルコンピュータ外賃貸借については、当事務所に
おける事務処理・施工管理・測量調査業務の円滑
化・効率化等図るため、当事務所が必要とする機能
条件以上を有する機種による競争見積合わせの結
果、使用してきたものである。平成１７年度において
も、業務上必要とするが当該機器で対応可能であ
ることから、当該機器を上記業者と継続して賃貸契
約することが経済的かつ業務処理上得策であり、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

14106
山形リコー（株）
酒田市亀ヶ崎４－１５－
３６

電子複写機保守及び
賃貸借（その２）

酒田港湾事務所長　梅
沢信敏　山形県酒田市
光ヶ丘５－２０－１７

H17.4.1 3,251,170

山形リコー（株）との間で締結している電子複写機
保守及び賃貸借（その２）については、当事務所に
おける調査・測量データ、業務資料等の複写用とし
て、当事務所が必要とする機能条件以上を有する
機種による競争見積合わせの結果、使用してきた
ものである。平成１７年度においても、業務上必要と
するが当該機器で対応可能であることから、当該機
器を上記業者と継続して賃貸契約することが経済
的かつ業務処理上得策であり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

単価契約　40,000



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14107
山形県知事
山形市松波二丁目８番
１号

土地借上
酒田港湾事務所長　梅
沢信敏　山形県酒田市
光ヶ丘５－２０－１７

H17.4.1 2,991,000

山形県知事との間で締結している土地借上につい
ては、酒田港整備のため、工事用作業用地として
継続して借り上げており、場所が限定されることに
より、供給者が一に特定されるとしている賃貸借契
約等であって当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14108
（株）東和商会
宮城県仙台市若林区鶴
代町１－２０

塩釜港複写機借上

塩釜港湾・空港整備事
務所長　小平田浩司
宮城県多賀城市明月１
－４－６

H17.4.1 2,646,000

（株）東和商会との間で締結している塩釜港複写機
借上については、塩釜港湾・空港整備事務所にお
ける能率化及び省力化を図り、且つ円滑な事務の
運行を図るために複写機を借上するものである。当
複写機は、既に㈱東和商会との契約により当所に
設置されており継続利用する事によって、価格にお
ける有利性があり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

14109
リコー東北（株）
宮城県仙台市青葉区五
橋１－５－３

塩釜港パ－ソナルコン
ピュ－タ外借上

塩釜港湾・空港整備事
務所長　小平田浩司
宮城県多賀城市明月１
－４－６

H17.4.1 6,035,610

リコー東北（株）との間で締結している塩釜港パ－ソ
ナルコンピュ－タ外借上については、パーソナルコ
ンピュータ外の賃貸借に関する契約を行うものであ
る。当該機種は、既にリコー東北（株）との契約によ
り当局に設置されており、今回同社の機種を継続
利用することによって、価格における有利性が考え
られると同時に、新たに機種を入れ替えることによ
る費用負担や業務上の支障を避けるものであり、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

14110
（有）五本松
宮城県石巻市門脇字四
番谷地１１番地の１

第二建設管理官室敷
地及び資材置場借上

塩釜港湾・空港整備事
務所長　小平田浩司
宮城県多賀城市明月１
－４－６

H17.4.1 2,543,640

（有）五本松との間で締結している第二建設管理官
室敷地及び資材置場借上については、石巻港整備
にあたり、職員の常駐すべき庁舎を借り上げるもの
である。（有）五本松が所有する当該物件は、現場
にもほど近く、立地条件として 適である。当該物
件は、継続して借り上げるもので、物件変更は、移
転費等を要することになり、経済性からも得策でな
く、また、場所が限定されることにより、供給者が一
に特定されるとしている賃貸借契約等であって当該
場所でなければ行政事務を行うことが不可能であ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14111
大和工商リース（株）
宮城県仙台市太白区長
町南3丁目37番13号

塩釜港第一建設管理
官室庁舎借上

塩釜港湾・空港整備事
務所長　小平田浩司
宮城県多賀城市明月１
－４－６

H17.4.1 11,284,680

大和工商リース（株）との間で締結している塩釜港
第一建設管理官室庁舎借上については、仙台塩釜
港整備にあたり、職員の常駐すべき庁舎を借り上
げるものである。大和工商リース（株）が所有する当
該物件は、現場にもほど近く、立地条件として 適
である。当該物件は、継続して借り上げるもので、
物件変更は、移転費等を要することになり、経済性
からも得策でなく、また、場所が限定されることによ
り、供給者が一に特定されるとしている賃貸借契約
等であって当該場所でなければ行政事務を行うこと
が不可能であり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14112
宮城県
宮城県仙台市青葉区本
町３－８－１

県有財産使用料

塩釜港湾・空港整備事
務所長　小平田浩司
宮城県多賀城市明月１
－４－６

H17.4.1 1,769,720

宮城県との間で締結している県有財産使用料につ
いては、仙台塩釜港港湾整備において使用するす
る用地を借り上げるものである。宮城県が所有する
当該土地は、当該整備を行う上で、経済性、効率性
において も優れた土地であり、また、場所が限定
されることにより、供給者が一に特定されるとしてい
る賃貸借契約等であって当該場所でなければ行政
事務を行うことが不可能であり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14113
宮城県仙台港湾事務所
宮城県仙台市宮城野区
港３－８－２０

港湾施設用地使用料

塩釜港湾・空港整備事
務所長　小平田浩司
宮城県多賀城市明月１
－４－６

H17.4.1 1,973,360

宮城県仙台港湾事務所との間で締結している港湾
施設用地使用料については、仙台塩釜港港湾整備
において使用する用地を借り上げるものである。宮
城県が所有する当該土地は、当該整備を行う上
で、経済性、効率性において も優れた土地であ
り、また、場所が限定されることにより、供給者が一
に特定されるとしている賃貸借契約等であって当該
場所でなければ行政事務を行うことが不可能であ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14114
（株）ビジネスサービス
八戸市根城９－５－３

電子計算機借上(その
３)(電子計算機PC-
VY20FDGER 12台、
PC-VY20FDGER 4台)

八戸港湾・空港整備事
務所長　土屋安吉　青
森県八戸市沼館４－３
－１９

H17.4.1 1,344,672

（株）ビジネスサービスとの間で締結している電子計
算機借上(その３)(電子計算機PC-VY20FDGER 12
台、PC-VY20FDGER 4台)については、各課の集
計・計算業務の一部自動化及び各課のデータの共
用並びに保存の推進のために借上するものであ
る。当所の電子計算機は平成１７年　２月から１６台
を㈱ビジネスサービス八戸支店より借上ており、今
年度も引き続き契約することが機械の操作及び付
属品の有効利用等から得策、かつ経済的であり、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14115
（株）ビジネスサービス
八戸市根城９－５－３

電子計算機借上(その
２)(電子計算機PC-
VA22SSAEZH 20台、
PC-VA73HBHZH 1台)

八戸港湾・空港整備事
務所長　土屋安吉　青
森県八戸市沼館４－３
－１９

H17.4.1 2,948,400

（株）ビジネスサービスとの間で締結している電子計
算機借上(その２)(電子計算機PC-VA22SSAEZH 20
台、PC-VA73HBHZH 1台)については、各課の集
計・計算業務の一部自動化及び各課のデータの共
用並びに保存の推進のために借上するものであ
る。当所の電子計算機は平成１５年　７月から２１台
を㈱ビジネスサービス八戸支店より借り上げてお
り、今年度も引き続き契約することが機械の操作及
び付属品の有効利用等から得策、かつ経済的であ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり

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

14116
青森リコー（株）
八戸市石堂３－１６－２

複写機賃貸借及び保
守(その２)(複写機
imagio Neo751 1台、
imagio Neo601 2台)

八戸港湾・空港整備事
務所長　土屋安吉　青
森県八戸市沼館４－３
－１９

H17.4.1 1,348,636

青森リコー（株）との間で締結している複写機賃貸
借及び保守(その２)(複写機imagio Neo751 1台、
imagio Neo601 2台)については、各種業務資料作
成にあたり業務の能率化及び省力化をはかるため
に賃貸借及び保守契約するものである。当所の複
写機は平成１５年７月から青森リコー㈱八戸営業所
より賃貸借及び保守契約しており、引き続き契約す
ることが機械の操作及び付属品の有効利用等から
得策、かつ経済的であり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

14117
青森リコー（株）
八戸市石堂３－１６－２

電子計算機借上(電子
計算機PC-
VA20SAEEG 10台、
PC-MA20VMZEA 4台
他)

八戸港湾・空港整備事
務所長　土屋安吉　青
森県八戸市沼館４－３
－１９

H17.4.1 1,852,200

青森リコー（株）との間で締結している電子計算機
借上(電子計算機PC-VA20SAEEG 10台、PC-
MA20VMZEA 4台　他)については、各課の集計・計
算業務の一部自動化及び各課のデータの共用並
びに保存の推進のために借上するものである。当
所の電子計算機は平成１4年１０月から１４台を青
森リコー(株)八戸営業所より借上ており、今年度も
引き続き契約することが機械の操作及び付属品の
有効利用等から得策、かつ経済的であり、競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

14118
（株）テクノル
八戸市大字廿三日町２

複写機賃貸借及び保
守(その４)(複写機
DocuCentreColor160C
PDF 1台)

八戸港湾・空港整備事
務所長　土屋安吉　青
森県八戸市沼館４－３
－１９

H17.4.1 1,099,486

（株）テクノルとの間で締結している複写機賃貸借
及び保守(その４)(複写機
DocuCentreColor160CPDF 1台)については、各種
業務資料作成にあたり業務の能率化及び省力化を
はかるために賃貸借及び保守契約するものであ
る。当所第一建設管理官室の複写機は平成１６年
７月から（株）テクノルより賃貸借しており、引き続き
契約することが機械の操作及び付属品の有効利用
等から得策、かつ経済的であり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14119
青森県知事
青森市長島１－１－１

土地借上料(1,800㎡)

八戸港湾・空港整備事
務所長　土屋安吉　青
森県八戸市沼館４－３
－１９

H17.4.1 1,238,432

青森県知事との間で締結している土地借上料
(1,800㎡)については、八戸港湾・空港整備事務所
工事課の庁舎敷地に使用する土地を借上げるもの
である。以前よりこの土地を使用し現場監督業務等
を行ってきているものであり、また、場所が限定され
ることにより、供給者が一に特定されるとしている賃
貸借契約等であって当該場所でなければ行政事務
を行うことが不可能であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14120

八戸県土整備事務所八
戸港管理所長
八戸市大字河原木字北
沼１－１３１

土地借上料(6,597.468
㎡)

八戸港湾・空港整備事
務所長　土屋安吉　青
森県八戸市沼館４－３
－１９

H17.4.1 1,633,136

八戸県土整備事務所八戸港管理所長との間で締
結している土地借上料(6,597.468㎡)については、八
戸港外港地区防波堤(第二中央)外の整備に使用す
る消波ブロックの製作・仮置工事に使用する土地を
借上げるものである。本工事を効率的に施工する
為にはこの土地を使用するのが 適であり、また、
場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ行政事務を行うことが不可能であり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14121
東北綜合警備保障（株）
秋田県秋田市卸町４－
９－２

秋田港湾事務所警備
保障（Ｂ地区巡回機械
警備）

秋田港湾事務所長　笹
山　博　秋田県秋田市
土崎港西１－１－４９

H17.4.1 1,282,176

東北綜合警備保障（株）との間で締結している秋田
港湾事務所警備保障（Ｂ地区巡回機械警備）につ
いては、Ｂ地区の建物等の警備を行うものである。
本警備の実施にあたっては、当該地区を熟知し、異
常事態発生時には的確に事態の確認、連絡、警備
の強化を行う事が必要である。また、当該地区は事
務所庁舎（Ａ地区）と隣接しており、異常事態発生時
の警備対応上、同一業者で警備を行う事が不可決
である。東北綜合警備保障株式会社秋田支社は、
永年にわたり当該地区の警備を行っており、建物等
を熟知しているとともに、庁舎（Ａ地区）の機械警備
も行っていることから、二地区を合わせて警備でき
る唯一の業者であり、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14122
協同リース（株）
岩手県盛岡市大通１－
２－１

秋田港・能代港パーソ
ナルコンピュータ賃貸
借（その１）

秋田港湾事務所長　笹
山　博　秋田県秋田市
土崎港西１－１－４９

H17.4.1 1,887,480

協同リース（株）との間で締結している秋田港・能代
港パーソナルコンピュータ賃貸借（その１）について
は、当事務所における工事計画の作成、調査・測量
デ－タの解析及び種々の業務処理等の円滑化、迅
速化を図り、多様化、高度化する業務に対処するた
め平成１５年度に賃貸借契約を開始したものであ
る。本パーソナルコンピュータには、この間に作成し
た独自開発プログラムやユーザ登録文字及び辞書
等が既に入力されており同一機種・同一ソフトで
あっても本機械及びソフト以外これらを使用すること
ができないこともあり、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

14123
富士ゼロックス（株）
秋田県秋田市山王２－
１－５４

複写機賃貸貸借（その
２）

秋田港湾事務所長　笹
山　博　秋田県秋田市
土崎港西１－１－４９

H17.4.1 5,827,024

富士ゼロックス（株）との間で締結している複写機賃
貸貸借（その２）については、当局が必要とする機
能条件以上を有する機種による指名競争の結果、
平成１６年８月１日から使用してきたものである。平
成１７年度においても、業務上必要とするが当該機
器で十分であることから、当該機器を上記業者と継
続して１２ヶ月賃貸借契約することが経済的かつ業
務処理上得策であり、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

単価契約、賃貸借
25,000円、29,000円,
保守料黒モード
5,000枚まで１枚5.87
円、10,000枚まで
5.03円,15,000枚まで
4.62円,15,001枚目
以上１枚につき4.20
円

14124
富士ゼロックス（株）
秋田県秋田市山王２－
１－５４

複写機賃貸貸借（その
１）

秋田港湾事務所長　笹
山　博　秋田県秋田市
土崎港西１－１－４９

H17.4.1 1,181,466

富士ゼロックス（株）との間で締結している複写機賃
貸貸借（その１）については、当局が必要とする機
能条件以上を有する機種による指名競争の結果、
平成１５年１０月１日から使用してきたものである。
平成１７年度においても、業務上必要とするが当該
機器で十分であることから、当該機器を上記業者と
継続して１２ヶ月賃貸借契約することが経済的かつ
業務処理上得策であり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

単価契約、賃貸借
59,670円、保守料
15,000枚まで１枚
5.03円,25,000枚まで
1枚4.20円,40,000枚
まで１枚3.78
円,40,001枚以上１
枚3.36円

14125
秋田県知事
秋田県秋田市山王４－
４－１

港湾施設用地使用料
秋田港湾事務所長　笹
山　博　秋田県秋田市
土崎港西１－１－４９

H17.4.1 9,671,148

秋田県知事との間で締結している港湾施設用地使
用料については、秋田県所有の港湾施設用地を、
本事務所の庁舎の敷地、寮の敷地及び作業用地と
して使用するものである。庁舎敷地は昭和４０年、
寮敷地は昭和４２年、作業用地は昭和４３年より当
該用地を使用していること、また、場所が限定され
ることにより、供給者が一に特定されるとしている賃
貸借契約等であって当該場所でなければ行政事務
を行うことが不可能であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14126
秋田県知事
秋田県秋田市山王４－
４－１

港湾施設使用料
秋田港湾事務所長　笹
山　博　秋田県秋田市
土崎港西１－１－４９

H17.4.1 1,367,153

秋田県知事との間で締結している港湾施設使用料
については、秋田県所有の港湾施設用地を、能代
事務所の庁舎敷地、波浪観測装置用ケーブルの埋
設用地、ブロック仮置き場用地、鋼矢板仮置き場用
地として使用するものである。庁舎用地は昭和５７
年、波浪観測装置用ケーブルの埋設用地は平成１
５年、ブロック仮置き場用地は平成１５年より当該用
地を使用しており、平成１７年度も引き続き使用す
ることから、秋田県知事と随意契約するものであ
る。また、鋼矢板の仮置き場用地については、当事
務所発注の能代港潜堤築造工事の関係上、当該
用地しかないものであり、また、場所が限定される
ことにより、供給者が一に特定されるとしている賃
貸借契約等であって当該場所でなければ行政事務
を行うことが不可能であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14127
宮城ゼロックス（株）
仙台市青葉区五橋１－
１－２３

サーバ外賃貸借

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

H17.4.1 2,517,480

富士ゼロックス（株）との間で締結しているサーバ外
賃貸借については、沿岸域の全国的な情報ネット
ワーク整備を推進する方策の一環として構築を進
めている「海域環境情報提供システム」を一般公開
するためのサーバ外機器を仙台港湾空港技術調
査事務所から、ネットワーク及びシステムの一元管
理もとである東北地方整備局港湾空港部へ移設す
るものである。本業務の遂行にあたっては、サーバ
外機器へ支障・不具合を発生させることなく、作業
を行うことが必要不可欠である。宮城ゼロックス株
式会社は、平成１６年度から設置している「サーバ
外賃貸借」の契約相手方であり、設置環境及び機
器の性能を熟知していることから、本業務を も的
確かつ円滑に実施することが可能で、業務を遂行
する上で必要な条件を満たす唯一の者であり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14128

日本エヌ・ユー・エス
（株）
東京都港区海岸３－９
－１５

流速計外賃貸借

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

H17.4.1 10,447,500

日本エヌ・ユー・エス（株）との間で締結している流
速計外賃貸借については、「閉鎖性湾域における
水質改善技術の開発」の一環として実施している負
圧利用型海水交換装置の内・外部の計測と周辺海
域の水質データを取得するための流速計外観測機
器を賃貸借するものである。本業務の遂行にあたっ
ては、本観測機器を使用して観測データを取得し、
平成１６年度から実施してきた実証実験での観測値
と整合性を図ることが必要不可欠である。日本エ
ヌ・ユ－・エス株式会社は、平成１６年度より実施し
てきた実証実験に関わる流速計外観測機器を保有
しており、機器の性能を熟知しているとともに、同一
の機器を使用してデータを取得することにより、平
成１６年度から実施してきた観測値と整合性を図れ
ることから、本業務を も効率的、効果的に実施す
ることが可能であり、業務を遂行する上で必要な条
件を満たす唯一の者であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14129
富士ゼロックス（株）
仙台市青葉区五橋１－
１－２３

複写機保守

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

H17.4.1 4,253,993

富士ゼロックス（株）との間で締結している複写機保
守については、事務の敏速をはかり効率的な複写
を維持するために複写機の保守及び必要な消耗品
の供給を行うものである。当所に設置してある複写
機は、富士ゼロックス社製の機器であり、当該業務
を履行しうる唯一の者であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

単価契約
DocucentreColor50
0CPDA黒ﾓｰﾄﾞ5,000
枚まで、5.46円
10,000枚まで4.64
円、15,000枚まで
4.22円、15,001枚以
上3.81円　外



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14130
リコー東北（株）
仙台市青葉区五橋１－
５－３

パーソナルコンピュー
タ外賃貸借等

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

H17.4.1 3,437,583

リコー東北（株）との間で締結しているパーソナルコ
ンピュータ外賃貸借等については、業務量の増大と
多様化する業務の省力化を図るため、賃貸借契約
するものであるが、機器導入の選択にあたり種々
調査し操作性等の点から、別紙仕様書の機器が
も当所の要望を満たすものと決定され、平成１４年
度から設置されているものである。従って、今般継
続賃貸借契約することについての価格における有
利性は言うまでもなく、また、新たに機種を入れ替
えることによる付属品等の交換に要する費用負担
や、更に仕様用件等を熟知している点等を含め有
利であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度に一般
競争入札を行い
次年度以降は、
国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）

14131
富士ゼロックス（株）
仙台市青葉区五橋１－
１－２３

複写機賃貸借

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

H17.4.1 2,467,080

富士ゼロックス（株）との間で締結している複写機賃
貸借については、業務量の増大と多様化する業務
の省力化を図るため、賃貸借契約するものである
が、機器導入の選択にあたり種々調査し操作性等
の点から、別紙仕様書の機器が も当所の要望を
満たすものと決定され、平成１５年度から設置され
ているものである。従って、今般継続賃貸借契約す
ることについての価格における有利性は言う　まで
もなく、また、新たに機種を入れ替えることによる付
属品等の交換に要する費用負担や、更に仕様用件
等を熟知している点等を含め、富士ゼロックス株式
会社と契約することが当所に有利であり、競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度に一般
競争入札を行い
次年度以降は、
国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）

14132
佐藤商事（株）
名古屋市北区清水４－
１２－１４

八戸港外強震計点検
調整業務

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

H17.4.1 1,417,500

佐藤商事（株）との間で締結している八戸港外強震
計点検調整業務については、八戸港、釜石港、仙
台塩釜港、相馬港に強震観測のため設置されてい
るメモリーカード式強震計（ＥＲＳ－Ｇ型）の点検調
整を行うものである。本メモリーカード式強震計は、
振動技研株式会社の製品であるが、振動技研株式
会社の廃業に伴い、佐藤商事（株）が本装置に関し
ての唯一のサービス会社となっている。佐藤商事
（株）は、本装置について熟知している技術者を有
し、過去においても管内で行った点検調整に従事し
ているため、適正な業務の遂行ができる唯一の者
であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に
一般競争入札に
移行）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14133
大和情報サービス（株）
東京都台東区上野７－
１４－４

東北地方整備局仙台
港湾空港技術調査事
務所庁舎借上

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

H17.4.1 41,441,400

大和情報サービス（株）との間で締結している東北
地方整備局仙台港湾空港技術調査事務所庁舎借
上については、東北地方整備局仙台港湾空港技術
調査事務所が業務を行うための庁舎として、大和
情報サービス株式会社より借上するものである。当
該物件は平成１３年１月６日に東北地方整備局仙
台港湾空港技術調査事務所が発足して以来、庁舎
として借上げてきた、ものであるが、現在においても
仙台市内には適した国有施設がないことから、民間
所有の貸ビルにより対処しなければならない。ま
た、本件とは別に新たな物件を借上げた場合は、新
たに莫大な移転費用を要するため、経済性から得
策ではない。また、場所が限定されることにより、供
給者が一に特定されるとしている賃貸借契約等で
あって当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であり、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14134
大和情報サービス（株）
東京都台東区上野７－
１４－４

庁舎清掃業務

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

H17.4.1 3,160,332

大和情報サービス（株）との間で締結している庁舎
清掃については、当局が庁舎として借り上げている
ロイメント仙台ビルの賃貸借室内の清掃を行うもの
である。当該契約については、ビルの管理上、同社
に一元的に委託することが庁舎の賃貸借契約書で
決められており、庁舎の賃貸借の調達と不可分な
関係にあることから、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14135

特定非営利活動法人極
楽鳥海人
山形県飽海郡遊佐町大
字小原田字道ノ下５番
地の１１

総合学習支援検討調
査

酒田港湾事務所長　梅
沢信敏　山形県酒田市
光ヶ丘５－２０－１７

H17.4.25 7,098,000

特定非営利活動法人極楽鳥海人との間で締結して
いる総合学習支援検討調査については、自然環境
に関する知識と知見はもとより、地域活動の経験と
情報を有していることが必要である。酒田市では地
域住民の環境に関する関心は極めて高く、さらに環
境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推
進に関する法律（環境保全活動・環境教育推進法）
が施行されたこともあり、酒田港の整備にあたって
は、地域の方々に積極的な情報の提供を行うなど
幅広い理解を求めていくことが必要になっている。
特定非営利活動法人極楽鳥海人は、鳥海山を中心
とする一体的な地域において、環境の保全を図る
活動や子供の健全育成を図る活動などを目的とし
て設立された法人である。当該法人は、酒田港周
辺の自然環境や生態系など多方面の分野に精通し
た専門家を有しており、平成１６年度に実施した「総
合学習支援検討調査」に於いても、法人各取得前
の当団体が自然体験学習の講師として指導した実
績もある。また、当法人に所属している専門家が、
これまでも地元の自治体などを対象として活動カリ
キュラムの検討を行い、自然体験活動を実施してい
る。以上により当該法人は、地域の資源である自然
を 大限に活用した「総合的な学習の時間」のプロ
グラム策定を行い、関係市町村や地元住民などと
幅広い連携体制を構築できる唯一の団体であり、
競争を許さないため。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14136
川口印刷工業（株）
岩手県盛岡市羽場１０
－１－２

港湾空港部広報誌作
成業務

東北地方整備局副局長
成瀬　進　宮城県仙台
市青葉区花京院１－１
－２０

H17.4.28 13,965,000

川口印刷工業（株）との間で締結している港湾空港
部広報誌作成業務については、港湾所在の市町
村・住民、立地企業、港湾管理者、関係団体、港湾
利用者、荷主等や内陸地域の一般市民を対象に、
港湾に関する興味深い情報を提供することによって
港湾整備に対する関心を高めるとともに、港湾を建
設する側と利用する側の双方向のコミュニケーショ
ンを図り、直轄事業の推進の一助となることを目的
として、東北管内の港湾及び空港を地域の諸情報
も含めて紹介する広報誌の作成を行うものである。
川口印刷工業株式会社は、本業務実施に係るプロ
ポーサル方式により提出された提案書を特定業者
選定委員会において評価検討した結果、担当者の
専門技術力・ヒアリング・実施方針、実施フロー、工
程・特定テーマに対する技術提案の面から、本業務
の実施に も適した業者であり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度から一
般競争入札に移
行）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14137
川崎地質（株）
宮城県仙台市宮城野区
榴岡３ｰ４ｰ１６

仙台塩釜港仙台港区
中野地区土質調査

塩釜港湾・空港整備事
務所長　小平田浩司
宮城県多賀城市明月１
－４－６

H17.5.31 12,757,500 予算決算及び会計令第９９条の２ 見直しの余地あり 競争入札に移行

14138
（株）福山コンサルタント
宮城県仙台市青葉区二
日町１３番１７号

秋田港交通量推計業
務

秋田港湾事務所長　笹
山　博　秋田県秋田市
土崎港西１－１－４９

H17.6.16 1,575,000

（株）福山コンサルタントとの間で締結している秋田
港交通量推計業務については、臨港部等における
一般都市交通及び港湾発生交通の交通量推計並
びに費用対効果の算定を行うものである。本業務を
的確かつ円滑に行うためには、交通量の推計方法
等の熟知に加え、豊富な経験と広範な情報収集能
力を必要とし、臨港地区以外の交通量との整合性
を図る必要がある。株式会社福山コンサルタント
は、各種交通実態調査を始め豊富な経験を有し、
推計方法も熟知している。また、現在、秋田河川国
道事務所発注の交通量推計業務を受注しており、
秋田港を含む地域の交通量分布を網羅した１３次フ
レームを現在設定作業中である。１３次フレーム
は、現況の交通量調査を基に策定されるもので、交
通量の推計を行う時には、必ず必要なデータであ
り、推計を行うときの基礎となるものである。今回発
注業務は、この１３次フレームを使用して実施しな
ければならず、現時点で本業務を遂行できるのは、
株式会社福山コンサルタント以外にいない。また、
同社は、平成１０年度に当所が発注した秋田港臨
港道路基本条件調査の中で交通解析等を実施して
おり、当地区の交通量推計を熟知していることか
ら、本業務を も効率的、効果的に実施する事が
可能であり、業務を遂行する上で必要な条件を満た
す唯一の会社であり、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14139

八戸県土整備事務所八
戸港管理所長
八戸市大字河原木字北
沼１－１３１

土地借上料(6,597.468
㎡)

八戸港湾・空港整備事
務所長　土屋安吉　青
森県八戸市沼館４－３
－１９

H17.6.30 1,651,083

八戸県土整備事務所八戸港管理所長との間で締
結している土地借上料(6,597.468㎡)については、八
戸港外港地区防波堤(第二中央)外の整備に使用す
る消波ブロックの製作・仮置工事に使用する土地を
借上げるものである。本工事を効率的に施工する
為にはこの土地を使用するのが 適であり、また、
場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ行政事務を行うことが不可能であり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14140
（株）魁新報社
秋田県秋田市山王臨海
町１番１号

秋田港湾整備事業広
報業務

秋田港湾事務所長　笹
山　博　秋田県秋田市
土崎港西１－１－４９

H17.7.26 2,558,850

（株）魁新報社との間で締結している秋田港湾整備
事業広報業務については、近年、我が国と中国、韓
国、ロシア極東といった環日本海地域の諸国・地域
との国際物流の重要性が高まる中、秋田県さらに
は北東北３県と環日本海地域の諸国・地域とを結
ぶゲートウェイである秋田の港が、秋田の経済活動
を支える社会資本として、今後担うべき役割につい
て広く秋田県民に周知し、啓蒙を図るものである。
本業務の遂行に当たっては、広く秋田県民への広
報を目的としていることから、効果的にその目的を
達成する必要がある。㈱秋田魁新報社は、秋田県
で随一の発行部数を誇る新聞社であり、高い広報
効果が期待できるものであり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14141
（株）日立製作所
宮城県仙台市青葉区一
番町２－４－１

港湾空港部映像配信
システム構築

東北地方整備局副局長
成瀬　進　宮城県仙台
市青葉区花京院１－１
－２０

H17.8.5 3,675,000

（株）日立製作所との間で締結している港湾空港部
映像配信システム構築については、港湾空港部に
おける施工管理カメラ映像を災害対策時に二日町
庁舎災害対策室へ配信するため、映像配信システ
ムを構築するものである。
　現在、管内の施工管理カメラ映像は、平成１６年
度に株式会社日立製作所により構築された「拡張
港湾ＷＡＮ映像システム」により運用されており、映
像配信システムを構築するためには、「拡張港湾Ｗ
ＡＮ映像システム」を改良することが必須である。
　株式会社日立製作所は、既存システムを構築す
るに当たっての詳細な設定内容を熟知しているた
め、本業務の履行期間中における既存システムの
運用を妨げることなく作業を実施できるとともに、ト
ラブルに対して早急に対応が可能であり、本業務を
効率的に遂行することができる唯一の会社である。
また、国家の治安維持等の社会防衛の必要があ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14142

パシフィックコンサルタ
ンツ（株）
宮城県仙台市若林区新
寺１－４－５

空港の防災対応に係
る基礎調査

東北地方整備局副局長
成瀬　進　宮城県仙台
市青葉区花京院１－１
－２０

H17.8.19 6,615,000

パシフィックコンサルタンツ（株）との間で締結してい
る空港の防災対応に係る基礎調査については、近
年、各地で頻発する地震災害の発生に伴い、災害
時における交通ネットワークの確保が重要視され、
その防災機能の維持（強化）が望まれている状況の
中で、仙台空港をはじめとする管内空港の災害時、
特に震災時において空港を有効に活用するための
方策を検討し、テストケースとして仙台空港につい
て防災拠点としての適用可能性を調査し、今後の
防災計画の基礎資料とするものである。
同社は、「建設コンサルタント等選定委員会」におい
て評価基準に則り評価検討した結果、本業務の実
施に も適した業者と認められた者であり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１７年度から企
画競争を実施）

14143
大船渡地方振興局
岩手県大船渡市猪川町
字前田６－１

大船渡港港湾施設使
用料

釜石港湾事務所長　三
井道雅　岩手県釜石市
港町２－７－２７

H17.8.31 1,151,498

大船渡地方振興局との間で締結している大船渡港
港湾施設使用料については、大船渡港整備におい
て使用するＬ型ブロックを製作・仮置する用地を借り
上げるものである。岩手県が所有する当該土地は、
大船渡港整備を行う上で、経済性、効率性において

も優れた土地であり、また、場所が限定されるこ
とにより、供給者が一に特定されるとしている賃貸
借契約等であって当該場所でなければ行政事務を
行うことが不可能であり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14144

特定非営利活動法人
極楽鳥海人山形県飽海
郡遊佐町大字小原田道
ノ下５－１１

みなとの特性を活かし
た市民参加による交流
空間創出調査

東北地方整備局副局長
成瀬　進　宮城県仙台
市青葉区花京院１－１
－２０

H17.9.6 6,209,000

特定非営利活動法人極楽鳥海人との間で締結して
いるみなとの特性を活かした市民参加による交流
空間創出調査については、内閣官房都市再生本部
事務局が全国都市再生モデル調査として支援する
ため、対象となる提案の募集を行った中から、当該
法人が提案した本業務が選定されたものであり、契
約の相手方が特定され競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１８年度から企
画競争を実施）

14145
青森県知事
青森県青森市長島１－
１－１

平成１７年度八戸港直
轄事業施行に伴う漁業
権等先行補償費相当
額

東北地方整備局副局長
成瀬　進　宮城県仙台
市青葉区花京院１－１
－２０

H17.9.22 5,360,562

八戸港直轄事業施行に伴う漁業権等先行補償に
係る協定締結に伴うものであり、また、法令、条約、
閣議決定、地方公共団体との取り決め等明確な根
拠に基づき契約の相手方が特定されるものであり、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14146
岩手県知事
岩手県盛岡市内丸１０
－１

平成１７年度久慈港直
轄事業施行に伴う漁業
権等先行補償費相当
額

東北地方整備局副局長
成瀬　進　宮城県仙台
市青葉区花京院１－１
－２０

H17.9.22 15,588,368

久慈港直轄事業施行に伴う漁業権等先行補償に
係る協定締結に伴い、補償費相当額を支払うもの
であり、また、法令、条約、閣議決定、地方公共団
体との取り決め等明確な根拠に基づき契約の相手
方が特定されるものであり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14147
岩手県知事
岩手県盛岡市内丸１０
－１

平成１７年度宮古港直
轄事業施行に伴う漁業
権等先行補償費相当
額

東北地方整備局副局長
成瀬　進　宮城県仙台
市青葉区花京院１－１
－２０

H17.9.22 5,079,682

宮古港直轄事業施行に伴う漁業権等先行補償に
係る協定締結に伴い、補償費相当額を支払うもの
であり、また、法令、条約、閣議決定、地方公共団
体との取り決め等明確な根拠に基づき契約の相手
方が特定されるものであり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14148
岩手県知事
岩手県盛岡市内丸１０
－１

平成１７年度大船渡港
直轄事業施行に伴う漁
業権等先行補償費相
当額

東北地方整備局副局長
成瀬　進　宮城県仙台
市青葉区花京院１－１
－２０

H17.9.22 2,526,927

大船渡港直轄事業施行に伴う漁業権等先行補償
に係る協定締結に伴い、補償費相当額を支払うも
のであり、また、法令、条約、閣議決定、地方公共
団体との取り決め等明確な根拠に基づき契約の相
手方が特定されるものであり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14149
（株）カイジョーソニック
仙台市泉区泉中央１－
２３－４

八戸港気象海象観測
装置修理

八戸港湾・空港整備事
務所長　土屋安吉　青
森県八戸市沼館４－３
－１９

H17.9.22 2,205,000

（株）カイジョーソニックとの間で締結している波高
波向観測装置においては、近年、既存ストックの有
効活用における国有港湾施設の点検診断の実施
や大規模地震による津波の防災対策など危機管理
への要請の高まりから、ナウファスの観測データ収
集をリアルタイム化し、港湾整備における一層高度
な施工管理に資するもの、及びインターネットにより
台風時等の波高等の防災情報として公開できる波
高波向観測装置の改良・修理等を実施するもので
あるが、実施にあたっては波高、波向を一体的に観
測でき、得られたデータをインターネットで公開する
という観点から、波高、波向を一体的に観測できる
とともに、同時に潮位、風向、風速、気圧の観測も
できること、波高周期のほか、波浪の方向スペクト
ルを同時に算出することができること、同一地点の
長期観測ができることという特徴を有する海象計を
使う必要がある。しかしながらこの特徴を有する海
象計は同社のものしかなく、特許を保有しているこ
とから、他の者では改良。修理等を行うことができ
ない。よって特許権、著作権に関わる技術、機器、
設備又はシステム等を用いる必要があり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14150
（株）カイジョーソニック
東京都羽村市栄町３－
１－５

青森港外波浪データ
伝送装置改良

東北地方整備局副局長
成瀬　進　宮城県仙台
市青葉区花京院１－１
－２０

H17.9.29 44,625,000

（株）カイジョーソニックとの間で締結している波高
波向観測装置においては、近年、既存ストックの有
効活用における国有港湾施設の点検診断の実施
や大規模地震による津波の防災対策など危機管理
への要請の高まりから、ナウファスの観測データ収
集をリアルタイム化し、港湾整備における一層高度
な施工管理に資するもの、及びインターネットにより
台風時等の波高等の防災情報として公開できる波
高波向観測装置の改良・修理等を実施するもので
あるが、実施にあたっては波高、波向を一体的に観
測でき、得られたデータをインターネットで公開する
という観点から、波高、波向を一体的に観測できる
とともに、同時に潮位、風向、風速、気圧の観測も
できること、波高周期のほか、波浪の方向スペクト
ルを同時に算出することができること、同一地点の
長期観測ができることという特徴を有する海象計を
使う必要がある。しかしながらこの特徴を有する海
象計は同社のものしかなく、特許を保有しているこ
とから、他の者では改良。修理等を行うことができ
ない。よって特許権、著作権に関わる技術、機器、
設備又はシステム等を用いる必要があり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14151
（株）カイジョーソニック
仙台市泉区泉中央１－
２３－４

青森港外波浪データ
伝送装置改良

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

H17.9.29 44,625,000

（株）カイジョーソニックとの間で締結している波高
波向観測装置においては、近年、既存ストックの有
効活用における国有港湾施設の点検診断の実施
や大規模地震による津波の防災対策など危機管理
への要請の高まりから、ナウファスの観測データ収
集をリアルタイム化し、港湾整備における一層高度
な施工管理に資するもの、及びインターネットにより
台風時等の波高等の防災情報として公開できる波
高波向観測装置の改良・修理等を実施するもので
あるが、実施にあたっては波高、波向を一体的に観
測でき、得られたデータをインターネットで公開する
という観点から、波高、波向を一体的に観測できる
とともに、同時に潮位、風向、風速、気圧の観測も
できること、波高周期のほか、波浪の方向スペクト
ルを同時に算出することができること、同一地点の
長期観測ができることという特徴を有する海象計を
使う必要がある。しかしながらこの特徴を有する海
象計は同社のものしかなく、特許を保有しているこ
とから、他の者では改良。修理等を行うことができ
ない。よって特許権、著作権に関わる技術、機器、
設備又はシステム等を用いる必要があり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14152
（財）公務研修協議会
東京都港区新橋４ー２５
－４

新たな業務展開に対
応した管理職研修の
検討業務

東北地方整備局副局長
成瀬　進　宮城県仙台
市青葉区花京院１－１
－２０

H17.10.17 1,979,250

（財）公務研修協議会との間で締結している新たな
業務展開に対応した管理職研修の検討業務は、東
北地方整備局港湾空港関係組織を支える管理職
の能力アップを目指して、より効果的かつ実際的な
研修を実施するための研修カリキュラムを検討する
とともに、研修を実施し、その評価を行うことにより
今後の研修のあり方について検討を行うものであ
る。本業務の遂行にあたっては、研修の企画・立
案・実施能力はもとより、国土交通省以外の他機関
も含めた多様な研修に関する幅広い知見と情報を
有することが不可欠である。（財）公務研修協議会
は、昭和２７年に国、地方公共団体、特殊法人等の
研修機関が、相互の連携を図るとともに研修に関
する研究を行うことを目的として設立された「公務研
修協議会」が昭和５８年４月に財団法人として改組
された機関であり、「公務及びその他の研修関係機
関相互の連携協力の推進、研修に関する調査研究
等を行い、もって研修の充実、発展を図り、我が国
における人材の育成に寄与すること」を目的として
各種事業を実施している。さらに同法人は、平成１４
年度「新たな業務展開への対応に関する検討調
査」で東北地方整備局におけるモデル的な管理職
研修課目を検討し、急激な経済社会情勢の変化に
対応した研修の実施を提言するなど、多くの優秀な
業績を納めており、本業務を も効率的・効果的に
実施することが可能であり、業務を遂行する上で必
要な条件を満たす唯一の機関であり、他団体との
取り決め等明確な根拠に基づき契約の相手方が特
定されるものであり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14153
（株）カイジョーソニック
宮城県仙台市泉区中央
一丁目２３番地の４

秋田港波浪観測装置
修理

秋田港湾事務所長　酒
井浩二　秋田県秋田市
土崎港西１－１－４９

H17.10.25 3,150,000

（株）カイジョーソニックとの間で締結している波高
波向観測装置においては、近年、既存ストックの有
効活用における国有港湾施設の点検診断の実施
や大規模地震による津波の防災対策など危機管理
への要請の高まりから、ナウファスの観測データ収
集をリアルタイム化し、港湾整備における一層高度
な施工管理に資するもの、及びインターネットにより
台風時等の波高等の防災情報として公開できる波
高波向観測装置の改良・修理等を実施するもので
あるが、実施にあたっては波高、波向を一体的に観
測でき、得られたデータをインターネットで公開する
という観点から、波高、波向を一体的に観測できる
とともに、同時に潮位、風向、風速、気圧の観測も
できること、波高周期のほか、波浪の方向スペクト
ルを同時に算出することができること、同一地点の
長期観測ができることという特徴を有する海象計を
使う必要がある。しかしながらこの特徴を有する海
象計は同社のものしかなく、特許を保有しているこ
とから、他の者では改良。修理等を行うことができ
ない。よって特許権、著作権に関わる技術、機器、
設備又はシステム等を用いる必要があり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14154

（株）八戸港貿易セン
ター
青森県八戸市豊洲３－
９

みなとの特性を活かし
た市民参加による交流
空間創出調査（その２）

東北地方整備局副局長
成瀬　進　宮城県仙台
市青葉区花京院１－１
－２０

H17.10.28 6,209,000

（株）八戸港貿易センターとの間で締結しているみ
なとの特性を活かした市民参加による交流空間創
出調査（その２）については、地域の創意工夫を重
視し、全国のモデルとなりうる先導的な取り組みを
全国的に掘り起こしつつ行うこととされている。平成
１６年４月１３日に開催された都市再生本部会合に
おいて「全国都市再生のための緊急措置」の幅広
い展開に資するために、地域が自ら考え行動する
都市再生活動のモデル調査（以下「モデル調査」と
いう）を実施することが決定された。
　本調査に応募した（株）八戸港貿易センターは、八
戸港の貿易促進等を通じ、八戸地域で新たなサー
ビスやビジネス創出等を進めている第三セクターで
あり、今回、八戸市の推薦を受けて同社が応募した
調査は、都市再生本部事務局において「モデル調
査」として選定されたものである。
　また、この調査はみなとまち八戸の活気、賑わい
を取り戻すために地域が自ら取り組むものであり、
ポートアイランドの新たな活用について、人的交流
の場の創出等を行い、港湾再生・地域経済活性化
を基本とした都市再生のあり方を検討することによ
り、新しい「みなとまちづくり」についてまとめるもの
であることから、全国的なモデルとなりうるものであ
る。
　このように本調査は、「地域が自ら考え、自ら行動
する」都市再生活動の一環として行われることか
ら、調査の提案団体である（株）八戸港貿易セン
ターに委託して行うことが必要不可欠であり、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14155

特定非営利活動法人小
名浜まちづくり市民会
議
福島県いわき市小名浜
本町１１－１

小名浜港活性化調査
小名浜港湾事務所長滝
澤裕福島県いわき市小
名浜字栄町65

H17.11.18 4,000,500

特定非営利活動法人小名浜まちづくり市民会議と
の間で締結している小名浜港活性化調査について
は、地域全体を総括できる立場でありかつ地域に
特化した情報を保持していること、また、実際にまち
づくり活動を実践するなど港とまちを総括的に備え
たまちづくりに精通している必要がある。同法人は
平成１６年度に「みなとまちづくり」及び「小名浜港活
性化調査」を実施しており、アクアマリンパーク倉庫
地区のライトアップや、アクアマリンパークなどの観
光客を対象にした動向調査、賑わい空間の創出の
ための倉庫地区の具体的利用案を策定するなど、
その内容も優秀であることから、本業務の目的意義
を十分理解し、円滑かつ適正に遂行できる唯一の
組織であり、競争を許さないため。（会計法２９条の
３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14156
宮城県知事
宮城県仙台市青葉区本
町３－８－１

宮城県における津波
防災対策検討調査

東北地方整備局副局長
成瀬　進　宮城県仙台
市青葉区花京院１－１
－２０

H17.12.15 9,765,000

宮城県知事との間で締結している宮城県における
津波防災対策検討調査については、国土施策創発
調査による「津波に強い東北の地域づくり検討調
査」として、当局、宮城県、岩手県により連携し調査
を行うもので、沖合津波・波浪観測網の構築による
津波観測情報を活用した、津波防災業務支援シス
テムの利用方策及び地域行政、防災担当者の役割
の検討を行うものである。
本業務委託を的確かつ円滑に行うためには、過去
に当該地域のシミュレーションを実施し、その所有
権を有するとともに、その内容を熟知している者に
よって行われなければならない。また、津波の予測
システムという、人命にかかわる防災システムを構
築することから、公正かつ中立的な立場で行わなけ
ればならない。
宮城県は平成１６年３月、第３次地震被害想定調査
を行い、その中で、県内沿岸全域の宮城県沖地震
（連動型）を想定した津波浸水域予測図を作成して
おり、そのシミュレーションプログラムを所有し、内
容を熟知している。また、有史以来、沿岸に多大な
津波被害を被った経験から、津波防災体制につい
ては沿岸自治体と連携して多くの防災対策を行って
おり、本業務を的確かつ円滑に行うことができる唯
一の機関であり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14157
（株）東建ジオテック
宮城県仙台市青葉区小
松島１丁目７番２０号

青森港油川地区防波
堤（第一北）外土質調
査

青森港湾事務所長小林
秀人青森県青森市本町
３ー６ー３４

H17.12.19 21,000,000 予算決算及び会計令第９９条の２ 見直しの余地あり 競争入札に移行



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
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及び数量
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（具体的かつ詳細に記載）

14158
岩手県知事
岩手県盛岡市内丸１０
－１

岩手県における津波
防災対策検討調査

東北地方整備局副局長
成瀬　進　宮城県仙台
市青葉区花京院１－１
－２０

H17.12.22 9,765,000

岩手県知事との間で締結している岩手県における
津波防災対策検討調査については、国土施策創発
調査による「津波に強い東北の地域づくり検討調
査」として、当局、宮城県、岩手県により連携し調査
を行うもので、沖合津波・波浪観測網の構築による
津波観測情報を活用した、津波防災業務支援シス
テムの利用方策及び住民・観光客等のより確実な
避難対策を検討するものである。
本業務委託を的確かつ円滑に行うためには、過去
に当該地域のシミュレーションを実施し、その所有
権を有するとともに、その内容を熟知している者に
よって行われなければならない。また、津波の予測
システムという、人命にかかわる防災システムを構
築することから、公正かつ中立的な立場で行わなけ
ればならない。
岩手県は平成１５年度から平成１６年度にかけて、
岩手県地震・津波シミュレーション及び被害想定調
査を行い、その中で、県内沿岸全域の明治２９年三
陸地震・昭和８年三陸地震・宮城県沖地震（連動
型）を想定した津波浸水域予測図を作成しており、
そのシミュレーションプログラムを所有し、内容を熟
知している。また、有史以来、沿岸に多大な津波被
害を被った経験から、津波防災体制については沿
岸自治体と連携して多くの防災対策を行っており、
本業務を的確かつ円滑に行うことができる唯一の
機関であり、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14159
（株）カイジョーソニック
仙台市泉区泉中央１－
２３－４

八戸港気象海象観測
装置取替修理

八戸港湾・空港整備事
務所長　土屋安吉　青
森県八戸市沼館４－３
－１９

H17.12.22 1,312,500

（株）カイジョーソニックとの間で締結している波高
波向観測装置においては、近年、既存ストックの有
効活用における国有港湾施設の点検診断の実施
や大規模地震による津波の防災対策など危機管理
への要請の高まりから、ナウファスの観測データ収
集をリアルタイム化し、港湾整備における一層高度
な施工管理に資するもの、及びインターネットにより
台風時等の波高等の防災情報として公開できる波
高波向観測装置の改良・修理等を実施するもので
あるが、実施にあたっては波高、波向を一体的に観
測でき、得られたデータをインターネットで公開する
という観点から、波高、波向を一体的に観測できる
とともに、同時に潮位、風向、風速、気圧の観測も
できること、波高周期のほか、波浪の方向スペクト
ルを同時に算出することができること、同一地点の
長期観測ができることという特徴を有する海象計を
使う必要がある。しかしながらこの特徴を有する海
象計は同社のものしかなく、特許を保有しているこ
とから、他の者では改良。修理等を行うことができ
ない。よって特許権、著作権に関わる技術、機器、
設備又はシステム等を用いる必要があり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14160
（株）テクノプラン
宮城県仙台市青葉区二
日町３番１０号

酒田港直轄施工管理
用カメラ検討調査

酒田港湾事務所長　浅
輪宇充　山形県酒田市
光ヶ丘５－２０－１７

H17.12.26 2,625,000 予算決算及び会計令第９９条の２ 見直しの余地あり 競争入札に移行

14161

八戸県土整備事務所八
戸港管理所長
八戸市大字河原木字北
沼１－１３１

土地借上料(4,310.92
㎡)

八戸港湾・空港整備事
務所長　土屋安吉　青
森県八戸市沼館４－３
－１９

H18.1.11 1,232,946

八戸県土整備事務所八戸港管理所長との間で締
結している土地借上料(4,310.92㎡)については、八
戸港外港地区防波堤(第二中央)の整備に使用する
被覆ブロックの製作・仮置工事に使用する土地を借
上げるものである。本工事を効率的に施工する為
にはこの土地を使用するのが 適であり、また、場
所が限定されることにより、供給者が一に特定され
るとしている賃貸借契約等であって当該場所でなけ
れば行政事務を行うことが不可能であり、競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14162
（株）企画集団ぷりずむ
青森県青森市長島二丁
目２４番２

青森港広報誌等作成
業務

青森港湾事務所長小林
秀人青森県青森市本町
３ー６ー３４

H18.1.17 6,552,000

（株）企画集団ぷりずむとの間で締結している青森
港広報誌等作成業務については、青森県全域にお
ける地方公共団体やNPO等の各種団体、一般個人
等を対象に青森県内で施行される国土交通省所管
の直轄事業の取り組み状況について幅広く広報を
行い、地域への行政情報を提供する一環として広
報誌及びホームページの作成を行うものである。本
業務の遂行にあたっては、地域における情報収集
能力等地域に根ざした豊富な知識が要求される。
本業務は、各種地域情報紙の出版等、本件と類似
した事例について数多くの経験と知識が豊富であ
り、県内の地域情報収集能力に優れているほか、
本広報誌(季刊年４回発行)は、現在、夏・秋・春号
の作成業務を青森河川国道事務所において契約し
ていることから、今般の冬号においても他号との掲
載内容の統一、同様の企画編集を行うことが必要
不可欠であり、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14163
（株）日立国際電気
宮城県仙台市青葉区中
央４－６－１

釜石港外防災監視装
置保守点検

釜石港湾事務所長　三
井道雅　岩手県釜石市
港町２－７－２７

H18.1.20 2,940,000

（株）日立国際電気との間で締結している釜石港外
防災監視装置保守点検については、釜石港及び久
慈港において津波等の防災対策のため設置してい
る防災監視装置の保守点検を行うものである。本
業務の実施にあたっては、防災監視装置の機器構
成やシステム構築に関する専門的な知識が必要不
可欠である。株式会社日立国際電気は、監視カメラ
システムを手がける映像情報通信システムメーカー
であり、平成７年度及び平成９年度に釜石港防災監
視装置を、平成１５年度に久慈港防災監視装置を
製作設置したメーカーである。また、平成１０年度以
降の保守点検、機器改良等も同社で行っており、本
施設のハード及びソフト全般にわたり熟知してい
る。以上のことから、株式会社日立国際電気以外に
本業務を実施しうるものはなく、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度から一
般競争入札に移
行）

14164
富士通（株）
宮城県仙台市青葉区一
番町２－３－２２

釜石港外防災情報設
備保守点検

釜石港湾事務所長　三
井道雅　岩手県釜石市
港町２－７－２７

H18.2.24 2,310,000

富士通（株）との間で締結している釜石港及び久慈
港において津波等の防災対策のため設置している
釜石港湾事務所防災情報設備、釜石港防災情報
表示盤及び久慈港防災情報表示盤の保守点検を
行うものである。本業務の実施にあたっては、当該
防災情報表示盤及び防災情報表示盤の機器、シス
テム及びソフトウェアの構成・内容について、熟知し
ていることが必要不可欠である。富士通株式会社
は、「災害対策室映像設備設置工事」（東北地方整
備局）を行う等、防災情報設備について施工した実
績を有している。また、平成１６年度には釜石港外
防災情報設備を製作設置したメーカーであり、当該
防災情報設備の機器、システム及びソフトウェアの
構成、内容の全般にわたり熟知している唯一のメー
カーであり、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度から一
般競争入札に移
行）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14165
（株）カイジョーソニック
仙台市泉区泉中央１－
２３－４

八戸港気象海象観測
装置点検調査

八戸港湾・空港整備事
務所長　土屋安吉　青
森県八戸市沼館４－３
－１９

H18.2.24 1,365,000

（株）カイジョーソニックとの間で締結している波高
波向観測装置においては、近年、既存ストックの有
効活用における国有港湾施設の点検診断の実施
や大規模地震による津波の防災対策など危機管理
への要請の高まりから、ナウファスの観測データ収
集をリアルタイム化し、港湾整備における一層高度
な施工管理に資するもの、及びインターネットにより
台風時等の波高等の防災情報として公開できる波
高波向観測装置の改良・修理等を実施するもので
あるが、実施にあたっては波高、波向を一体的に観
測でき、得られたデータをインターネットで公開する
という観点から、波高、波向を一体的に観測できる
とともに、同時に潮位、風向、風速、気圧の観測も
できること、波高周期のほか、波浪の方向スペクト
ルを同時に算出することができること、同一地点の
長期観測ができることという特徴を有する海象計を
使う必要がある。しかしながらこの特徴を有する海
象計は同社のものしかなく、特許を保有しているこ
とから、他の者では改良。修理等を行うことができ
ない。よって特許権、著作権に関わる技術、機器、
設備又はシステム等を用いる必要があり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14166
（株）山形新聞社
酒田市山居町１丁目５
番２１号

酒田港啓発記事掲載
酒田港湾事務所長　浅
輪宇充　山形県酒田市
光ヶ丘５－２０－１７

H18.3.23 1,260,000

（株）山形新聞社との間で締結している酒田港啓発
記事掲載については、酒田港長期構想の概要につ
いて山形県全域の方々へ情報発信することにより、
山形県の港湾である酒田港の将来像を広く県民へ
啓発することを目的として、山形新聞へ記事を掲載
するものである。株式会社山形新聞社は、山形県
内で随一の発行部数を誇る新聞社であり、広報効
果が大きく期待できるものであり、競争を許さないた
め。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14167
東京都　港湾局長
東京都新宿区西新宿２
－８－１

平成１７年度東京港臨
海道路Ⅱ期整備工事
委託

関東地方整備局副局長
中村　眞
横浜市中区北仲通５－
５７

H17.4.1 2,598,971,000

東京都港湾局長との間で締結している東京港臨海
道路Ⅱ期整備工事は、東京港の開発整備に伴う新
たな交通需要に対処するため、臨海部における港
湾物流の円滑化を図るとともに、都市部の慢性的
な交通混雑の緩和に寄与させ、物流コストの低減
や環境改善に資することを目的に計画されたもの
で、Ⅰ期事業である大田区城南島から中央防波堤
外側埋立地間約３．４ｋｍに引き続く、中央防波堤
外側埋立地から東京港第３航路を跨ぎ江東区若洲
に至る約４．６ｋｍの道路整備事業であり、平成２２
年度の完成を目指している。本事業の陸上部分は
東京都の廃棄物処分地となっていたことから、工事
実施にあたり、当該地の直接の管理者である東京
都と施工中に発生する汚水処理防止対策等の諸調
整を綿密に図りながら事業を進めていく必要があ
る。このため、本事業を円滑かつ効率的に進める観
点から、陸上部分に関しては、基本設計等の基本
的事項を国が行い、詳細設計及び工事の実施を東
京都に委託することを東京都との間で取り決めがな
されていることから他との競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14168
京浜急行電鉄（株）
東京都港区高輪２－２０
－２０

東京湾口航路事務所
庁舎借上

関東地方整備局副局長
中村　眞
横浜市中区北仲通５－
５７

H17.4.1 106,958,669

京浜急行電鉄（株）との間で締結している本件は、
東京湾口航路事務所の土地及び庁舎の借上を行う
ものである。借上物件は、当事務所の事業実施箇
所と事務所への連絡に利便性を有する場所である
ことや借上面積として適切な床面積を有しているこ
とが必須である。上記の条件をもとに借上庁舎とし
て適切な物件を調査したところ、当該法人所有の当
該物件以外に適切な物件が存在せず、また、平成
１４年度から継続して借上してきたものであることか
ら、他との競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14169
（株）海建
茨城県ひたちなか市阿
字ヶ浦町９５３番地

常陸那珂港ケーソン
ヤード施設管理運行業
務

関東地方整備局副局長
中村　眞
横浜市中区北仲通５－
５７

H17.4.1 73,290,000

（株）海建との間で締結している本業務は、常陸那
珂港東防波堤建設工事に使用するケーソンの移動
及び進水を行うものである。業務にて取り扱うケー
ソン移動装置（フルーズ）は、空気膜浮上方式を採
用した、世界に類をみない特殊な装置である。ま
た、ケーソン進水装置（ＤＣＬ）は、ケーソンを安全且
つ迅速に進水させるため、急速沈降を可能とする特
殊な機能を備えている。本官運行業務を遂行する
には、当該装置に関して専門的かつ高度な知識と
技術力が必要不可欠である。（株）海建は、これらを
安全円滑に管理運行する方法について熟知してお
り、当該装置や付属する機器の構造や性能、その
特異性について精通してることは勿論、ケーソン移
動・進水業務を多様な条件下において、その状況
変化を的確に把握し、当該装置の性能を発揮する
ための、豊富な知見と高度な技術力を有しているこ
とから他との競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14170

（株）東京テレポートセ
ンター
東京都江東区有明３－
１－２５

東京港湾事務所庁舎
借上

関東地方整備局副局長
中村　眞
横浜市中区北仲通５－
５７

H17.4.1 53,035,860

（株）東京テレポートセンターとの間で締結している
本件は、東京港湾事務所の庁舎の借上を行うもの
である。借上物件は、当事務所の事業実施箇所と
事務所への連絡に利便性を有する場所であること
や借上面積として適切な床面積を有していることが
必須である。上記の条件をもとに借上庁舎として適
切な物件を調査したところ、当該法人所有の当該物
件以外に適切な物件が存在せず、また、平成１４年
度から継続して借上してきたものであることから、他
との競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14171
空港施設（株）
東京都大田区羽田空港
１－６－５

東京空港整備事務所
分庁舎借上

関東地方整備局副局長
中村　眞
横浜市中区北仲通５－
５７

H17.4.1 39,445,428

空港施設（株）との間で締結している本件は、東京
空港整備事務所分庁舎の借上を行うものである。
借上物件は羽田空港内に位置していて、事務所と
の連絡に利便性がある場所であること、借上面積と
して適切な床面積を有していることが必須である。
上記の条件をもとに分庁舎として適切な物件を調査
したところ、空港施設（株）所有の当該物件以外に
適切な物件は存在せず、また平成１５年度から継続
借上してきたものであることから他社との競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14172
中央工営（株）
東京都大田区羽田４－
１６－１０

東京国際空港場周道
路等維持補修工事

東京空港整備事務所長
吉永　清人
東京都大田区羽田空港
３－３－１

H17.4.1 18,900,000

中央工営（株）との間で締結している本工事は、東
京国際空港内場周道路等の維持において突発的
に発生した事項に対し、空港内の供用をスムーズ
にするため作業員の確保、作業車両、機会の調達
等、緊急な対応が可能であり、また空港制限区域
内の構造・規制等を熟知し、空港の運用に支障をき
たすことなく作業を遂行できる者である必要があ
る。中央工営（株）は、当該地域での工事実績を数
多く有しており、東京国際空港内の構造・規制等を
熟知していることから、空港の運用に支障をきたす
ことなく維持補修作業を遂行でき、且つ東京航空局
発注の空港内の維持管理業務を請け負っているこ
とから、同地区内において作業車両及び作業員を
保有している唯一の者であることから他との競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14173
大和工商リース（株）
茨城県水戸市城南
１－２－２２

百里飛行場庁舎借上
鹿島港湾・空港整備事
務所長　村岡　猛
鹿嶋市大字粟生２２５４

H17.4.1 18,585,000

大和工商リース（株）との間で締結している本件は、
百里飛行場庁舎を借上るものであり、調達の初年
度に複数年契約を前提とした競争入札により当該
法人と契約を締結した次年度以降の賃貸借契約で
ある。
当該物件は、大和工商リース（株）との契約により
既に設置されており、新たに建物を設置することに
よる費用負担を避ける点から、今年度も継続借上
することが価格において有利であることから他との
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14174
平和交通（株）
横浜市中区太田町３－
３３

乗用自動車による旅
客運送

関東地方整備局副局長
中村　眞
横浜市中区北仲通５－
５７

H17.4.1 13,270,630

平和交通（株）との間で締結している本件は、業務
の円滑な推進を図るため、乗用自動車による旅客
運送の契約をするものである。平和交通（株）は県
内 大のタクシー保有台数を持つとともに、営業所
が当局所在地から近いため、迅速な対応が期待で
きる。また、同社は、乗務員の教育が行き届いてお
り信頼が出来ることから他との競争を許さないた
め。（予決令第９９条第８号）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14175
富士ゼロックス（株）
横浜市西区みなとみら
い２－２－１－１

複写機借上及び保守

関東地方整備局副局長
中村　眞
横浜市中区北仲通５－
５７

H17.4.1 12,497,289

富士ゼロックス（株）との間で締結している本件は、
業務の円滑な推進を図るため、複写機の借上及び
保守契約をするものであり、調達の初年度に複数
年契約を前提とした競争入札により当該法人と契
約を締結した次年度以降の賃貸借及び保守契約で
ある。当該借上機器は、既に同者との契約により当
所に設置されており、新たに機器を入れ替えること
による費用負担や業務上の支障を避ける点から今
年度も継続して借上及び保守契約を行うことが価
格等において有利であることから他との競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

単価契約 月額借上
料　　24,675円

14176
芙蓉総合リース（株）
東京都千代田区三崎町
３－３－２３

海洋短波レーダー借
上

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

H17.4.1 11,171,000

芙蓉総合リース（株）との間で締結している本件は、
東京湾沿岸における基盤整備として海洋短波レー
ダーを用いた閉鎖性内湾域流況モニタリングを構
築するために借上げるものであり、調達の初年度に
複数年契約を前提とした競争入札により当該法人
と契約を締結した次年度以降の賃貸借契約であ
る。また、当該機器は、既に同者との契約により、
当所に設置されており、新たに機器を入れ替えるこ
とによる費用負担や業務上の支障を避ける点から
今年度も継続借上することが価格等において有利
であることから他との競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（２１年度に一般
競争入札を行い
次年度以降は、
国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）

14177
（株）ねずらむ　横浜市
神奈川区片倉４－４－１

京浜港パーソナルコン
ピュータ外借上（その
２）

京浜港湾事務所長　和
田耕造
横浜市神奈川区山内町
１－２

H17.4.1 11,166,006

（株）ねずらむとの間で締結している本件は、調達
の初年度に複数年契約を前提とした競争入札によ
り当該法人と契約を締結した次年度以降の継続の
賃貸借契約である。当該借上機器は、（株）ねずら
むとの契約により既に設置されているものであり、
新たに機器を入れ替えることによる費用負担や業
務上の支障を避けるため、今年度も継続借上する
ことが価格等において有利であることから他との競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14178
（株）ねずらむ
横浜市神奈川区片倉町
４－４－１

プリンタ外借上

関東地方整備局副局長
中村　眞
横浜市中区北仲通５－
５７

H17.4.1 9,485,280

（株）ねずらむとの間で締結している本件は、業務
の増大と多様化に対して、業務の省力化を図るた
め借上契約するものであり、調達の初年度に複数
年契約を前提とした競争入札により当該法人と契
約を締結した次年度以降の継続の賃貸借契約であ
る。当該借上機器は、（株）ねずらむとの契約により
既に設置されているものであり、新たに機器を入れ
替えることによる費用負担や業務上の支障を避け
るため、今年度も継続借上することが価格等におい
て有利であることから他との競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

14179
（株）トシダ
横浜市西区伊勢町１－
１５

複写機保守及び消耗
品等料金

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

H17.4.1 8,654,981

（株）トシダとの間で締結している本件は、複写機を
常時良好な状態で使用できるよう保守点検及び消
耗品等の供給を行うものである。本業務にあたって
は当該機器に精通している事が不可欠である。当
該機器は、調達の初年度に複数年契約を前提とし
た競争入札により、同者との間で借上契約を締結し
ているものであるため、同者は当該機器の貸主で
あり、かつ同機器に精通している。このため修理が
速やかに行われる等、迅速かつ的確な業務の遂行
に 適な業者と判断されることから他との競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

黒モード　5.13円／
1,000枚まで、4.71円
／1,001枚から3,000
枚まで、4.29円／
3,001枚以上 カラー
モード 33円／1,000
枚まで、30円／
1,001枚から3,000枚
まで、28円／3,001
枚以上

14180
（株）トシダ
横浜市西区伊勢町１－
１５

パーソナルコンピュー
タ４４台外借上

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

H17.4.1 8,087,000

（株）トシダとの間で締結している本件は、業務量の
増大と多様化する実務の省力化を図るため、パー
ソナルコンピュータを賃貸借契約するものである
が、機器導入に伴い種々調査検討した結果、当該
機器が当所の目的に も適する機器として決定さ
れたものであり、調達の初年度に複数年契約を前
提とした競争入札により当該法人と契約を締結した
次年度以降の賃貸借契約である。また当該機器
は、既に（株）トシダとの契約により、当所に設置さ
れており、新たに機器を入れ替えることによる費用
負担や業務上の支障を避ける点から今年度も継続
借上することが、価格等において有利であることか
ら他との競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり

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

14181
神奈川県石油業協同組
合　横浜市中区万代町
３－５－３

軽油（免税）購入

京浜港湾事務所長　和
田耕造
横浜市神奈川区山内町
１－２

H17.4.1 7,406,876

神奈川県石油業協同組合との間で締結している本
件は、軽油の調達を行うものである。契約の相手方
である同者は官公需適格組合に加盟しており、同
組合の中で本調達物品を扱っている者が同者以外
に存在しないことから他との競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

単価契約
月額613,599円



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14182
リコー販売（株）
千葉市中央区新町２４
－９

複写機借上及び保守

千葉港湾事務所長　渡
邊清朗
千葉市中央区中央港１
－１１－２

H17.4.1 7,173,707

リコー販売（株）との間で締結している本件は、業務
の円滑な推進を図るため、複写機の借上及び保守
契約をするものであり、調達の初年度に複数年契
約を前提とした競争入札により当該法人と契約を締
結した次年度以降の賃貸借及び保守契約である。
当該借上機器は、既に同者との契約により当所に
設置されており、新たに機器を入れ替えることによ
る費用負担や業務上の支障を避ける点から今年度
も継続して借上及び保守契約を行うことが価格等に
おいて有利であることから他との競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

賃貸借料金月額
176,484円

14183
（株）トシダ
横浜市西区伊勢町１－
１５

サーバ外借上

関東地方整備局副局長
中村　眞
横浜市中区北仲通５－
５７

H17.4.1 6,531,954

（株）トシダとの間で締結している本件は、業務の増
大と多様化に対して、省力化を図るため借上契約
するものであり、調達の初年度に複数年契約を前
提とした競争入札により当該法人と契約を締結した
次年度以降の継続の賃貸借契約である。当該借上
機器は、（株）トシダとの契約により既に設置されて
いるものであり、新たに機器を入れ替えることによ
る費用負担や業務上の支障を避けるため、今年度
も継続借上することが価格等において有利であるこ
とから他との競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（２２年度に一般
競争入札を行い
次年度以降は、
国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）

14184
（株）トシダ
横浜市西区伊勢町１－
１５

京浜港複合機保守及
び消耗品等料金（その
２）

京浜港湾事務所長　和
田耕造
横浜市神奈川区山内町
１－２

H17.4.1 6,409,756

（株）トシダとの間で締結している本件は、複合機を
常時良好な状態で使用できるよう保守点検及び消
耗品等の供給を行うものである。本業務にあたって
は当該機器に精通している事が不可欠である。当
該機器は、調達の初年度に複数年契約を前提とし
た競争入札により、同者との間で借上契約を締結し
ているものであるため、同者は当該機器の貸主で
あり、かつ同機器に精通している。このため修理が
速やかに行われる等、迅速かつ的確な業務の遂行
に 適な業者と判断されることから他との競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

単価契約
月額249,900円



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14185
（株）トシダ
横浜市西区伊勢町１－
１５

京浜港パーソナルコン
ピュータ外借上（その
３）

京浜港湾事務所長　和
田耕造
横浜市神奈川区山内町
１－２

H17.4.1 6,208,020

（株）トシダとの間で締結している本件は、当所にお
いて業務に必要なパーソナルコンピュータ外を借り
上げるものであり、調達の初年度に複数年契約を
前提とした競争入札により当該法人と契約を締結し
た次年度以降の継続の賃貸借契約である。当該借
上機器は、（株）トシダとの契約により既に設置され
ているものであり、新たに機器を入れ替えることに
よる費用負担や業務上の支障を避けるため、今年
度も継続借上することが価格等において有利であ
ることから他との競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

14186
（株）東洋信号通信社
横浜市中区山手１８６番
地

船舶動静情報提供業
務

関東地方整備局副局長
中村　眞
横浜市中区北仲通５－
５７

H17.4.1 5,445,300

（株）東洋信号通信社との間で締結している本業務
は、全国主要港湾の利用状況のリアルタイムでの
把握及び京浜港の入出港の月別データ入手によ
り、管内各港湾の施設管理、使用進行及び計画策
定等の港湾行政事務に活用することを目的とし、船
舶検索システムの端末を設置し、船舶動静情報の
提供を受けるものである。　当該業務は、提供され
る情報が正確且つ迅速であることが不可欠であり、
また、港湾関係機関、港湾管理者及び港湾関係事
業者が同一の情報を共有できるシステムであること
も必要である。　（株）東洋信号通信社は、独自に船
舶検索システムを構築し、主要な港湾管理者及び
税関とのネットワークを通じて、全国定期な船舶情
報を一元的に把握及び提供しており、これら諸条件
に適合する業務を遂行できる我が国唯一の組織で
あることから他との競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14187
（株）東洋信号通信社
横浜市中区山手１８６番
地

船舶動静情報提供業
務

関東地方整備局副局長
中村　眞
横浜市中区北仲通５－
５７

H17.4.1 5,445,300

（株）東洋信号通信社との間で締結している本業務
は、全国主要港湾の利用状況のリアルタイムでの
把握及び京浜港の入出港の月別データ入手によ
り、管内各港湾の施設管理、利用振興及び計画策
定等の港湾行政事務に活用することを目的とし、船
舶検索システムの端末を設置し、船舶動静情報の
提供を受けるものである。当該業務は、提供される
情報が正確且つ迅速であることが不可欠であり、ま
た、港湾関係機関、港湾管理者及び港湾関係事業
者が同一の情報を共有できるシステムであることも
必要である。(株)東洋信号通信社は、独自に船舶
詮索システムを構築し、主要な港湾管理者及び税
関とのネットワークを通じて、全国的な船舶情報を
一元的に把握及び提供しており、これらの諸条件に
適合する業務を遂行できる我が国唯一の組織であ
ることから他との競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14188
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内
３－４－１

サーバ及び端末装置
賃貸借・保守

関東地方整備局副局長
中村　眞
横浜市中区北仲通５－
５７

H17.4.1 5,305,476

日本電子計算機（株）との間で締結している本件
は、港湾整備事業の遂行に必要な調査・設計・積算
等業務の効率化を図るために整備されている、電
子計算機共同利用システムの端末装置の賃貸借を
行うものである。本端末装置は、国土技術政策総
合研究所に設置されたシステムに接続され、電子
計算機共同利用システムに用意された設計・調査
プログラムライブラリー、港湾関連データベース、積
算システム、港湾事業執行支援システムや電子
メール等のすべてが使用でき、かつシステム変更
や新たに開発されるシステムの利用も可能なもの
でなければならない。このため国土技術政策総合
研究所のセンターシステムの機種に依存するため
これらの機種及び作動が十分に保証される端末装
置等は、日本電気（株）製以外にない。また、運用
上の障害などにも的確に対応できる保守管理を維
持できることが必要であり、日本電気（株）製の端末
装置等の保守管理及び賃貸借ができるのは日本
電子計算機（株）であることから他との競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14189
日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋２－
１５－１２

複写機外借上

東京空港整備事務所長
吉永　清人
東京都大田区羽田空港
３－３－１

H17.4.1 5,259,744

日立キャピタル（株）との間で締結している本件は、
調達の初年度に複数年契約を前提とした競争入札
により当該法人と契約を締結した次年度以降の賃
貸借契約である。当該借上機器は、日立キャピタル
（株）との契約により既に設置されており、新たに機
器を入れ替えることによる費用負担や業務上の支
障を避ける点から、今年度も継続借上することが価
格等において有利であることから他との競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（２１年度に一般
競争入札を行い
次年度以降は、
国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）

14190

センチュリー・リーシン
グ・システム（株）
東京都港区浜松町２－
４－１

パーソナルコンピュー
タ借上

関東地方整備局副局長
中村　眞
横浜市中区北仲通５－
５７

H17.4.1 5,015,052

センチュリー・リーシング・システム（株）との間で締
結している本件は、業務の増大と多様化に対して、
省力化を図るため借上契約するものであり、調達の
初年度に複数年契約を前提とした競争入札により
当該法人と契約を締結した次年度以降の継続の賃
貸借契約である。当該借上機器は、センチュリー・
リーシング・システム（株）との契約により既に設置
されているものであり、新たに機器を入れ替えるこ
とによる費用負担や業務上の支障を避けるため、
今年度も継続借上することが価格等において有利
であることから他との競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量
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契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14191
リコー販売（株）
千葉市中央区新町２４
－９

パーソナルコンピュー
タ外借上

千葉港湾事務所長　渡
邊清朗
千葉市中央区中央港１
－１１－２

H17.4.1 4,667,460

リコー販売（株）との間で締結している本件は、調達
の初年度に複数年契約を前提とした競争入札によ
り当該法人と契約を締結した次年度以降の継続の
賃貸借契約である。当該機器は、既に同者との契
約により当所に既に設置されており、新たに機器を
入れ替えることによる費用負担や業務上の支障を
避けるため、今年度も継続借上することが価格等に
おいて有利であることから他との競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

14192
富士ゼロックス（株）
東京都品川区東五反田
３－２０－１４

複合機外借上及び保
守

東京空港整備事務所長
吉永　清人
東京都大田区羽田空港
３－３－１

H17.4.1 4,098,306

富士ゼロックス（株）との間で締結している本件は、
業務の円滑な推進を図るため、複合機の借上及び
保守契約をするものであり、調達の初年度に複数
年契約を前提とした競争入札により当該法人と契
約を締結した次年度以降の賃貸借及び保守契約で
ある。当該借上機器は、既に同者との契約により当
所に設置されており、新たに機器を入れ替えること
による費用負担や業務上の支障を避ける点から今
年度も継続して借上及び保守契約を行うことが価
格等において有利であることから他との競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

14193
（株）トシダ
横浜市中区伊勢町１－
１５

パーソナルコンピュー
タ外借上

東京港湾事務所長　水
谷　誠
東京都江東区青海２－
４３

H17.4.1 3,892,560

（株）トシダとの間で締結している本件は、業務量の
増大と多様化する業務の省力化を図るため及び業
務を円滑にかつ能率的に処理するために借上契約
するものであり、調達の初年度に複数年契約を前
提とした競争入札により当該法人と契約を締結した
次年度以降の賃貸借契約である。当該機器は既に
（株）トシダとの契約により当所に設置されており、
新たに機器を入れ替えることによる費用負担や業
務上の支障を避ける点から、今年度も継続借上す
ることが価格等において有利であることから他との
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14194
（株）トシダ
横浜市中区伊勢町１－
１５

情報システム用サーバ
外借上

東京港湾事務所長　水
谷　誠
東京都江東区青海２－
４３

H17.4.1 3,528,000

（株）トシダとの間で締結している本件は、業務量の
増大と多様化する業務の省力化を図るため及び業
務を円滑にかつ能率的に処理するために借上契約
するものであり、調達の初年度に複数年契約を前
提とした競争入札により当該法人と契約を締結した
次年度以降の賃貸借契約である。当該機器は既に
（株）トシダとの契約により当所に設置されており、
新たに機器を入れ替えることによる費用負担や業
務上の支障を避ける点から、今年度も継続借上す
ることが価格等において有利であることから他との
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

14195
（株）ねずらむ
横浜市神奈川区片倉４
－４－１

東京湾口航路パーソ
ナルコンピュータ外借
上

東京湾口航路事務所長
今　輝蔵
横須賀市平成町３－２１
－４４

H17.4.1 3,526,866

（株）ねずらむとの間で締結している本件は、東京
湾口航路事務所において業務に必要なパーソナル
コンピュータ外の借上を行うものであり、調達の初
年度に複数年契約を前提とした競争入札により当
該法人と契約を締結した次年度以降の賃貸借契約
である。当該機器は（株）ねずらむとの契約により当
所に既に設置されており、新たに機器を入れ替える
ことによる費用負担や業務上の支障を避ける点か
ら、今年度も継続借上することが価格等において有
利であることから他との競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

14196
京急サービス（株）
横浜市港南区上大岡西
１－６－１

東京湾口航路庁舎環
境整備

東京湾口航路事務所長
今　輝蔵
横須賀市平成町３－２１
－４４

H17.4.1 3,511,040

京急サービス（株）との間で締結している庁舎清掃
については、当局が庁舎として借り上げている物件
の賃貸借室内の清掃を行うものである。当該契約
については、ビルの管理上、同社に一元的に委託
することが庁舎の賃貸借契約書で決められており、
庁舎の賃貸借の調達と不可分な関係にあることか
ら、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
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及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
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（具体的かつ詳細に記載）

14197
日興通信（株）
茨城県神栖市息栖
２８２２－１２

パーソナルコンピュー
ター借上

鹿島港湾・空港整備事
務所長　村岡　猛
鹿嶋市大字粟生２２５４

H17.4.1 3,358,317

日興通信（株）との間で締結している本件は、鹿島
港湾・空港整備事務所のＯＡ化推進のためﾊﾟｰｿﾅﾙ
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ等を借上るものであり、調達の初年度に
複数年契約を前提とした競争入札により当該法人
と契約を締結した次年度以降の賃貸借契約であ
る。当該機器は導入時において日興通信（株）との
間で契約されているものであり、既に当所に設置さ
れているものである。従って、新たに機器を入れ替
えることによる費用負担や業務上の支障を避ける
点から今年度も継続借上することが、価格等におい
て有利であることから他との競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

14198
東西興業（株）
横浜市神奈川区子安通
１－１９２

京浜港庁舎外機械警
備

京浜港湾事務所長　和
田耕造
横浜市神奈川区山内町
１－２

H17.4.1 3,300,000

東西興業（株）との間で締結している本業務は、京
浜港湾事務所本庁舎・第二工事課・横須賀工場各
庁舎及び監督測量船「あおば」の安全管理を円滑
に行うため、警備業法並びに関係法令に基づき庁
舎及びこれに付帯する物件の火災・盗難・不法侵入
その他不法行為事故の発生を機械警備により警戒
し防止する警備業務を行うものである。
当該機器は、既に東西興業㈱との契約により、当
局に設置されており今般継続利用することによっ
て、価格における有利性が考えられるので同社と契
約することが当社に有利であることから他との競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14199
（株）カイジョーソニック
東京都羽村市栄町３－
１－５

気象海象観測装置借
上

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

H17.4.1 3,150,000

（株）カイジョーソニックとの間で締結している本件
は、当事務所において実施する、気象観測用の装
置の借上を行うものであるが、機器導入の選択に
あたり種々調査検討した結果、当該機器が目的に

も適する気象観測装置と決定されたものであり、
調達の初年度に複数年契約を前提とした競争入札
により当該法人と契約を締結した次年度以降の賃
貸借契約である。当該機器は、既に（株）カイジョー
ソニックとの契約により、当所に設置されており、新
たに機器を入れ替えることによる費用負担や業務
上の支障を避ける点から今年度も継続借上するこ
とが価格等において有利であることから他との競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14200
東芝情報システム（株）
川崎市川崎区日進町１
－５３

東京港湾事務所情報
システム保守管理

東京港湾事務所長　水
谷　誠
東京都江東区青海２－
４３

H17.4.1 2,934,750

東芝情報システム（株）との間で締結している本業
務は、東京港湾事務所内のＬＡＮシステムを円滑か
つ効率的に実施するために、システムの保守管理
を行うものである。本業務を実施するにあたって
は、当所ＬＡＮシステムの目的、構築等を十分熟知
していることが不可欠である。東芝情報システム株
式会社は、当所ＬＡＮシステムの構築をしており、当
所のＬＡＮシステムに熟知している。従って、万一の
障害にも迅速に対応できることから、本業務を遂行
するには同社が 適であることから他との競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度から一
般競争入札に移
行）

14201
川崎市長
川崎市川崎区宮本町１

事務室使用料（川崎事
務所）

京浜港湾事務所長　和
田耕造
横浜市神奈川区山内町
１－２

H17.4.1 2,880,000

川崎市長との間で締結している本件は、当事務所
川崎事務所庁舎の土地の借上契約である。当該借
上物件は、当事務所の事業実施箇所と事務所への
連絡に利便性を有する場所であることや借上面積
として適切な面積を有していることが必須である。
上記の条件をもとに借上物件として適切な物件を調
査したところ、同者所有の当該物件以外に適切な
物件が存在しないことから他との競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14202
富士ゼロックス（株）
横浜市西区みなとみら
い２－２－１－１

東京湾口航路複写機
借上及び保守（その２）

東京湾口航路事務所長
今　輝蔵
横須賀市平成町３－２１
－４４

H17.4.1 2,564,996

富士ゼロックス（株）との間で締結している本件は、
業務の円滑な推進を図るため、複写機の借上及び
保守契約をするものであり、調達の初年度に複数
年契約を前提とした競争入札により当該法人と契
約を締結した次年度以降の賃貸借及び保守契約で
ある。当該借上機器は、既に同者との契約により当
所に設置されており、新たに機器を入れ替えること
による費用負担や業務上の支障を避ける点から今
年度も継続して借上及び保守契約を行うことが価
格等において有利であることから他との競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14203
キヤノン販売（株）
東京都港区港南２－１６
－６

複合機外借上及び保
守（その２）

東京空港整備事務所長
吉永　清人
東京都大田区羽田空港
３－３－１

H17.4.1 2,549,510

キャノン販売（株）との間で締結している本件は、業
務の円滑な推進を図るため、複合機の借上及び保
守契約をするものであり、調達の初年度に複数年
契約を前提とした競争入札により当該法人と契約を
締結した次年度以降の賃貸借及び保守契約であ
る。当該借上機器は、既に同者との契約により当所
に設置されており、新たに機器を入れ替えることに
よる費用負担や業務上の支障を避ける点から今年
度も継続して借上及び保守契約を行うことが価格
等において有利であることから他との競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

14204
（株）トシダ
神奈川県横浜市伊勢町
１－１５

サーバー借上

東京空港整備事務所長
吉永　清人
東京都大田区羽田空港
３－３－１

H17.4.1 2,444,440

（株）トシダとの間で締結している本件は、調達の初
年度に複数年契約を前提とした競争入札により当
該法人と契約を締結した次年度以降の賃貸借契約
である。当該借上機器は、（株）トシダとの契約によ
り既に設置されており、新たに機器を入れ替えるこ
とによる費用負担や業務上の支障を避ける点か
ら、今年度も継続借上することが価格等において有
利であることから他との競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（２１年度に一般
競争入札を行い
次年度以降は、
国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）

14205
（株）トシダ
横浜市中区伊勢町１－
１５

複写機借上

東京港湾事務所長　水
谷　誠
東京都江東区青海２－
４３

H17.4.1 2,394,000

（株）トシダとの間で締結している本件は、業務量の
増大と多様化する業務の省力化を図るため及び業
務を円滑にかつ能率的に処理するために借上契約
するものである。　当該機種は既に㈱トシダとの契
約により当所に設置されており、今回同社の機種を
継続利用することによって、価格における有利性が
考えられると同時に新たに機種を入れ替えることに
よる費用負担や業務上の支障を避ける点からも、
同社と契約することが当所に有利であることから他
との競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（２３年度に一般
競争入札を行い
次年度以降は、
国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14206
東芝ファイナンス（株）
東京都中央区銀座５－
２－１

気象海象データ収集
装置外借上

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

H17.4.1 2,331,000

東芝ファイナンス（株）との間で締結している本件
は、当事務所における気象海象データを収集する
ために装置の借上を行うものであるが、機器導入
の選択にあたり種々調査検討した結果、当該機器
が目的にもっとも適する機器として決定されたもの
であり、調達の初年度に複数年契約を前提とした競
争入札により当該法人と契約を締結した次年度以
降の賃貸借契約である。当該機器は、既に東芝ファ
イナンス（株）との契約により当所に設置されてお
り、新たに機器を入れ替える事による費用負担や
業務上の支障を避ける点から今年度も継続借上す
ることが価格等において有利であることから他との
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

14207
横須賀市長
横須賀市小川町１１

土地使用料（平成地区
荷さばき地№５～８号
地）

京浜港湾事務所長　和
田耕造
横浜市神奈川区山内町
１－２

H17.4.1 2,213,730

横須賀市との間で締結している本件は、当局実施
事業である横須賀港馬堀地区海岸整備事業を実
施するうえで必要となる作業ヤードの適地を種々検
討した結果、当該土地が 適地と判断されたため、
当該土地の管理者である横須賀市と借上契約を締
結する必要があることから他との競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14208
東京無線協同組合
東京都杉並区高円寺北
２－１－２０

乗用自動車による旅
客運送

東京港湾事務所長　水
谷　誠
東京都江東区青海２－
４３

H17.4.1 2,200,890

東京無線協同組合との間で締結している本件は、
同者が東京都特別区及び武蔵野市、三鷹市の区
域を事業区域とする無線タクシー供給に関して、東
京都内及び近郊地区（川崎市、埼玉県内、千葉県
内）に営業所を所在する会社７６社（保有台数６、８
４１台）が加盟しており、乗車券の取り扱い提携会
社の範囲も広く、タクシーの供給に関して、迅速な
対応で利便性が良いことから他との競争を許さない
ため。（予決令第９９条第８号）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14209
大和工商リース（株）
茨城県水戸市城南
１－２－２２

鹿島港倉庫外借上
鹿島港湾・空港整備事
務所長　村岡　猛
鹿嶋市大字粟生２２５４

H17.4.1 2,200,546

大和工商リース（株）との間で締結している本件は、
鹿島港湾・空港整備事務所の倉庫及び波浪観測所
を借上げるものであり、調達の初年度に複数年契
約を前提とした競争入札により当該法人と契約を締
結した次年度以降の賃貸借契約である。
当該物件は、既に大和工商リース（株）との契約に
より設置されており、新たに建物を設置することによ
る費用負担を避ける点から、今年度も継続借上す
ることが価格において有利であることから他との競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14210

（株）東京テレポートセ
ンター
東京都江東区有明３－
１－２５

東京港湾事務所庁舎
清掃

東京港湾事務所長　水
谷　誠
東京都江東区青海２－
４３

H17.4.1 1,897,173

（株）東京テレポートセンターとの間で締結している
本業務は、東京港湾事務所庁舎の清掃を行うもの
である。  本庁舎は、（株）東京テレポートセンターよ
り賃貸借契約を締結しているものであり、その契約
締結時に清掃業務については同社が行うことを条
件として契約したものであることから他との競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14211
（株）トシダ
神奈川県横浜市伊勢町
１－１５

東京国際空港電子計
算機外借上

東京空港整備事務所長
吉永　清人
東京都大田区羽田空港
３－３－１

H17.4.1 1,868,935

（株）トシダとの間で締結している本件は、調達の初
年度に複数年契約を前提とした競争入札により当
該法人と契約を締結した次年度以降の賃貸借契約
である。当該借上機器は、（株）トシダとの契約によ
り既に設置されており、新たに機器を入れ替えるこ
とによる費用負担や業務上の支障を避ける点か
ら、今年度も継続借上することが価格等において有
利であることから他との競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

14212
（株）トシダ
横浜市西区伊勢町１－
１５

パーソナルコンピュー
タ１６台外借上

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

H17.4.1 1,852,000

（株）トシダとの間で締結している本件は、業務量の
増大と多様化する実務の省力化を図るためパーソ
ナルコンピュータを賃貸借契約するものであるが、
機器導入に伴い種々調査検討した結果、当該機器
が当所の目的に も適する機器として決定されたも
のであり、調達の初年度に複数年契約を前提とした
競争入札により当該法人と契約を締結した次年度
以降の賃貸借契約である。また当該機器は、既に
（株）トシダとの契約により、当所に設置されており、
新たに機器を入れ替えることによる費用負担や業
務上の支障を避ける点から今年度も継続借上する
ことが、価格等において有利であることから他との
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14213
富士ゼロックス（株）
東京都台東区北上野１
－９－１２

複写機借上及び保守

東京港湾事務所長　水
谷　誠
東京都江東区青海２－
４３

H17.4.1 1,814,863

富士ゼロックス（株）との間で締結している本件は、
業務の円滑な推進を図るため、複写機の借上及び
保守契約をするものであり、調達の初年度に複数
年契約を前提とした競争入札により当該法人と契
約を締結した次年度以降の賃貸借及び保守契約で
ある。当該借上機器は、既に同者との契約により当
所に設置されており、新たに機器を入れ替えること
による費用負担や業務上の支障を避ける点から今
年度も継続して借上及び保守契約を行うことが価
格等において有利であることから他との競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

単価契約（保守料金）
DocuCentre 708CP
10,000枚まで　1枚　4.95円
30,000枚まで　1枚　3.39円
30,001枚以上　1枚　3.19円
DocuCentreColor 500CPDA
1,000枚まで　1枚　33.54円
3,000枚まで　1枚　29.35円
3,001枚以上　1枚　25.16円
DocuWide6050MF-2R2T-
DG
3,000枚まで　1枚　15.00円
5,000枚まで　1枚　10.00円
10,000枚まで　1枚　6.00円
10,001枚以上　1枚　4.00円

14214
（株）都築ソフトウェア
東京都品川区小山台１
－２０－２０

ＬＡＮサーバー外借上

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

H17.4.1 1,807,000

（株）都築ソフトウェアとの間で締結している本件
は、関東地方整備局推進のＬＡＮシステムの運用に
あたり必要なサーバを借上賃契約をするものである
が、機器導入の選択にあたり種々調査検討した結
果、当該機器が目的に も適する機器として決定さ
れたものであり、調達の初年度に複数年契約を前
提とした競争入札により当該法人と契約を締結した
次年度以降の賃貸借契約である。当該機器は、既
に（株）都築ソフトウェアとの契約により、当所に設
置されており、新たに機器を入れ替える事による費
用負担や業務上の支障を避ける点から今年度も継
続借上することが当所にとって価格等において有利
であることから他との競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

14215
（株）トシダ
横浜市西区伊勢町１－
１５

東京湾口航路パーソ
ナルコンピュータ外借
上（その２）

東京湾口航路事務所長
今　輝蔵
横須賀市平成町３－２１
－４４

H17.4.1 1,701,000

（株）トシダとの間で締結している本件は、東京湾口
航路事務所において業務に必要なパーソナルコン
ピュータ外の借上を行うものであり、調達の初年度
に複数年契約を前提とした競争入札により当該法
人と契約を締結した次年度以降の賃貸借契約であ
る。当該機器は、（株）トシダとの契約により当所に
既に設置されており、新たに機器を入れ替えること
による費用負担や業務上の支障を避ける点から、
今年度も継続借上することが価格等において有利
であることから他との競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14216
日興通信（株）
茨城県神栖市息栖
２８２２－１２

サーバー借上
鹿島港湾・空港整備事
務所長　村岡　猛
鹿嶋市大字粟生２２５４

H17.4.1 1,701,000

日興通信（株）との間で締結している本件は、鹿島
港湾・空港整備事務所のＯＡ化推進のためサー
バーを借上げるものであり、調達の初年度に複数
年契約を前提とした競争入札により当該法人と契
約を締結した次年度以降の賃貸借契約である。当
該機器は導入時において日興通信（株）との間で契
約されているものであり、既に当所に設置されてい
るものである。従って、新たに機器を入れ替えること
による費用負担や業務上の支障を避けるため、今
年度も継続借上することが、価格等において有利で
あることから他との競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

14217
（株）時事通信社
東京都中央区銀座５－
１５－８

行財政情報サービス
提供業務

関東地方整備局副局長
中村　眞
横浜市中区北仲通５－
５７

H17.4.1 1,512,000

（株）時事通信社との間で締結している本業務は、
インターネットを通じ行財政情報サービスを閲覧す
ることにより、中央省庁や地方自治体の動向につい
ての詳細な情報及び国内外の政治・経済・社会の

新ニュース及びデータの提供を受け、日常業務
に活用するものである。（株）時事通信社の「Ijamp」
は、専任の編集者を用いて、中央省庁、地方自治
体に配立しており、中央省庁から地方自治体まで
幅広い行政情報を掲載し、有益な情報をインター
ネットにより即時に提供している。また、毎日の
ニュース等解説、時々刻々と移り変わる政治・経
済・社会等各情勢についてリアルタイムに的確な情
報を得ることができ、日常業務の迅速化・効率化に
資するものである。このような行政ニュース及び
データの提供を受けるにあたって、信頼性及び技術
力の面においてもすぐれた組織体制を備えた業者
は他になく、さらに本業務における行政ニュースや
各分野の 新データ等の情報も（株）時事通信社だ
けが取り扱うと共に著作権を有しており、本業務を
遂行できるのは（株）時事通信社以外にはないこと
から他との競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

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

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14218

エヌ・ティ・ティ・リース
（株）
東京都港区芝浦１－２
－１

ビデオ会議システム借
上

関東地方整備局副局長
中村　眞
横浜市中区北仲通５－
５７

H17.4.1 1,489,344

エヌ・ティ・ティ・リース（株）との間で締結している本
件は、横浜庁舎及びさいたま庁舎刊の打ち合わせ
を目的としたビデオ会議システムを構築するため
に、必要な機器を借上契約するものであり、調達の
初年度に複数年契約を前提とした競争入札により
当該法人と契約を締結した次年度以降の継続の賃
貸借契約である。当該借上機器は、エヌ・ティ・ティ・
リース（株）との契約により既に設置されているもの
であり、新たに機器を入れ替えることによる費用負
担や業務上の支障を避けるため、今年度も継続借
上することが価格等において有利であることから他
との競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり

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

14219
沿岸海洋調査（株）
東京都新宿区下落合３
－２１－１

観測用局舎等借上

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

H17.4.1 1,487,000

沿岸海洋調査（株）との間で締結している本件は、
海洋短波レーダーの運用を行うため観測用局舎等
の借上を行うものであり、調達の初年度に複数年
契約を前提とした競争入札により当該法人と契約を
締結した賃貸借契約である。当該設備は、既に沿
岸海洋調査（株）との契約により、当所に設置され
ているため、新たに設備を立て替える事による費用
負担や業務上の支障を避ける点から引き続き継続
借上することが、価格等において有利であることか
ら他との競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（工事
終了後に公募手
続きを行う）

14220
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内
３－４－１

電子計算機端末装置
賃貸借・保守

東京空港整備事務所長
吉永　清人
東京都大田区羽田空港
３－３－１

H17.4.1 1,464,120

日本電子計算機（株）との間で締結している本件
は、港湾整備事業の遂行に必要な調査・設計・積算
等業務の効率化を図るために整備されている、電
子計算機共同利用システムの端末装置の賃貸借を
行うものである。本端末装置は、国土技術政策総
合研究所に設置されたシステムに接続され、電子
計算機共同利用システムに用意された設計・調査
プログラムライブラリー、港湾関連データベース、積
算システム、港湾事業執行支援システムや電子
メール等のすべてが使用でき、かつシステム変更
や新たに開発されるシステムの利用も可能なもの
でなければならない。このため国土技術政策総合
研究所のセンターシステムの機種に依存するため
これらの機種及び作動が十分に保証される端末装
置等は、日本電気（株）製以外にない。また、運用
上の障害などにも的確に対応できる保守管理を維
持できることが必要であり、日本電気（株）製の端末
装置等の保守管理及び賃貸借ができるのは日本
電子計算機（株）であることから他との競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
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（具体的かつ詳細に記載）

14221
ヤマト運輸（株）
横浜市中区常磐町１－
３

小荷物運送

関東地方整備局副局長
中村　眞
横浜市中区北仲通５－
５７

H17.4.1 1,283,420

ヤマト運輸（株）との間で締結している本業務は、当
事務所の業務資料の運送を行うものであるが、請
負者の選定にあたっては、業務効率化の観点から
当事務所から貨物の集配場所が一番近い当該法
人と契約することが適切であるため、他との競争を
許さないため。（予決算第９９条第８号）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に
一般競争入札に
移行）

単価契約関東地域
２㎏　　525円

14222
東日本電信電話（株）
横浜市西区みなとみら
い４－７－３

電話交換機外借上

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

H17.4.1 1,266,000

東日本電信電話（株）との間で締結している本件
は、各種の業務連絡を行うため電話交換機外の借
上を行うものであり、調達の初年度に複数年契約を
前提とした競争入札により当該法人と契約を締結し
た次年度以降の賃貸借契約である。当該機器は、
既に東日本電信電話（株）との契約により、当所に
設置されているため、新たに機器を入れ替える事に
よる費用負担や業務上の支障を避ける点から引き
続き継続借上することが、価格等においても有利で
あることから他との競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

14223
東芝ファイナンス（株）
東京都中央区銀座５－
２－１

ファイアーウォール
サーバ借上

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

H17.4.1 1,224,000

東芝ファイナンス（株）との間で締結している本件
は、当事務所における環境情報データを管理する
装置を構成する機器の借上を行うものであるが、機
器導入の選択にあたり種々調査検討した結果、当
該機器が目的にもっとも適する機種として決定され
たものであり、調達の初年度に複数年契約を前提と
した競争入札により当該法人と契約を締結した次年
度以降の賃貸借契約である。当該機器は、既に東
芝ファイナンス（株）との契約により当所に設置され
ており、新たに機器を入れ替える事による費用負担
や業務上の支障を避ける点から今年度も継続借上
することが価格等において有利であることから他と
の競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり

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

14224
鹿島合同自動車（株）
茨城県鹿嶋市宮中
５－１３－３

鹿島港乗用自動車に
よる旅客運送

鹿島港湾・空港整備事
務所長　村岡　猛
鹿嶋市大字粟生２２５４

H17.4.1 1,174,240

鹿島合同自動車（株）との間で締結している本業務
は、鹿島港湾・空港整備事務所職員に対し、乗用自
動車により旅客運送するものである。鹿嶋市内（事
務所近傍）におけるタクシー業者は２社ほどある
が、うち１社は、隣接する市を主体に営業している
社であり、台数も少ない。一方の鹿島合同自動車
（株）は、鹿嶋市主体で営業しており、台数も豊富で
あるため当事務所の依頼に機敏に対応できること
が期待されるため他との競争を許さないため。（予
決令第９９条第８号）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

単価契約　月額100
千円
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14225
大和工商リース（株）
茨城県水戸市城南
１－２－２２

鹿島港冷暖房設備借
上（その２）

鹿島港湾・空港整備事
務所長　村岡　猛
鹿嶋市大字粟生２２５４

H17.4.1 1,171,800

大和工商リース（株）との間で締結している本件は、
鹿島港湾・空港整備事務所の冷暖房設備を借上る
ものであり、調達の初年度に複数年契約を前提とし
た競争入札により当該法人と契約を締結した次年
度以降の賃貸借契約である。
当該物件は、既に大和工商リース（株）との契約に
より設置されており、新たに設備を入れ替えること
による費用負担を避けるため今年度も継続借上す
ることが価格において有利であることから他との競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

14226
リコー販売（株）
横浜市西区みなとみら
い２－３－３

京浜港複合機保守及
び消耗品等料金

京浜港湾事務所長　和
田耕造
横浜市神奈川区山内町
１－２

H17.4.1 1,170,775

リコー販売（株）との間で締結している本件は、複合
機を常時良好な状態で使用できるよう保守点検及
び消耗品等の供給を行うものである。本業務にあ
たっては当該機器に精通している事が不可欠であ
る。当該機器は、調達の初年度に複数年契約を前
提とした競争入札により、同者との間で借上契約を
締結しているものであるため、同者は当該機器の
貸主であり、かつ同機器に精通している。このため
修理が速やかに行われる等、迅速かつ的確な業務
の遂行に 適な業者と判断されることから他との競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（２１年度に一般
競争入札を行い
次年度以降は、
国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）

単価契約
月額65,588円

14227
（株）トシダ
横浜市西区伊勢町１－
１５

京浜港複合機借上及
び保守

京浜港湾事務所長　和
田耕造
横浜市神奈川区山内町
１－２

H17.4.1 1,166,026

（株）トシダとの間で締結している本件は、業務の円
滑な推進を図るため、複合機の借上及び保守契約
をするものであり、調達の初年度に複数年契約を前
提とした競争入札により当該法人と契約を締結した
次年度以降の賃貸借及び保守契約である。当該借
上機器は、既に同者との契約により当所に設置さ
れており、新たに機器を入れ替えることによる費用
負担や業務上の支障を避ける点から今年度も継続
して借上及び保守契約を行うことが価格等において
有利であることから他との競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

単価契約
月額71,547円



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14228
（株）オカミ
茨城県鹿嶋市宮中
１－６－１２

図面複写機外借上
鹿島港湾・空港整備事
務所長　村岡　猛
鹿嶋市大字粟生２２５４

H17.4.1 1,105,335

（株）オカミとの間で締結している本件は、鹿島港
湾・空港整備事務所の図面複写機等を借上るもの
であり、調達の初年度に複数年契約を前提とした競
争入札により当該法人と契約を締結した次年度以
降の賃貸借契約である。
当該機器は、既に（株）オカミとの契約により設置さ
れており、新たに機器を入れ替えることによる費用
負担や業務上の支障を避けるため今年度も継続借
上することが価格等において有利であることから他
との競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり

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

14229
横須賀市長
横須賀市小川町１１

土地使用料（横須賀事
務所）

京浜港湾事務所長　和
田耕造
横浜市神奈川区山内町
１－２

H17.4.1 1,074,828

横須賀市との間で締結している本件は、当局横須
賀事務所の設置にあたり、その適地を種々検討し
た結果、当該土地が 適地と判断されたため、当
該土地の管理者である横須賀市と借上契約を締結
する必要があることから他との競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14230
（株）東京久栄
東京都中央区日本橋３
－１－１５

実験用小型水槽借上

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

H17.4.1 1,033,000

（株）東京久栄との間で締結している本件は、当事
務所において実施する、海棲生物生育実験に使用
するための実験用小型水槽の借上を行うものであ
るが、実験用小型水槽の導入にあたり種々調査検
討した結果、当該機機が目的に も適するとして決
定されたものであり、調達の初年度に複数年契約を
前提とした競争入札により当該法人と契約を締結し
た次年度以降の賃貸借契約である。当該機器は、
既に（株）東京久栄との契約により、当所に設置さ
れており、新たに小型水槽を入れ替える事による費
用負担や業務上の支障を避ける点から今後も継続
借上することが価格等において有利であることから
他との競争を許さないため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり

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



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14231
富士ゼロックス（株）
東京都品川区東五反田
３－２０－１４

複写機保守及び消耗
品等料金

東京空港整備事務所長
吉永　清人
東京都大田区羽田空港
３－３－１

H17.4.1 1,014,300

富士ゼロックス（株）との間で締結している本件は、
複写機を常時良好な状態で使用できるよう保守点
検及び消耗品等の供給を行うものである。本業務
にあたっては当該機器に精通している事が不可欠
である。当該機器は、調達の初年度に複数年契約
を前提とした競争入札により、同者との間で借上契
約を締結しているものであるため、同者は当該機器
の貸主であり、かつ同機器に精通している。このた
め修理が速やかに行われる等、迅速かつ的確な業
務の遂行に 適な業者と判断されることから他との
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

14232

日本環境（株）
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央
３－１２－３１

百里飛行場環境現況
調査

鹿島港湾・空港整備事
務所長　村岡　猛
鹿嶋市大字粟生２２５４

H17.4.8 3,097,500

日本環境（株）との間で締結している本件は、百里
飛行場周辺の環境現況を把握するために実施する
ものである。本調査は、「平成１６年度百里飛行場
環境現況調査（その２）」に引き続き、希少な猛禽類
の調査を実施するものであり、慎重な調査が必要
である。また、調査する個体等の継続確認のために
は、調査方法・調査員・調査地点等は、前調査と同
様にする必要がある。日本環境㈱は、「 平成１６年
度百里飛行場環境現況調査（その２）」を実施して
おり、百里飛行場周辺地域の状況及び希少な猛禽
類等注目種を確認していることから、日本環境㈱が
本件調査を実施することにより、的確に百里飛行場
周辺の環境現況が把握できることから他との競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１９年度以降に
企画競争を実施）

14233

（株）日本空港コンサル
タンツ
東京都文京区本郷５－
３３－１０

東京国際空港南ピア
地区エプロン等整備総
合工程調査

東京空港整備事務所長
吉永　清人
東京都大田区羽田空港
３－３－１

H17.4.14 10,500,000

（株）日本空港コンサルタンツとの間で締結している
本調査は、平成１６年度より実施計画検討を行って
いる南ピア地区及び東側整備地区エプロン工事の
実施上の細部調整等のため、実施工程等の資料
作成、問題点抽出、仮設計画検討及び実施工程計
画の調査・検討をするものである。本業務を行うに
当たっては、平成１６年度より検討している実施計
画検討状況、空港運用状況、さらに過去からの経
緯、関連する情報等に精通した継続的な視点を要
する。当該業者は、平成１６年度に南ピア地区及び
東側整備地区の調査業務により、基本工程の検討
及び問題点の抽出を行っていること、及び現地の空
港運用状況、過去の経緯、関連情報に精通してお
り、継続的な視点を有していることから、円滑に実
施することができる唯一の者であることから他との
競争を許さないため。（会計法第２９条３の第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１９年度以降に
企画競争を実施）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14234
復建調査設計（株）
東京都千代田区岩本町
３－８－１５

東京国際空港W3誘導
路地盤改良設計

東京港湾事務所長　水
谷　誠
東京都江東区青海２－
４３

H17.4.14 3,885,000

復建調査設計（株）との間で締結している本業務
は、既設舗装直下部（Ａ滑走路の一部、Ｗ３誘導
路、Ａ３Ｓ誘導路、Ｉ平行誘導路）の地盤改良工法の
修正設計を行うものである。１６年度に実施した原
設計及び別途実施の土質調査成果をふまえた総合
的判断を要し、また工事工程の支障とならないよう
短期間でとりまとめなければならない。当該業者
は、原設計を受注しており、原設計の検討内容及び
成果を熟知しており、別途土質調査成果をふまえて
の総合的判断を適切かつ修正にかかる作業量を軽
減し 短期間で遂行しうる唯一の業者であり、経済
的にも有利となることから他との競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14235

（株）丸川建築設計事務
所
東京都文京区小日向４
－２－６

東京港湾事務所庁舎
基礎その他工事施工
状況調査

東京港湾事務所長　水
谷　誠
東京都江東区青海２－
４３

H17.4.15 2,625,000

（株）丸川建築設計事務所との間で締結している本
調査は、「東京港湾事務所庁舎基礎その他工事」
の施工状況調査を行わせるものである。調査遂行
にあたり、常時状況調査が可能で、工事施工に際し
当該工事の請負者へ適切な指揮ができる有資格者
を擁すること、及び工事内容を熟知していることが
本調査の条件とされる。（株）丸川建築設計事務所
は、当該工事の設計業務を請け負っており、同種の
業務実績も豊富であることから本調査の内容を十
分に熟知しており、円滑で適切な施工を確保できる
ものと判断されることから他との競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14236
（株）東洋信号通信社
横浜市中区山手町１８６

東京港施工情報シス
テム構築

東京港湾事務所長　水
谷　誠
東京都江東区青海２－
４３

H17.4.26 11,445,000

（株）東洋信号通信社との間で締結している本業務
は、東京港臨海道路Ⅱ期事業の工事中の施工をよ
り安全、円滑に実施していくため、管理の一環として
施工状況等のカメラ映像を取得するためのカメラ端
末側機器の情報システム構築作業を契約するもの
である。本業務の実施にあたっては、当所が必要と
する施工管理のための映像の提供が可能であるこ
とが不可欠である共に、カメラ制御システムについ
て十分熟知していることが必要とされる。株式会社
東洋信号通信社は既に１５号地信号所に監視カメ
ラを設置し、当事業の施工場所を網羅している唯一
の既設カメラである。よって、同社から映像を取得
することは、当所が新たに監視カメラを購入し設置
することよりも費用が安価となり当所に有利である
ことから他との競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14237
（株）パスコ
東京都目黒区東山２－
１３－５

東京国際空港鳥類調
査

東京空港整備事務所長
吉永　清人
東京都大田区羽田空港
３－３－１

H17.4.28 9,187,500 予算決算及び会計令第９９条の２ 見直しの余地あり 競争入札に移行

14238
大森法律事務所
東京都千代田区六番町
６－２０

東京国際空港再拡張
事業法律問題処理業
務委託

関東地方整備局副局長
中村　眞
横浜市中区北仲通５－
５７

H17.5.13 2,709,677

大森法律事務所との間で締結している本委託業務
は、東京国際空港再拡張事業における事務・事業
の遂行等に係る法律問題についての助言を得るこ
とを目的としている。
東京国際空港再拡張事業は、世界的にみても類
例・実績の少ない大規模な設計・施工一括発注方
式を採用するほか、リスク分担、現地着工時期の不
確実性等困難な要素を数多く抱える事業であり、本
委託業務の実施にあたって適切な助言を得るため
には、公共事業、建設業及び建設工事請負契約等
に精通していることはもとより、入札・契約に関する
総合的かつ 新の知見や法務に関する相当の実
績を有することが必要である。
弁護士　大森文彦は、国土交通省「中央建設業審
議会」、「中央建設工事紛争審査会」、「設計・施工
一括発注方式導入検討委員会」、 高裁判所「建
築関係訴訟委員会」、（社）日本建築学会「司法支
援建築会議運営委員会」、「民間（旧四会）連合協
定工事請負契約約款委員会」等の委員を努め、本
件に求められる専門分野において高度な知見と幅
広い実績を有しており、特殊な本業務に適切に対
応することが可能な唯一の者であり、他との競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14239

（株）日本空港コンサル
タンツ
東京都文京区本郷５－
３３－１０

東京国際空港国際線
地区整備手順検討調
査

東京空港整備事務所長
吉永　清人
東京都大田区羽田空港
３－３－１

H17.5.19 13,965,000

（株）日本空港コンサルタンツとの間で締結している
本調査は、国際線地区において国が整備する施設
についての整備手順及び整備工程の検討並びにエ
プロン等整備等事業（ＰＦＩ事業）区域の工事計画
（建設機械の稼働計画等）の検討を行うものであ
る。検討には、国際線地区の施設配置計画、施工
計画及び空港運行状況の熟知と一体的な整備とな
るＰＦＩ事業等の関連情報に精通している必要があ
る。当該業者は、国際線地区全体の整備手法及び
整備計画等の知識や経緯を熟知していることから、
本業務を円滑に実施することができる唯一の者で
あることから他との競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１９年度以降に
企画競争を実施）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14240
日本工営（株）
神奈川県横浜市中区常
盤町４－３９

東京国際空港東側整
備地区エプロン舗装図
書作成

東京空港整備事務所長
吉永　清人
東京都大田区羽田空港
３－３－１

H17.5.19 3,885,000 予算決算及び会計令第９９条の２ 見直しの余地あり 競争入札に移行

14241

（株）大阪ジャッキ製作
所代理人（株）パシ
フィックソーワ機械部
東京都中央区新川１－
３－１７

常陸那珂港ケーソン移
動装置油圧ジャッキ修
理工事

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

H17.5.20 11,025,000

（株）大阪ジャッキ製作所代理人（株）パシフィック
ソーワ機械部との間で締結している本工事は、常陸
那珂港ケーソン移動装置を構成している油圧ジャッ
キを修理するものである。本油圧ジャッキは（株）大
阪ジャッキ製作所で８０００ｔケーソンを移動するた
めに製作された製品であり、超重量物を取り扱うた
めには機能を保持し安全性を十分に確保する必要
がある。また、特注製品であるため、構造、特性等
の機能を十分熟知し、施工に必要な諸機器、設備
等を備えていることが必要である。よって製造者
（株）大阪ジャッキ製作所の販売・修理等に関する
代理人である（株）パシフィックソーワと契約すること
により、安全かつ円滑に工事を実施することが可能
であることから他との競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度から一
般競争入札に移
行）

14242

（株）日本空港コンサル
タンツ東京都文京区本
郷　　　　　　　　５－３３
－１０

百里飛行場施工計画
検討調査

鹿島港湾・空港整備事
務所長　村岡　猛
鹿嶋市大字粟生２２５４

H17.5.25 18,585,000

（株）日本空港コンサルタンツとの間で締結している
本調査は、百里飛行場民間共用化事業の整備を計
画的に実施するため、施工計画等の検討を行うも
のである。
    本飛行場計画は、平成１４年度・１５年度・１６年
度に「百里飛行場施工計画検討調査」の成果を基
に、百里飛行場内の施設配置、支障移転施設、民
航施設計画等の基本計画を定めており、本調査実
施に際してはその基本条件を熟知していることが必
要不可欠である。
    （株）日本空港コンサルタンツは、空港内の施設
配置及び施工計画等に関する専門の技術者を多
数有しているとともに、過去上記「百里飛行場施工
計画検討調査」を実施しており、本調査の基本条件
を熟知している。
　　以上のことから、同社は本業務の円滑かつ適切
な履行を確保することができる唯一の設計コンサル
タントであることから他との競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１９年度以降に
企画競争を実施）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14243

パシフィックコンサルタ
ンツ（株）
千葉県千葉市中央区新
町　　　１－１７

百里飛行場用地造成
外設計

鹿島港湾・空港整備事
務所長　村岡　猛
鹿嶋市大字粟生２２５４

H17.5.25 3,360,000

パシフィックコンサルタンツ（株）との間で締結してい
る本調査は、百里飛行場民間共用化事業に伴う滑
走路部の用地造成、舗装、排水施設の実施設計を
行うものである。本設計は、平成１５年度「百里飛行
場用地造成外設計」にて行った滑走路部の実施設
計について、平成１６年度に施設整備計画が見直さ
れたことに伴う一部変更を行うものであり、本設計
の実施に際してはその基本条件を熟知していること
が必要不可欠である。パシフィックコンサルタンツ
（株）は、空港内の施設設計に関する専門の技術者
を多数有しているとともに、過去上記「百里飛行場
用地造成外設計」を実施しており、本設計の基本条
件を熟知している。以上のことから、同社は本業務
の円滑かつ適切な履行を確保することができる唯
一の設計コンサルタントであることから他との競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１９年度以降に
企画競争を実施）

14244

国立大学法人横浜国立
大学
横浜市保土ヶ谷区常盤
台７９番１号

東京湾奥部における
底泥堆積環境の空間
特性に関する研究委
託

関東地方整備局副局長
中村　眞
横浜市中区北仲通５－
５７

H17.5.27 3,150,000

国立大学法人横浜国立大学との間で締結している
本委託業務は、東京湾奥部において底泥（有機質
に富む軟泥、有機汚泥）堆積の形成要因を明らか
にするとともに、底泥の堆積過程を再現する数値モ
デルを開発する事により、沿岸部における局所的な
底泥の堆積過程を含めた底泥堆積予測手法を確
立するものである。本委託業務は東京湾等を代表
とする閉鎖性海域における底泥堆積域での豊富な
研究実績を有する事が必要であるとともに、数値モ
デルにおける高度な知識・経験などの、理学・工学
的研究遂行能力及び研究実績を有することが必要
不可欠な条件として求められている。国立大学法人
横浜国立大学は、東京湾の海象について深く研究
し、熟知しているとともに、閉鎖性内湾域における底
泥堆積域での基礎調査・研究の実績を数多く有して
おり、また、東京湾に存在するプラットホームを利用
した自動昇降式観測システムを構築しており、当シ
ステムで取得したデータを用いて数値モデルの検
証を行い精度を高めている。更に、一般的に用いら
れている沿岸環境予測の数値シミュレーションにつ
いて、長期的な検証に耐えうる観測データセットの
整備とそのための環境モニタリング手法の高度化
を第一義的に重要な研究テーマとして取り組んでい
る大学である。以上から、本委託業務における検討
項目を、高水準かつ短期的に実施可能な研究機関
は国立大学法人横浜国立大学をおいて他にはない
ことから他との競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14245
横須賀市長
横須賀市小川町１１

土地使用料（平成地区
荷さばき地№５～８号
地）

京浜港湾事務所長　和
田耕造
横浜市神奈川区山内町
１－２

H17.6.30 2,140,830

横須賀市との間で締結している本件は、当局実施
事業である横須賀港馬堀地区海岸整備事業を実
施するうえで必要となる作業ヤードの適地を種々検
討した結果、当該土地が 適地と判断されたため、
当該土地の管理者である横須賀市と借上契約を締
結する必要があることから他との競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14246
（株）ホライゾン
東京都中央区銀座４－
１４－１１

東京港湾事務所広報
誌作成

東京港湾事務所長　水
谷　誠
東京都江東区青海２－
４３

H17.7.1 3,181,500

（株）ホライゾンとの間で締結している本業務は、東
京港臨海道路Ⅱ期事業の推進を図るに当たり、地
域住民の方々に物流の効率化、港湾空間の総合
的整備、地域環境の保全と創造など、現代国民の
豊かで安心できる生活を支える港湾整備事業の重
要性・必要性に関する理解を図ることを目的として
いる。  本業務の遂行にあたっては、港を取り巻く情
勢の変化や港のあるべき姿についての知見や港湾
に関する情報、地域の人々やユーザーのニーズに
ついて豊富な情報の蓄積と収集能力が要求され
る。　（株）ホライゾンは平成１７年度本業務実施に
係る標準プロポーザル方式により提出された技術
提案書を特定業者選定委員会において評価・検討
した結果、業務の経歴、業務の体制、広報誌の作
成、業務資料の実施性から も適していると判断さ
れた業者であることから他との競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１７年度から企
画競争を実施）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
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（具体的かつ詳細に記載）

14247

特定非営利活動法人み
なとサポート
横浜市中区海岸通３－
１２－１

防災エキスパート支援
業務

関東地方整備局副局長
中村　眞
横浜市中区北仲通５－
５７

H17.7.15 4,305,000

特定非営利活動法人みなとサポートとの間で締結
している本業務は、災害時の港湾・空港被災情報
の収集等をボランティアで行う「関東地方　港湾空
港部　防災エキスパート」活動の円滑な運用を図る
ため、事務局の支援業務を行うものである。業務の
実施にあたっては、防災エキスパート登録支援、研
修支援、要領の見直し検討行うものであり、港湾・
空港の技術分野における幅広い知見を有するとと
もに、防災業務に関する知識による適正な検討が
求められる。特定非営利活動法人　みなとサポート
は、地震・台風等災害時の港湾・空港施設の被害
状況の情報収集活動等を行うとともに、港湾・空港
施設の整備に関する技術情報の収集及び蓄積を
行い市民的立場から提言及び諸活動を行うことで、
社会公益の増進に寄与することを目的とし、港湾・
空港整備技術において広く高度な知識と経験を有
した者により設立されており、これらの者は、本業務
に求められる港湾空港の防災業務検討に必要な知
識や経験、緊急時の的確で迅速な情報の収集作業
にも精通し、昨年度実施した「防災エキスパート支
援業務」においても港湾空港整備における豊富な
知識、経験を生かし十分な成果を収めた。このた
め、特定非営利活動法人　みなとサポートは、本業
務を適正に実施できる唯一の公益法人であること
から他との競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１８
年度から公募手
続きを行う）

14248
明星電気（株）
東京都文京区小石川２
－５－７

東京国際空港地震観
測システム保守点検

東京空港整備事務所長
吉永　清人
東京都大田区羽田空港
３－３－１

H17.7.21 2,887,500

明星電気（株）との間で締結している本業務は、東
京国際空港及び京浜急行羽田第二隧道内に設置
してある地震観測計器の保守点検を行うものであ
る。本システムは、設置場所の条件にあわせて特
別に製造、設置されたものであり、保守点検に関し
ては、地震観測計器及びこれに用いているリアルタ
イム計測システムに関する専門技術、光ファイバー
通信技術を要し、並びに不良箇所に対する修理等
の速やかな対処が可能であるとともに、当該機器に
ついて熟知していなければならない。明星電気（株）
は、本システムの設計、製造者であり、良好な作動
状態を保つ事ができる唯一の業者であり、同者以
外の者と契約をしたならば機器に支障をきたす恐れ
があることから他との競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
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14249
（株）バス２１
東京都千代田区麹町５
－３

東京国際空港業務資
料作成（その２）

東京空港整備事務所長
吉永　清人
東京都大田区羽田空港
３－３－１

H17.7.21 2,596,387

（株）バス２１との間で締結している本業務は、東京
国際空港沖合展開事業及び再拡張事業に係わる
業務資料（情報誌）の作成を行うものである。業者
の選定に当たっては、プロポーザル方式により提出
された提案書を東京空港整備事務所建設コンサル
タント等選定委員会において、評価検討した結果、
（株）バス２１が過去の実績、業務の実施体制及び
提案の的確性、創造性、実現性の技術的面から
も高く評価され、契約の相手方として特定されたこと
から他との競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１７年度から企
画競争を実施）

14250
（有）スーパー・リー
東京都大田区蒲田１－
１４－１７

東京国際空港業務資
料作成（その３）

東京空港整備事務所長
吉永　清人
東京都大田区羽田空港
３－３－１

H17.7.21 1,743,000

（有）スーパー・リーとの間で締結している本業務
は、東京国際空港沖合展開事業及び再拡張事業
に係わる業務資料（パンフレット）の修正を行うもの
である。実施に当たっては、過去に作成したイラス
ト、写真等を使用するため、著作権、版権を所有し
ている必要がある。（有）スーパー・リーは、平成１４
年度に当該資料の作成を行っており、著作権、版権
を有している唯一の業者であることから他との競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度から一
般競争入札に移
行）

14251
（株）東洋信号通信社
横浜市中区山手町１８６

東京港施工情報シス
テム構築（その２）

東京港湾事務所長　水
谷　誠
東京都江東区青海２－
４３

H17.8.2 10,500,000

（株）東洋信号通信社との間で締結している本業務
は、東京港臨海道路Ⅱ期事業の工事中の施工をよ
り安全、円滑に実施していくため、管理の一環として
施工状況等のカメラ映像を取得するための監視端
末側機器の情報システム構築作業を契約するもの
である。　本業務の実施にあたっては、当所が必要
とする施工管理のための映像の提供が可能である
ことが不可欠である共に、カメラ制御システムにつ
いて十分熟知していることが必要とされる。　株式
会社東洋信号通信社は既に１５号地信号所に監視
カメラを設置し、当事業の施工場所を網羅している
唯一の既設カメラである。同社は、大井信号所にお
いて船舶動静把握業務を実施しており、同社とのカ
メラ映像システム共有化に関しては操作権等の調
整が必要であり、これが適切に設定・運用されない
場合や構築作業が遅延した場合に船舶動静把握
業務が停止することや、情報システムの動作保証
上の理由からも監視カメラシステムを構築した（株）
東洋信号通信社以外では作業が不可能であること
から他との競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14252
（株）淺沼組
東京都新宿区荒木町５
番地

東京港湾事務所庁舎
新築工事

関東地方整備局副局長
中村　眞
横浜市中区北仲通５－
５７

H17.8.3 388,500,000

（株）淺沼組との間で締結している本工事は、前工
事である「東京港湾事務所庁舎基礎その他工事」
の施工(２階床まで)に引続き上階の躯体、仕上、各
設備及び外構等全ての工種を行うものである。(株)
淺沼組は前工事を受注しており、工事内容や現場
周辺の状況を熟知していることから、同社と契約す
ることにより本工事契約後における着工までの準備
期間が短期となり、工期の短縮が図られる。また、
近隣との調整等においても迅速に行えることから、
円滑で適切な施工の確保ができるものと判断され
る。また、建築物として、構造耐力の確保及び仕上
や設備機器等の取合を含め、全体での一体化を図
ることが必要であり、前工事と同等の精度、管理能
力において施工することで、ばらつきのない品質を
確保することができる。さらに、瑕疵が発生した場
合、責任の所在を明確化することができる。以上の
ことから当該法人以外の者と契約を締結すると品
質の確保ができない等の著しい支障が生ずる恐れ
があることから、他との競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14253

国立大学法人東京工業
大学
東京都目黒区大岡山２
－１２－１

東京港臨海道路事業
にかかる構造検討調
査委託

関東地方整備局副局長
中村　眞
横浜市中区北仲通５－
５７

H17.8.5 26,848,400

国立大学法人東京工業大学との間で締結している
本委託業務は、東京港臨海大橋の整備における
様々な技術的課題の解決を目指すものであるが、
このうち、地震等被害に対する橋梁の定量的評価、
及び廃棄物・粘土による複合地盤での杭の挙動が
与える影響についての解明が本事業においても大
きな役割を果たす。そのため、本委託業務を実施す
る機関は橋梁および地盤工学にかかる総合的かつ

新の知見を有することが必要であるとともに、工
学的研究遂行能力及び研究実績を有することが必
要である。国立大学法人東京工業大学の三木研究
室と日下部研究室は、橋梁工学および地盤工学に
ついて深く研究し、熟知しているとともに上記にかか
る基礎調査・研究の実績を数多く有している。また、
現在問題となっている地震等被害に対する橋梁の
定量的評価、及び廃棄物・粘土による複合地盤で
の杭の挙動が与える影響については不明な点が多
い。同研究室は 先端の知見および実験にかかる
経験を有している人材を配しているとともに、本研
究に必要不可欠な実験施設を有しており国立大学
法人東京工業大学でしか、行うことができないこと
から他との競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14254
国際航業（株）
横浜市中区日本大通１
７番地

海洋短波レーダーによ
る表層流面的把握シス
テム開発調査

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

H17.8.18 13,860,000

国際航業（株）との間で締結している本業務は、当
所の保有する海洋短波レーダーで取得される表層
流速データを用い、東京湾表層流の面的把握を目
的とした環境情報のリアルタイム配信システムの開
発を行うものである。本業務の実施にあたっては、
海洋短波レーダーをはじめ海域環境データに関す
る知識並びに地理情報システム（ＧＩＳ）を用いた環
境情報の配信と管理運営について、 新克高度な
知見および技術力が必要不可欠である。よって、標
準プロポーザル方式を採用し、技術提案を求め、シ
ステム開発にあたっての技術提案を求めシステム
開発にあたっての技術提案、実施工程、配置技術
者、ヒアリングなどに基づき、 も優れた提案を行っ
た国際航業株式会社を特定した。したがって、国際
航業（株）が本業務を も円滑かつ適切に実施でき
るものと判断されることから他との競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１７年度から企
画競争を実施）

14255
大和造船（株）
千葉県銚子市本城町３
－５７－１４

常陸那珂港ひたち修
理工事

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

H17.8.19 5,292,000 予算決算及び会計令第９９条の２ 見直しの余地あり 競争入札に移行

14256
計測情報システム（株）
東京都中央区日本橋室
町１－８－８

ＧＰＳ基準局データ利
用料

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

H17.8.26 1,785,000

計測情報システム（株）との間で締結している本件
は、測量船「みさき」の測位（リアルタイムキネマ
ティックＧＰＳ方式）に必要な基準局データ利用する
ものである。本基準局はリアルタイムキネマティック
ＧＰＳを含むＤＧＰＳの実用化を推進するため、海上
ＤＧＰＳ利用推進協議会により開局されたものであ
る。リアルタイムキネマティックＧＰＳ方式は、数セン
チ単位の誤差が生じる程度の精度の高い方式であ
り、東京湾ではここしか開局されていない。計測情
報システム（株）は海上ＤＧＰＳ利用推進協議会の
事務局運営業務、基準局運営業務及び会費の徴
収業務を行っている唯一の会社であることから他と
の競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
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（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14257
　（株）鶴見製作所
東京都台東区台東１－
３３－８

東京国際空港中和設
備付帯工事

東京空港整備事務所長
吉永　清人
東京都大田区羽田空港
３－３－１

H17.8.31 107,100,000

　（株）鶴見製作所との間で締結している本工事は、
東京国際空港沖合展開事業の排水処理対策にお
いて環境基準の達成・維持に必要な排出基準に対
応するためのＰＨ中和設備の機能強化を行うもので
ある。本設備は、（株）鶴見製作所が羽田空港用に
機械・電気設備の製作を行い既に設置しているもの
であり、且つ制御システムの設計も行っているもの
である。このため同者は本制御システムに関する専
門技術に精通していることから事業に支障なく適切
に遂行し得る唯一の者であり、同者以外の者と契
約をしたならば本工事を適切に遂行できない恐れ
があることから他との競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14258
（株）ニュージェック
東京都江東区新大橋１
－１２－１３

地震動検討業務

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

H17.8.31 12,075,000

（株）ニュージェックとの間で締結している本業務
は、震源特性・伝播経路特性およびサイト特性を考
慮した統計的グリーン関数法により、東京港、川崎
港、横須賀港、千葉港、木更津港、常陸那珂港の
工学的基盤におけるレベル２地震動の時刻歴波形
を設定するものである。本業務の実施にあたって
は、地震動を算定する統計的グリーン関数法に関
する知識をはじめ、地震に関する 新かつ高度な
専門的知識が必要不可欠であるため、標準プロ
ポーザル方式（技術者評価型）により技術提案を求
め、 も優れた技術提案を行った（株）ニュージェッ
クを特定した。　　　　　　　　　　したがって、（株）
ニュージェックが本業務を も円滑かつ適切に実施
できるものと判断されることから他との競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１７年度から企
画競争を実施）

14259
（株）ホライゾン
東京都中央区銀座４－
１４－１１

東京港湾事務所広報
誌作成（その２）

東京港湾事務所長　水
谷　誠
東京都江東区青海２－
４３

H17.9.1 3,244,500

（株）ホライゾンとの間で締結している本業務は、東
京港臨海道路Ⅱ期事業の推進を図るに当たり、地
域住民の方々に物流の効率化、港湾空間の総合
的整備、地域環境の保全と創造など、現代国民の
豊かで安心できる生活を支える港湾整備事業の重
要性・必要性に関する理解を図ることを目的として
いる。  本業務の遂行にあたっては、港を取り巻く情
勢の変化や港のあるべき姿についての知見や港湾
に関する情報、地域の人々やユーザーのニーズに
ついて豊富な情報の蓄積と収集能力が要求され
る。　（株）ホライゾンは平成１７年度本業務実施に
係る標準プロポーザル方式により提出された技術
提案書を特定業者選定委員会において評価・検討
した結果、業務の経歴、業務の体制、広報誌の作
成、業務資料の実施性から も適していると判断さ
れた業者であることから他との競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１７年度から企
画競争を実施）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
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（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14260
（株）カイジョーソニック
東京都羽村市栄町３－
１－５

横浜技調みさき測量装
置改良

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

H17.9.1 1,890,000

（株）カイジョーソニックとの間で締結している本件
は、測量船「みさき」の陸上データ処理装置改良に
伴うプログラム作成を行うものである。
　　本業務を円滑に遂行するにあたっては、解析プ
ログラムについて豊富な技術的知見を有し、測量シ
ステムに精通していることが必要である。
　㈱カイジョーソニックは、測量船「みさき」の測量シ
ステムの設計、製作を行っており、本測量装置プロ
グラムを熟知しているとともに、測量装置及び測量
システムに関する豊富な経験を有していることから
他との競争を許さないため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度から一
般競争入札に移
行）

14261

（株）丸川建築設計事務
所
東京都文京区小日向４
－２－６

東京港湾事務所庁舎
新築工事施工状況調
査

東京港湾事務所長　水
谷　誠
東京都江東区青海２－
４３

H17.9.2 8,925,000

（株）丸川建築設計事務所との間で締結している本
調査は、「東京港湾事務所庁舎新築工事」の施工
状況調査を行わせるものである。調査遂行にあた
り、常時状況調査が可能で、工事施工に際し当該
工事の請負者へ適切な指揮ができること、及び建
築基準法等に定められた有資格者を擁し、工事内
容を熟知していることが本調査の条件とされる。
（株）丸川建築設計事務所は、当該工事の設計業
務を請け負っており、前工事の「東京港湾事務所庁
舎基礎その他工事」の施工状況調査も行っている
ことから、本調査の内容を十分に熟知しており、円
滑で適切な施工を確保できる。また、瑕疵が発生し
た場合、責任の所在を明確にすることが出来るもの
と判断されることから他との競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量
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14262
国立大学法人京都大学
京都市左京区吉田本町

東京国際空港再拡張
事業施工時、供用時及
び地震時の地盤-構造
物系応答特性基礎検
討調査委託

関東地方整備局副局長
中村　眞
横浜市中区北仲通５－
５７

H17.9.9 3,150,000

国立大学法人京都大学との間で締結している本件は、新
滑走路島の接続部は、高盛土の鋼管矢板井筒護岸及び
護岸前面のジャケット桟橋等から構成される。護岸構造
は高盛土であるため常時の状態において側方流動が生
じ、鋼管矢板井筒護岸の矢板及び護岸前面に建設され
るジャケット桟橋に変位及び残留応力を発生させる。また
新滑走路島に建設されるD滑走路は、地震後においても
空港機能を確保する必要があることから、鋼管矢板井筒
護岸の矢板及び前面に建設されるジャケット桟橋は、地
震後においても所期の耐震性能を確保する必要がある。
砂地盤の液状化や粘性土地盤の非線形挙動を含む複雑
な地盤中に建設される地盤・構造物系の被害程度予測
手法として、数値解析プログラムFLIPがある。プログラム
FLIPは、阪神・淡路大震災のケーソン式護岸、杭式桟橋
の被害形態、被害程度をよく再現できることから、これま
で耐震強化岸壁等の耐震性能調査に広く用いられてき
た。しかし現状のプログラムFLIPは動的解析を行う前に
実施する初期自重解析において上述した鋼構造物基礎
に与える側方流動の影響等をそのまま動的解析の地盤-
鋼構造物基礎モデルとして引き渡すことが困難である。
本調査は鋼管矢板井筒護岸及び護岸前面に建設する
ジャケット桟橋の変位及び応力状態を適切に評価するた
めに常時において鋼構造物基礎に与える側方流動の影
響力を動的解析に反映させる手法及び解析検討を行うも
のである。京都大学は数値解析プログラムFLIPのアルゴ
リズム構築者を有しており、業務の遂行が可能である唯
一の研究機関であることから他との競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14263

国立大学法人横浜国立
大学
横浜市保土ヶ谷区常盤
台７９番１号

東京国際空港再拡張
事業　圧密沈下予測基
礎検討調査委託

関東地方整備局副局長
中村　眞
横浜市中区北仲通５－
５７

H17.9.14 3,150,000

国立大学法人横浜国立大学との間で締結している
本件は、地盤の圧密沈下挙動は、土質定数の不確
定要素、地盤条件及び地盤改良の空間的なばらつ
きなどの様々な要因によって変化する。このため圧
密沈下の挙動に影響を及ぼすそれらの要因をパラ
メータとして感度分析を行い、沈下予測のはらつき
の範囲を特定することが重要である。本調査は、接
続部等の高盛土護岸を対象に一般的な手法と新た
な構成則に基づいて解析した圧密進化予測の比較
検討を行い、実施設計の基礎資料とするものであ
る。横浜国立大学は、従来の圧密計算方法では考
慮できないクリープの影響を考慮した長期に及ぶ圧
密沈下予測が可能な新たな構成則に基づくプログ
ラムを開発しており、業務の遂行が可能である唯一
の研究機関であることから他との競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）
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14264

学校法人五島育英会武
蔵工業大学
東京都世田谷区玉堤１
－２８－１

東京湾における二次
汚濁メカニズムに関す
る研究委託

関東地方整備局副局長
中村　眞
横浜市中区北仲通５－
５７

H17.9.20 3,150,000

学校法人五島育英会武蔵工業大学との間で締結してい
る本委託業務は、生活・産業等からの排水や海域での植
物プランクトンの遺骸等を起源とする海底に堆積した有
機汚泥からの栄養塩類の溶出に伴う富栄養化、富栄養
化に伴い海水中で消費される溶存酸素に着目し、富栄養
化メカニズムへの汚染底泥の寄与の解明と、その防止工
法に関して検討を行うものである。東京湾等に代表され
る閉鎖性湾内域の水質環境問題において、赤潮による
海域の富栄養化とそれに起因する青潮による海中の貧
酸素化によって、海棲生物に悪影響を及ぼしていること、
また、水質・底質は湾奥部などを中心にＣＯＤ濃度が高い
状況にあることから、陸域・海域からの汚濁負荷の削減
など総合的な水質改善が求められている。本委託業務の
実施にあたっては、東京湾における物質循環に関する
新知見を有する事が必要であるとともに、数値モデルに
おける高度な知識・経験などの、理学・工学的研究遂行
能力及び豊富な研究実績を有することが必要不可欠な
条件として求められる。学校法人五島育英会武蔵工業大
学は、昨年度本業務委託の受託者であり、東京湾等に代
表される閉鎖性湾内域の水質環境問題について、海中
の貧酸素水塊の形成には底泥からの酸素消費の影響が
多大であることを室内実験、現地観測、数値計算により
示すなど、現況報告や富栄養化メカニズム解明等の研究
実績を有し、検証用数値モデルの構築に着手している。
以上から、本業務委託における検討項目を、継続的に高
水準かつ短期間に実施可能な研究期間は学校法人五島
育英会武蔵工業大学以外にないことから他との競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14265
（株）神奈川新聞社
横浜市中区太田町２－
２３

東京湾口航路広域啓
発推進業務

東京湾口航路事務所長
今　輝蔵
横須賀市平成町３－２１
－４４

H17.10.12 3,559,500

（株）神奈川新聞社との間で締結している本業務
は、神奈川県内に向けて、港湾事業並びに国土交
通行政に関する意義、目的、重要性を伝え、的確な
理解と支援・協力を得ることを目的に、新聞紙面上
にて東京湾口航路整備事業に関する紹介記事を掲
載するものである。業務の遂行にあたっては、神奈
川県内を対象に地元に密着した取材・編集を行い、
地に着目した紙面を作成することができ、さらに、東
京湾口航路整備事業にも精通している必要があ
る。（株）神奈川新聞社は、県内地方紙において発
行部数が も多く、過去に第三海堡撤去工事に関
する取材を幾度も行っているため東京湾口航路整
備事業に精通しており、上記条件を満たしているこ
とから他との競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの
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14266

（株）オリエンタルコンサ
ルタンツ
横浜市中区北仲通４－
４０

東京港臨海道路(第二
期)昇降施設細部設計

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

H17.10.14 19,950,000

（株）オリエンタルコンサルタンツとの間で締結して
いる本設計は、東京港臨海道路（第二期）の中央防
波堤側と若洲側に設置する昇降施設の細部設計を
行うものである。本昇降施設においては、現在まで
の景観検討分科会の検討結果を受け景観性を重
視した部材設計を行う必要がある。また橋梁部との
接合部は、昇降施設と橋梁の挙動を十分に考慮し
た構造にする必要がある。
  本設計の遂行にあたっては、景観検討分科会で
検討を行い昇降施設の基本的な形状、平面配置に
従い景観性に配慮した細部設計を行わなくてはなら
ない。このため、昇降施設及び橋梁に関する高度な
知識と豊かな経験を必要とすることから、標準プロ
ポーザル方式を採用し、本設計に当たっての技術
提案、配置技術者、ヒアリングなどに基づき、 も優
れた評価となった（株）オリエンタルコンサルタンツを
特定した。
　したがって、（株）オリエンタルコンサルタンツが本
業務を も円滑且つ適切に実施できるものと判断さ
れることから他との競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１７年度から企
画競争を実施）

14267

パシフィックコンサルタ
ンツ（株）
横浜市西区花咲町７－
１５０

東京国際空港旧空港
跡地区誘導路地盤改
良設計

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

H17.10.20 26,040,000

パシフィックコンサルタンツ（株）との間で締結してい
る本設計は、東京国際空港旧空港跡地区における
誘導路建設予定地において、沈下対策及び液状化
対策等の地盤改良設計を行うものである。
  本設計対象範囲は、誘導路建設に伴う盛土等の
荷重増加による圧密沈下が生じる懸念があり、ま
た、設計対象範囲の地下には京浜急行羽田線の
シールドトンネルが位置していることから、そのトン
ネルへの沈下の影響について検討する必要があ
る。一方、新設される誘導路の一部はレベル２地震
動が作用した際においても所要の性能を満足する
ことが要求されることから、地震時の液状化の検討
を行う必要がある。
　本設計の遂行に当たっては、上記より、沈下及び
液状化等の地盤に関する、また、シールドトンネ
ル、鉄道安全管理等に関する、高度な知識と豊か
な経験を必要とすることから、標準プロポーザル方
式を採用し、本設計に当たっての技術提案、配置技
術者、ヒアリングなどに基づき、 も優れた評価と
なったパシフィックコンサルタンツ（株）を特定した。
したがって、パシフィックコンサルタンツ（株）が本業
務を も円滑且つ適切に実施できるものと判断され
ることから他との競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１７年度から企
画競争を実施）
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14268
日本工営（株）
茨城県水戸市城南
２－１－２０

百里飛行場調整池設
計外施工法検討

鹿島港湾・空港整備事
務所長　村岡　猛
鹿嶋市大字粟生２２５４

H17.10.24 8,295,000

日本工営（株）との間で締結している本業務は、社
会情勢の変化に伴い南側調整池放流水路及び北
側調整池放流水路の設計の見直しを行うとともに、
百里飛行場民間共用化事業の整備を計画的に実
施するため、南側調整池の施工方法の検討及び社
会情勢の変化に伴う必要な設計の見直しを行うも
のである。
　本業務は、「平成１５年度百里飛行場調整池外設
計」にて行った南側調整池放流水路及び北側調整
池放流水路の設計について、平成１７年度の用地
取得計画等の変更に伴い放流水路の計画法線を
変更するものであり、また南側調整池の施工方法
や施工工程等について具体的な検討を行い、社会
情勢の変化に伴う必要な設計の見直しを行うもの
である。
　したがって、本設計の実施に際してはその基本条
件を熟知していることが必要不可欠である。
　日本工営（株）は、空港内の調整池計画及び調整
池施工計画に関する専門の技術者を多数有してい
るとともに、過去上記「百里飛行場調整池外設計」、
及びその基本計画である「平成１４年度百里飛行場
排水計画検討調査」を実施しており、本業務の基本
条件を熟知している。
　以上のことから、同社は本業務の円滑かつ適切な
履行を確保することができる唯一の設計コンサルタ
ントであることから他との競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１９年度以降に
企画競争を実施）

14269
（有）ユーコミュニケー
ションズ　横浜市中区伊
勢佐木町６－１４０－７

京浜港業務資料作成
（その３）

京浜港湾事務所長　和
田耕造
横浜市神奈川区山内町
１－２

H17.10.28 6,930,000

（有）ユーコミュニケーションズとの間で締結している
本業務は、京浜港湾事務所が管轄する横須賀港に
ついて、その歴史、風土、観光資源等を調査し、一
般市民を対象としたパンフレットを作成するもので
ある。
本業務の実施にあたっては、標準プロポーザル方
式によって技術提案を求め、 も優れた提案を行っ
た（有）ユーコミュニケーションズを特定した。
したがって、（有）ユーコミュニケーションズが、本業
務を も円滑かつ適切に実施できるものと判断され
ることから他との競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１７年度から企
画競争を実施）
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14270
（財）千葉県水産振興公
社  千葉市中央区中央
４－１３－２８

東京湾奥地区貝類・海
藻類生育可能性調査

千葉港湾事務所長　渡
邊清朗
千葉市中央区中央港１
－１１－２

H17.10.31 5,617,500

（財）千葉県水産振興公社との間で締結している本
業務は、平成１７年度から現地着手した東京湾奥地
区での海域環境創造事業において、その目的であ
る「中ノ瀬航路の浚渫土砂を利用した当該地区の
海域環境の保全と創造」について、貝類・海藻類の
生育可能性を調査してその効果の確認を行うもの
である。本業務の履行に当たっては千葉県沿岸海
域での貝類・海藻類の生態、育成に関して高度な
知識・技術が必要であり、当該法人は千葉県沿岸
海域において水産生物の生産・育成に関する事
業、水産業の指導事業を行うために設立された公
益法人であり本業務を中立的・公平的立場で的確
かつ効率的に実施しうる唯一の者であり、他との競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度から一
般競争入札に移
行）

14271
（株）ホライゾン
東京都中央区銀座４－
１４－１１

東京港湾事務所広報
誌作成（その３）

東京港湾事務所長　水
谷　誠
東京都江東区青海２－
４３

H17.11.1 3,129,000

（株）ホライゾンとの間で締結している本業務は、東
京港臨海道路Ⅱ期事業の推進を図るに当たり、地
域住民の方々に物流の効率化、港湾空間の総合
的整備、地域環境の保全と創造など、現代国民の
豊かで安心できる生活を支える港湾整備事業の重
要性・必要性に関する理解を図ることを目的として
いる。  本業務の遂行にあたっては、港を取り巻く情
勢の変化や港のあるべき姿についての知見や港湾
に関する情報、地域の人々やユーザーのニーズに
ついて豊富な情報の蓄積と収集能力が要求され
る。　（株）ホライゾンは平成１７年度本業務実施に
係る標準プロポーザル方式により提出された技術
提案書を特定業者選定委員会において評価・検討
した結果、業務の経歴、業務の体制、広報誌の作
成、業務資料の実施性から も適していると判断さ
れた業者であることから他との競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１７年度から企
画競争を実施）
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14272
日本工営（株）
東京都千代田区麹町５
－４

東京国際空港東側整
備地区連絡誘導路舗
装及びエプロン改修基
本設計

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

H17.11.2 14,595,000

日本工営（株）との間で締結している本設計は、東
京国際空港東側整備地区Ｄ滑走路連絡誘導路取
付部の誘導路等の舗装設計及びエプロン改修の基
本設計を行うものである。
　本設計対象範囲は、Ｄ滑走路連絡誘導路取付部
において、現空港側の沈下によって生じる段差対
策を講じる必要がある。また、現在、東側整備地区
で供用中のローディングエプロン及びナイトステイ
エプロンの一部が誘導路等に施設変更されること
に伴い、設計荷重、排水計画等を見直し、既設舗装
を効率的に改良しなければならない。
　本設計の遂行に当たっては、上記より、舗装に関
する高度な知識と豊かな経験を必要とすることか
ら、標準プロポーザル方式を採用し、本設計に当
たっての技術提案、配置技術者、ヒアリングなどに
基づき、 も優れた評価となった日本工営（株）を特
定した。
　したがって、日本工営（株）が本業務を も円滑且
つ適切に実施できるものと判断されることから他と
の競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１７年度から企
画競争を実施）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14273
運河を美しくする会
東京都新宿区西新宿３
－７－１

平成１７年度「全国都
市再生モデル調査」
（「海の生き物」の棲み
処（すみか）づくり調
査）

関東地方整備局副局長
中村　眞
横浜市中区北仲通５－
５７

H17.11.11 6,205,500

運河を美しくする会との間で締結している本件は、
平成１７年６月２８日に開催された第１４回都市再生
本部会合において、「全国都市再生のための緊急
措置」の幅広い展開に資するため、地域が自ら考え
自ら行動する都市再生活動のモデル調査（以下「モ
デル調査」という。）を実施することが決定されたとこ
ろである。この調査は地域の創意工夫を重視し、全
国のモデルとなりうる先導的な取り組みを全国的に
掘り起こしつつ行うこととされている。平成１７年度
「全国都市再生モデル調査」「「海の生き物の棲み
処（すみか）づくり調査」は、このような取り組みの一
環として、芝浦四丁目南地区西側護岸及び東京港
新海面処分場東側護岸前面海域（中央防波堤地
区）をフィールドとして、都民、NPO、専門家及び民
間企業と協働して、都民が海に親しみ、海で遊び、
海から学べる環境を創出するとともに、失われた自
然環境を再生し、水生生物の育成・生息の場となる
「海の棲み処づくり」を進めることを目的として行わ
れるものである。運河を美しくする会は都市再生本
部事務局が行った「モデル調査」の調査対象自治
体の募集に応募し、所定の手続きに沿った厳選な
選考の結果、調査内容が「モデル調査」の趣旨と合
致していること、調査実施体制が十分確立されてい
ること等の総合的見地から、対象団体として選定さ
れている。以上のように本調査は運河を美しくする
会の提案を受けて実施されるものであり、「地域が
自ら考え、自ら行動する」都市再生活動の一環とし
て行われることから、調査提案団体に委託して行う
ことが必要不可欠であり、他の団体は契約の相手
方となり得ないことから他との競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14274
（株）ドゥ・アーバン
東京都目黒区青葉台
２ー２１ー６

東京湾口航路広報資
料作成

東京湾口航路事務所長
今　輝蔵
横須賀市平成町３－２１
－４４

H17.11.11 5,302,500

（株）ドゥ・アーバンとの間で締結している本業務は、
東京湾口航路事務所の事業の推進に資することを
目的に、東京湾口航路整備事業並びに東京湾口航
路に関する情報発信を行い、広く一般市民へ当所
の理解を深めることを目的として情報誌（「くじらぼ
Vol.4、Vol.5）の作成を行うものである。本業務の実
施にあたっては、標準プロポーザル方式によって技
術提案を求め、 も優れた提案を行った(株)ドゥ・
アーバンを契約の相手方として特定したことから、
他との競争を許さないため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１７年度から企
画競争を実施）

14275
東洋建設（株）
東京都千代田区麹町１
－１０

東京国際空港旧空港
跡地区排水溝築造工
事（その２）

東京空港整備事務所長
吉永　清人
東京都大田区羽田空港
３－３－１

H17.11.21 149,835,000 予算決算及び会計令第９９条の２ 見直しの余地あり 競争入札に移行



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14276
（株）カイジョーソニック
東京都は羽村市栄町３
－１－５

東京湾口航路波浪観
測機器改良

関東地方整備局副局長
中村　眞
横浜市中区北仲通５－
５７

H17.12.2 15,960,000

（株）カイジョーソニックとの間で締結している波高
波向観測装置においては、近年、既存ストックの有
効活用における国有港湾施設の点検診断の実施
や大規模地震による津波の防災対策など危機管理
への要請の高まりから、ナウファスの観測データ収
集をリアルタイム化し、港湾整備における一層高度
な施工管理に資するもの、及びインターネットにより
台風時等の波高等の防災情報として公開できる波
高波向観測装置の改良・修理等を実施するもので
あるが、実施にあたっては波高、波向を一体的に観
測でき、得られたデータをインターネットで公開する
という観点から、波高、波向を一体的に観測できる
とともに、同時に潮位、風向、風速、気圧の観測も
できること、波高周期のほか、波浪の方向スペクト
ルを同時に算出することができること、同一地点の
長期観測ができることという特徴を有する海象計を
使う必要がある。しかしながらこの特徴を有する海
象計は同社のものしかなく、特許を保有しているこ
とから、他の者では改良。修理等を行うことができ
ない。よって特許権、著作権に関わる技術、機器、
設備又はシステム等を用いる必要があり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14277
（株）カイジョーソニック
東京都羽村市栄町３－
１－５

東京湾口航路波浪観
測機器改良

東京湾口航路事務所長
今　輝蔵
横須賀市平成町３－２１
－４４

H17.12.2 15,960,000

（株）カイジョーソニックとの間で締結している波高
波向観測装置においては、近年、既存ストックの有
効活用における国有港湾施設の点検診断の実施
や大規模地震による津波の防災対策など危機管理
への要請の高まりから、ナウファスの観測データ収
集をリアルタイム化し、港湾整備における一層高度
な施工管理に資するもの、及びインターネットにより
台風時等の波高等の防災情報として公開できる波
高波向観測装置の改良・修理等を実施するもので
あるが、実施にあたっては波高、波向を一体的に観
測でき、得られたデータをインターネットで公開する
という観点から、波高、波向を一体的に観測できる
とともに、同時に潮位、風向、風速、気圧の観測も
できること、波高周期のほか、波浪の方向スペクト
ルを同時に算出することができること、同一地点の
長期観測ができることという特徴を有する海象計を
使う必要がある。しかしながらこの特徴を有する海
象計は同社のものしかなく、特許を保有しているこ
とから、他の者では改良。修理等を行うことができ
ない。よって特許権、著作権に関わる技術、機器、
設備又はシステム等を用いる必要があり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14278

特定非営利活動法人盤
州里海の会
千葉県木更津市畔戸８
番地

平成１７年度「全国都
市再生モデル調査」
（東京湾に臨む盤州干
潟と港を活かした「海
めぐりの里」構想・計画
つくり調査）

関東地方整備局副局長
中村　眞
横浜市中区北仲通５－
５７

H17.12.2 6,205,500

特定非営利活動法人盤州里海の会との間で締結し
ている本件は、平成１７年６月２８日に開催された第
１４回都市再生本部会合において、「全国都市再生
のための緊急措置」の幅広い展開に資するため、
地域が自ら考え自ら行動する都市再生活動のモデ
ル調査（以下「モデル調査」という。）を実施すること
が決定されたところである。この調査は地域の創意
工夫を重視し、全国のモデルとなりうる先導的な取
り組みを全国的に掘り起こしつつ行うこととされてい
る。「東京湾に臨む盤州干潟と港を活かした「海め
ぐりの里」構想・計画つくり調査」は、このような取り
組みの一環として、千葉県木更津市を調査フィール
ドとして、地域社会の活性化の検討を行い、これら
の内容の地域活性化方策手法を開発することを目
的として行われるものである。NPO法人盤州里海の
会は都市再生本部事務局が行った「モデル調査」
の調査対象自治体の募集に応募し、所定の手続き
に沿った厳選な選考の結果、調査内容が「モデル
調査」の趣旨と合致していること、調査実施体制が
十分確立されていること等の総合的見地から、対象
団体として選定されている。以上のように本調査は
NPO法人盤州里海の会の提案を受けて実施される
ものであり、「地域が自ら考え、自ら行動する」都市
再生活動の一環として行われることから、調査提案
団体に委託して行うことが必要不可欠であり、他の
団体は契約の相手方となり得ないことから、他との
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14279
（株）バス２１
東京都千代田区麹町５
－３

東京国際空港業務資
料作成（その４）

東京空港整備事務所長
吉永　清人
東京都大田区羽田空港
３－３－１

H17.12.2 2,467,500

（株）バス２１との間で締結している本業務は、東京
国際空港沖合展開事業及び再拡張事業に係わる
業務資料（情報誌）の作成を行うものである。業者
の選定に当たっては、プロポーザル方式により提出
された提案書を東京空港整備事務所建設コンサル
タント等選定委員会において、評価検討した結果、
（株）バス２１が過去の実績、業務の実施体制及び
提案の的確性、創造性、実現性の技術的面から
も高く評価され、契約の相手方として特定されたこと
から他との競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１７年度から企
画競争を実施）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14280
日本工営（株）　東京都
千代田区麹町５－４

川崎港基幹的広域防
災拠点実施設計

京浜港湾事務所長　和
田耕造
横浜市神奈川区山内町
１－２

H17.12.5 3,990,000

日本工営（株）との間で締結している本業務は、川
崎港東扇島地区基幹的広域防災拠点の眺望広場
及び運河側広場、突堤部における護岸の実施設計
を行うものである。　当該施設は、現在発注してい
る「川崎港基幹的広域防災拠点舟運岸壁外築造工
事」及び「川崎港基幹的広域防災拠点護岸整備工
事」において、契約図書と現場及び施工条件の不
一致及び不具合から設計の修正が発生した。これ
らのことは発注前に想定していなかった。
日本工営（株）は、「平成１６年度川崎港基幹的広域
防災拠点細部及び実施設計（その３）」において、当
該施設の詳細設計を実施したコンサルタントである
ことから現状の状況等に精通しているとともに当該
設計を特に熟知している。本業務において同社と契
約することが工期の短縮・経費の削減かつ確実な
成果を取得する上で 適であると判断されることか
ら他との競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14281

（株）日本空港コンサル
タンツ
東京都文京区本郷５－
３３－１０

東京国際空港南ピア
地区エプロン等整備総
合工程調査(その2)

東京空港整備事務所長
吉永　清人
東京都大田区羽田空港
３－３－１

H17.12.8 6,300,000

（株）日本空港コンサルタンツとの間で締結している
本調査は、平成１６年度より実施計画検討を行い、
平成１７年度以降の整備に係る南ピア地区整備及
び東側整備地区の工事実施上の細部調整等のた
め、実施工程等の資料作成、問題点抽出、仮設計
画検討及び実施工程計画の調査・検討及び協議資
料等を作成するものである。本業務を行うに当たっ
ては、平成１６年度より検討している実施計画検討
状況、空港運用状況、さらに過去からの経緯、関連
する情報等に精通した継続的な視点を要する。当
該業者は、平成１６年度に南ピア地区及び東側整
備地区の調査業務により、基本工程の検討及び問
題点の抽出を行っていること、及び現地の空港運
用状況、過去の経緯、関連情報に精通しており、継
続的な視点を有していることから、円滑に実施する
ことができる唯一の者であることから他との競争を
許さないため。（会計法第２９条３の第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１９年度以降に
企画競争を実施）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14282

横浜港スーパー中枢港
湾社会実験協議会
横浜市中区山下町２番
地

平成１７年度横浜港
スーパー中枢港湾プロ
ジェクトに係る社会実
験業務委託

関東地方整備局副局長
中村　眞
横浜市中区北仲通５－
５７

H17.12.12 4,970,000

横浜港スーパー中枢港湾社会実験協議会との間で
締結している本件は、阪神港及び伊勢湾とともに
「スーパー中枢港湾」に指定された京浜港において
は、昨年度設立された「横浜港メガターミナル株式
会社（ＹＰＭ）」により、横浜港本牧埠頭ＢＣ突堤にお
いて、複数の大水深コンテナターミナルを一体的に
運営する体制が整っている。現在、複数の港湾運
送事業者のオペレーションシステムの統一、効率的
な荷役を実現するための半自動化システムの導入
を図っているところであり、そのための社会実験を
平成１６年度より実施している。当該効果検証は、
国策であるスーパー中枢港湾プロジェクトを推進す
るためのものであり、また、社会実験に係る効果検
証の成果として広く他の港湾でも活用することを想
定していることから、特定の民間事業者だけでなく、
国、港湾管理者などの公的機関が十分に関与し、
中立的かつ公平な体制での実施が求められる。こ
のため、関係者が全て参加し、関係者間の調整能
力を有している横浜港スーパー中枢港湾社会実験
協議会に業務を委託することが も効率的であり、
かつ円滑な業務の実施に必要不可欠である。ま
た、当該業務の実施にあたっては、実際に横浜港
で社会実験を実施した能力が必要であることから
も、横浜港スーパー中枢港湾社会実験協議会は実
際に社会実験に参加した民間業者が参加してお
り、当該業務を遂行しうる唯一の団体である。さら
に、横浜港スーパー中枢港湾社会実験協議会は、
本牧埠頭ＢＣターミナルにおける社会実験を実施す
ることを目的として設立されているもので、当該業
務を遂行するための能力を有している団体であるこ
とから他との競争を許さないため。（会計法第２９条

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14283
（株）カイジョーソニック
東京都羽村市栄町３－
１－５

波浮港波浪データ電
送装置設置

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

H17.12.13 7,700,000

（株）カイジョーソニックとの間で締結している波高
波向観測装置においては、近年、既存ストックの有
効活用における国有港湾施設の点検診断の実施
や大規模地震による津波の防災対策など危機管理
への要請の高まりから、ナウファスの観測データ収
集をリアルタイム化し、港湾整備における一層高度
な施工管理に資するもの、及びインターネットにより
台風時等の波高等の防災情報として公開できる波
高波向観測装置の改良・修理等を実施するもので
あるが、実施にあたっては波高、波向を一体的に観
測でき、得られたデータをインターネットで公開する
という観点から、波高、波向を一体的に観測できる
とともに、同時に潮位、風向、風速、気圧の観測も
できること、波高周期のほか、波浪の方向スペクト
ルを同時に算出することができること、同一地点の
長期観測ができることという特徴を有する海象計を
使う必要がある。しかしながらこの特徴を有する海
象計は同社のものしかなく、特許を保有しているこ
とから、他の者では改良。修理等を行うことができ
ない。よって特許権、著作権に関わる技術、機器、
設備又はシステム等を用いる必要があり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14284
（株）エコー
東京都台東区上野２－
６－４

呉港阿賀地区臨港道
路桟橋部周辺の揚圧
力及び越波量に関す
る水理模型実験

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

H17.12.16 42,000,000

（株）エコーとの間で締結している本業務は、呉港阿
賀地区臨港道路桟橋部周辺における揚圧力及び
越波量について実験を行い、設計に必要なデータ
を取得するものである。　　　　　　　　　本業務の遂
行にあたっては、水面上に平行に設置された部材
にかかる揚圧力や水面上昇速度の測定・解析及び
空気圧縮の有無、並びに平面実験における越波量
の測定・解析などの項目について十分な知識を必
要とすることから、技術者評価型プロポーザル方式
を採用し、本業務にあたっての管理技術者、担当技
術者及び照査技術者について経歴、業務実績、業
務の実施方針などについてヒアリングを実施した結
果、 も優れた評価となった（株）エコーを特定し
た。したがって、（株）エコーが本業務を も円滑か
つ適切に実施できるものと判断されることから他と
の競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１７年度から企
画競争を実施）



点検結果 講ずる措置 備考件数
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14285
（株）ホライゾン
東京都中央区銀座４－
１４－１１

東京港湾事務所広報
誌作成（その４）

東京港湾事務所長　水
谷　誠
東京都江東区青海２－
４３

H17.12.26 3,129,000

（株）ホライゾンとの間で締結している本業務は、東
京港臨海道路Ⅱ期事業の推進を図るに当たり、地
域住民の方々に物流の効率化、港湾空間の総合
的整備、地域環境の保全と創造など、現代国民の
豊かで安心できる生活を支える港湾整備事業の重
要性・必要性に関する理解を図ることを目的として
いる。  本業務の遂行にあたっては、港を取り巻く情
勢の変化や港のあるべき姿についての知見や港湾
に関する情報、地域の人々やユーザーのニーズに
ついて豊富な情報の蓄積と収集能力が要求され
る。　（株）ホライゾンは平成１７年度本業務実施に
係る標準プロポーザル方式により提出された技術
提案書を特定業者選定委員会において評価・検討
した結果、業務の経歴、業務の体制、広報誌の作
成、業務資料の実施性から も適していると判断さ
れた業者であることから他との競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１７年度から企
画競争を実施）

14286

　日本シビックコンサル
タント（株）
東京都荒川区西日暮里
２－２６－２

東京国際空港東側整
備地区用地造成等図
書作成

東京空港整備事務所長
吉永　清人
東京都大田区羽田空港
３－３－１

H18.1.11 1,995,000 予算決算及び会計令第９９条の２ 見直しの余地あり 競争入札に移行

14287
（株）日本港湾コンサル
タント東京都品川区西
五反田８－３－６

岸壁耐震性能基礎検
討調査

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

H18.1.17 15,697,500

（株）日本港湾コンサルタントとの間で締結している
本業務は、シナリオ地震動を用いた地震応答解析
により既設の岸壁が保有する耐震性能の基礎的な
検討を行うものである。　　　　本業務の実施にあ
たっては、動的土質条件の設定、解析モデルの作
成等、地震応答解析に関する包括的な専門的知識
が必要不可欠であるため、標準プロポーザル方式
（技術者評価型）により技術提案を求め、 も優れ
た技術提案を行った（株）日本港湾コンサルタントを
特定した。したがって、（株）日本港湾コンサルタント
が本業務を も円滑かつ適切に実施できるものと
判断されることから他との競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１７年度から企
画競争を実施）
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14288
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦１－１
－１

国有財産管理システム
改良業務

関東地方整備局副局長
中村　眞
横浜市中区北仲通５－
５７

H18.1.23 2,625,000

東芝ソリューション（株）との間で締結している本業
務は、関東地方整備局（横浜庁舎）経理調達課所
有の国有財産管理システムについて、バージョン
アップ及び価格改定機能の追加を行うものである。
今回機能を追加する国有財産台帳の価格改定は、
国有財産法施行令第２３条に基づき５年ごとにその
３月３１日の現況において、財務大臣の定めるとこ
ろによりこれを評価し、その評価額により国有財産
の台帳価格を改定することとなっており、今年度が
この作業年度となっている。今回のシステムバー
ジョンアップ及び価格改定機能の追加は、これらの
作業時間の大幅な短縮と担当者の負担軽減が見
込まれるものである。本業務を遂行するためには、
当システムの構成、運用方法及び国有財産法をは
じめとした諸法規について、十分理解し精通してい
ることが必要不可欠である。東芝ソリューション（株）
は、現在、関東地方整備局（さいたま・横浜庁舎）で
使用している国有財産管理システムを同社の九州
事務所で開発した会社であり、本システムのバー
ジョンアップ及び価格改定機能の追加作業を扱える
唯一の会社であることから他との競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14289

（株）日本空港コンサル
タンツ東京都文京区本
郷　　　　　　　　５－３３
－１０

百里飛行場ターミナル
地区用地造成外設計

鹿島港湾・空港整備事
務所長　村岡　猛
鹿嶋市大字粟生２２５４

H18.1.24 5,565,000

（株）日本空港コンサルタンツとの間で締結している
本業務は、設計基準の改訂に伴い、上記「百里飛
行場ターミナル地区用地造成外設計」にて行った
ターミナル地区の実施設計について修正を行うもの
であり、本業務の実施に際してはその設計内容を
熟知していることが必要不可欠である。
　（株）日本空港コンサルタンツは、空港内の施設設
計に関する専門の技術者を多数有しているととも
に、平成１５年度及び平成１６年度に上記「百里飛
行場ターミナル地区用地造成外設計」を実施してお
り、本業務の設計内容を熟知している。
　以上のことから、同社は本業務の円滑かつ適切な
履行を確保することができる唯一の設計コンサルタ
ントであることから他との競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１９年度以降に
企画競争を実施）
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14290

パシフィックコンサルタ
ンツ（株）
千葉県千葉市中央区新
町　　　１－１７

百里飛行場用地造成
外設計(その2)

鹿島港湾・空港整備事
務所長　村岡　猛
鹿嶋市大字粟生２２５４

H18.1.24 4,515,000

パシフィックコンサルタンツ（株）との間で締結してい
る本業務は、設計基準の改訂等に伴い、「百里飛
行場用地造成外設計」にて行った連絡誘導路等の
実施設計について修正を行うものであり、本業務の
実施に際してはその設計内容を熟知していることが
必要不可欠である。
　パシフィックコンサルタンツ（株）は、空港内の施設
設計に関する専門の技術者を多数有しているととも
に、過去上記「百里飛行場用地造成外設計」を実施
しており、本業務の設計内容を熟知している。
　以上のことから、同社は本業務の円滑かつ適切な
履行を確保することができる唯一の設計コンサルタ
ントであることから他との競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１９年度以降に
企画競争を実施）

14291
東芝情報システム（株）
川崎市川崎区日進町７
－１

東京港湾事務所LAN
関係設置業務

東京港湾事務所長　水
谷　誠
東京都江東区青海２－
４３

H18.1.25 4,488,750

東芝情報システム（株）との間で締結している本業
務は、東京港湾事務所の移転に伴い、東京港湾事
務所新庁舎に情報システム等の設置を行うもので
ある。　本業務を実施するにあたっては、移設期間
における通信不能による業務への支障を 小限に
留めること及び情報システムへの障害等を回避す
ることが求められることから、当所のネットワークシ
ステムの構築状況、運用方法、セキュリティポリ
シー及び当所で使用しているグループウェアソフト
であるロータスノーツドミノのデータベースの設計条
件及び運用方法を十分理解し精通していることが
不可欠である。　東芝情報システム株式会社は、平
成13年度に東京港湾事務所の情報システム構築
業務を受注しており、当所のネットワークシステム
の構築状況を十分理解し精通しているとともに、本
業務を遂行するにあたり十分な知識及び技術を有
している。また、現在、港湾空港部及び東京港湾事
務所の情報システム保守管理業務を受注してお
り、当システムを円滑且つ効率的に運営しているこ
とから、当所のネットワークシステムの運用方法、セ
キュリティポリシー及び当所で使用しているグルー
プウェアソフトであるロータスノーツドミノのデータ
ベースの設計条件及び運用方法を十分理解し精通
している。　従って、同社は本業務を も迅速かつ
的確に実施することができる唯一の会社であること
から他との競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所
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所、期間及び種別若し
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及び数量
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14292
（株）日立製作所
横浜市西区高島２－６
－３２

東京港拡張港湾WAN
システム移設業務

東京港湾事務所長　水
谷　誠
東京都江東区青海２－
４３

H18.1.25 2,100,000

（株）日立製作所との間で締結している本業務は、
東京港湾事務所の移転に伴い、東京港湾事務所
内の拡張港湾ＷＡＮシステムの移設を行うものであ
る。本システムの移設にあたっては、移設及び構築
期間における通信不能によるリスクを 小限に留
めること及び現有システムネットワークへの障害等
を回避すること、が求められることから、本システム
に精通、熟知した者において実施することにより工
期の短縮及び障害回避等を図る必要があること、
システム構成、仕様、機器の設置場所等がテロリス
ト等に把握されないこと、港湾の保安情報の伝達や
指示等を行う、我が国、港湾保安対策の中枢機能
を果たすネットワークへの破壊工作等を許さない為
にセキュリティー情報の厳正なる管理を図る必要が
あることが条件となる。以上から、本業務の履行に
あたっては、拡張港湾ＷＡＮシステム本体及び周辺
機器のみならずセキュリティー情報、ネットワーク全
般に精通し、熟知していることが必要である。　本シ
ステムの開発にあたり国土交通省国土技術政策総
合研究所において、技術提案書の審査を実施した
結果、株式会社日立製作所は映像情報システム及
び映像情報をネットワークに介して処理する方法に
関する豊かな経験及び知識を有し、業務を遂行す
る能力が優れていると判断され、現有システムの構
築を実施している。　以上のことより、同社は、本業
務に必要とされる上記要件を満たす唯一の者であ
り、同社以外には本業務の履行は出来ないことか
ら他との競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14293
（株）日本港湾コンサル
タント東京都品川区西
五反田８－３－６

横浜港本牧地区岸壁
(-11m)(改良)技術検討
調査

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

H18.1.27 4,830,000

（株）日本港湾コンサルタントとの間で締結している
本業務は、今後、該当案件の増加が予測される老
朽化した港湾施設改良に資するため、直杭式桟橋
形式岸壁の改良に伴う増深工法ついて技術検討を
行うものである。
本業務の実施にあたっては、過去に岸壁改良設計
を経験し工法、問題点等に精通しているとともに、
構造物全体を総合的に判断した上で 新の技術を
活用することができる技術
力が不可欠である。このため、標準プロポーザル方
式（技術者評価型）により、技術提案を求め、 も優
れた技術提案を行った（株）日本港湾コンサルタント
を特定した。
したがって、（株）日本港湾コンサルタントが本業務
を も円滑かつ適切に実施できるものと判断できる
ことから他との競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１７年度から企
画競争を実施）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14294

特定非営利活動法人日
本ビーチ文化振興協会
東京都墨田区向島５－
３４－６

東京港海辺利用促進
広報検討調査

東京港湾事務所長　水
谷　誠
東京都江東区青海２－
４３

H18.2.1 4,900,000

特定非営利活動法人日本ビーチ文化振興協会との
間で締結している本業務は、東京港の資産の一つ
であるビーチをより多くの方々に、恒常的に有効活
用してもらうよう、ビーチでの楽しみ方や魅力などに
ついて広報し、政府の方針でもある観光交流等を
促進させる目的で、広報策を検討するものである。
本業務の遂行にあたっては、市民と行政とを中立な
立場で適切に先導し、人と自然が共存する新たな
ビーチ文化を市民の視点で創造し、多様な主体の
協働による海辺づくりを主活動とするとともに、市民
の声を反映しうる特定非営利活動法人が 適であ
る。　特定非営利活動法人　日本ビーチ文化振興
協会は、海辺の現状を知る活動、地域交流、文化・
芸術、スポーツイベントなどの開催、海辺の自然体
験や環境教育に関わる活動を通して、「海辺」の資
産を活かした個性ある地域の発展と地域活性化に
寄与することを目的としており、ビーチスポーツの推
進、ビーチ利用の推進、人材育成推進（ビーチを通
した子供教育）、地域型ビーチクラブの設立、ビーチ
イベントの実施、ビーチライフの施設設置・整備、海
辺の環境整備、ビーチ情報データバンクの諸活動
を実施している。こうした諸活動を通して、ビーチを
中心とした海辺とそれを利用する市民に対して、海
辺に対する理解を深めると共に、市民が海辺と接
するための健全な活動を支援するための事業を行
い、「新たな海辺文化の創造」の実現という公益へ
の貢献を実施しているＮＰＯ法人であり、地域住民
の視点で本調査を効率的且つ確実に実施しうる唯
一の団体であることから他との競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１９年度以降に
企画競争を実施）

14295
大林道路（株）
東京都千代田区神田司
町２－１

東京国際空港東旅客
ターミナル地区付帯工
事

東京空港整備事務所長
吉永　清人
東京都大田区羽田空港
３－３－１

H18.2.16 11,235,000

大林道路（株）との間で締結している本工事は、東
京国際空港東旅客ターミナル地区エプロンに隣接
する制限フェンス設置を行うものである。施工区域
は、東旅客ターミナル地区南ピア部の平成１９年３
月の供用開始に向けて多くの事業者が輻輳して施
工を行っている場所であり、本工事の施工方法、施
工時期、輻輳する現場を考慮すると隣接区域の「東
京国際空港東旅客ターミナル地区エプロン舗装工
事」を施工している当該業者と契約することにより工
事の安全性かつ効率性が高く施工でき、さらに諸経
費の調整により工事費の低減ができる唯一の業者
であることから他との競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
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（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14296
（株）バス２１
東京都千代田区麹町５
－３

東京国際空港業務資
料作成（その５）

東京空港整備事務所長
吉永　清人
東京都大田区羽田空港
３－３－１

H18.2.16 2,467,500

（株）バス２１との間で締結している本業務は、東京
国際空港沖合展開事業及び再拡張事業に係わる
業務資料（情報誌）の作成を行うものである。業者
の選定に当たっては、プロポーザル方式により提出
された提案書を東京空港整備事務所建設コンサル
タント等選定委員会において、評価検討した結果、
（株）バス２１が過去の実績、業務の実施体制及び
提案の的確性、創造性、実現性の技術的面から
も高く評価され、契約の相手方として特定されたこと
から他との競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１７年度から企
画競争を実施）

14297
（株）ミツトヨ
川崎市高津区板戸１－
２０－１

桟橋動態観測機器改
良

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

H18.2.17 3,150,000

（株）ミツトヨとの間で締結している本業務は、耐震
岸壁の桟橋及び免震クレーンの地震応答特性を観
測・解析するため、平成１５年度に設置した強震計
のデータ送信部に、データ通信の信頼性を高める
ための通信機器を設置するものである。
    強震観測業務の実施については、取得された各
種データの相互比較を可能にし、独立行政法人港
湾空港技術研究所と各地方整備局の間で構築され
ている、港湾地 域強震計観測網に組み込むため、
強震計の統一を図る必要があり、本施設において
も同研究所の要請もあり、株式会社アカシのＳＭＡ
Ｃ－ＭＤＵを採用している。
株式会社アカシは、平成１６年１２月に株式会社ミツ
トヨと経営統合をし、技術は移管されていることから
同機を開発所有し、同機の機能・特性を十分に熟
知している株式会社ミツトヨと契約することは、本業
務の実施にあたり必要不可欠であることから他との
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14298
（株）ＪＡＬ建設
東京都大田区羽田空港
１－７－１

東京国際空港防護柵
設置工事

東京港湾事務所長　水
谷　誠
東京都江東区青海２－
４３

H18.3.2 3,675,000

（株）ＪＡＬ建設との間で締結している本工事は、東
京国際空港西旅客ターミナル地区東京方面ＯＮラ
ンプの防護柵を設置するものである。施工場所及
び施工区域が東京航空局発注「東京国際空港官用
車新築工事」と重複しているため、構築物に与える
影響を必要 小限にし、安全かつ円滑に施工でき、
且つ諸経費の調整によりコストを縮減できる唯一の
業者であることから競争に付することが不利である
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14299
三洋電機（株）
東京都文京区本郷３－
１０－１５

映像表示システム改造

関東地方整備局副局長
中村　眞
横浜市中区北仲通５－
５７

H18.3.3 9,240,000

三洋電機（株）との間で締結している本業務は、横
浜第２合同庁舎の１３階に設置している災害対策の
ための映像表示システムの、配信箇所及び音声系
統の増設に伴い映像表示システムを改造するもの
である。本業務の実施にあたっては、映像表示シス
テムを十分熟知していることが不可欠であるととも
に、改造に伴う技術的問題にも的確に対応できるこ
とが必要とされる。映像制御プログラムは、さいたま
庁舎及び横浜第２合同庁舎内の第三管区海上保
安本部などど接続された機器をコントローラにより
集中して制御するもので、今回増設される配信箇所
については、大型映像表示装置の映像・音声に影
響が出ないように制御する必要があり、これが適切
に設定・運用されない場合に映像表示システム停
止等で災害時の情報通信が停止するなど災害対策
活動に支障が出ることから、当該システムを構築
し、かつ映像制御プログラムの著作権を持つ三洋
電機(株)と契約することが適切であることから他と
の競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14300
　（株）佐藤渡辺
東京都港区南麻布１－
１８－４

東京国際空港Ａ滑走
路グルービング工事

東京空港整備事務所長
吉永　清人
東京都大田区羽田空港
３－３－１

H18.3.24 87,150,000 予算決算及び会計令第９９条の２ 見直しの余地あり 競争入札に移行

14301
（株）エヌ・シー・エス
新潟県新潟市沼垂東２
－１１－２１

北陸地方整備局港湾
空港部港湾ＷＡＮサー
バシステム賃貸借・保
守

北陸地方整備局次長
西田　仁志　　　新潟県
新潟市美咲町１－１－１

H17.4.1 59,062,500

（株）エヌ・シー・エスとの間で締結している北陸地方
整備局港湾空港部港湾ＷＡＮサーバシステム賃貸
借・保守は、北陸地方整備局港湾情報処理システ
ムサーバの賃貸借を実施するものであり、平成１３
年３月１日から平成１７年１２月３１日までリース契
約により賃貸借してきたもので、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14302

エヌ・ティ・ティ・リース
（株）　　　　新潟県新潟
市上大川前通六番町１
２１５－７

電子計算機賃貸借（そ
の３）

北陸地方整備局次長
西田　仁志　　　新潟県
新潟市美咲町１－１－１

H17.4.1 21,281,400

エヌ・ティ・ティ・リース（株）との間で締結している電
子計算機賃貸借（その３）は、事務等業務の円滑
化・効率化等図るため、電子計算機の賃貸借を行う
もので平成１６年３月１日から平成１９年２月２８日ま
でリース契約により賃貸借してきたもので、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度に一般
競争入札を行い
次年度以降は、
国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
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14303
（株）エヌ・シー・エス
新潟県新潟市沼垂東２
－１１－２１

電子計算機賃貸借（そ
の２）

北陸地方整備局次長
西田　仁志　　　新潟県
新潟市美咲町１－１－１

H17.4.1 10,070,235

（株）エヌ・シー・エスとの間で締結している電子計算
機賃貸借（その２）は、事務等業務の円滑化・効率
化等図るため、電子計算機の賃貸借を行うもので
平成１４年５月１日から平成１９年５月３１日までリー
ス契約により賃貸借してきたもので、競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

14304
富士ゼロックス（株）
富山県富山市新桜町５
－３

電子複写機の賃貸借
と保守及び消耗品供
給

北陸地方整備局伏木富
山港湾事務所長　小泉
哲也
富山市牛島新町１１－３

H17.4.1 6,068,003

富士ゼロックス（株）との間で締結している電子複写
機の賃貸借と保守及び消耗品供給は、平成１５年４
月１日から平成１８年３月３１日までリース契約によ
り賃貸借してきたもので、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度に一般
競争入札を行い
次年度以降は、
国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）

単価契約
379,942

14305
石川県土地開発公社
石川県金沢市幸町１２
－１

金沢港湾・空港整備事
務所敷地及び作業用
地賃貸借

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

H17.4.1 5,749,500

石川県土地開発公社との間で締結している金沢港
湾・空港整備事務所敷地及び作業用地賃貸借は、
金沢港湾・空港整備事務所の事務所敷地及び作業
用地の借り上げを行うものであり、場所が限定され
ることにより、供給者が一に特定されるとしている賃
貸借契約であって当該場所でなければ行政事務を
行うことが不可能であり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14306
中日本航空（株）
新潟県新潟市松浜町
新潟空港内

航空機使用単価契約
（その１）

北陸地方整備局次長
西田　仁志　　　新潟県
新潟市美咲町１－１－１

H17.4.1 5,455,800

中日本航空（株）との間で締結している航空機使用
単価契約（その１）は、災害発生時における現地被
災状況の把握及び各種調査のため、北陸地方整備
局所有の可搬型ヘリコプター画像伝送装置を設置
している回転翼航空機（以下「航空機」という。）を使
用するものであり、可搬型ヘリコプター画像伝送装
置を設置しての航空機の使用は、航空法第１６条に
より制約を受け、航空機の使用者が中日本航空株
式会社であり、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度から一
般競争入札に移
行）

単価契約 固定費
5,196,000円外

14307
計測情報システム（株）
東京都中央区日本橋室
町１－８－８

ＧＰＳ基準局データ利
用

北陸地方整備局新潟港
湾・空港整備事務所長
伊藤　晃　　新潟市入船
町４－３７７８

H17.4.1 5,250,000

計測情報システム（株）との間で締結しているＧＰＳ
基準局データ利用は、大型浚渫兼油回収船「白山」
が浚渫作業等において、船位を移動中随時かつ高
精度に測位する海上測量システムに必要不可欠
な、データの利用を行うもので、当該地域のＧＰＳ
サービスエリアとして陸上基準局を設置、管理及び
運営を行っているのは、唯一「計測情報システム株
式会社」であり競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14308
（株）エヌ・シー・エス
新潟県新潟市沼垂東２
－１１－２１

港湾ＷＡＮ用不正侵入
検知システム賃貸借・
保守

北陸地方整備局次長
西田　仁志　　　新潟県
新潟市美咲町１－１－１

H17.4.1 5,196,450

（株）エヌ・シー・エスとの間で締結している港湾ＷＡ
Ｎ用不正侵入検知システム賃貸借・保守は、情報
処理ネットワークシステム（北陸地方整備局　港湾
空港部ネットワークシステム）のセキュリティ強化の
ため、セキュリティポリシーに定められた不正　侵入
検知システム等の賃貸借・保守を行うものであり、
平成１４年１１月１日から平成１７年１０月３１日まで
リース契約により賃貸借してきたもので、競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14309
北陸綜合警備保障（株）
富山県富山市問屋町２
－８－２８

警備保障

北陸地方整備局伏木富
山港湾事務所長　小泉
哲也
富山市牛島新町１１－３

H17.4.1 4,282,740

北陸綜合警備保障（株）との間で締結している警備
保障は、庁舎及び構内全域の建物、施設、船舶、そ
の他これに付帯する施設の設置等について自動警
報措置及び温度感知器等により警備保障するもの
で、当該機器の取り付け、取り外しに日数と経費を
必要し競争を許さないため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14310
（株）エヌ・シー・エス
新潟県新潟市沼垂東２
－１１－２１

港湾ＷＡＮシステム用
サーバ保守

北陸地方整備局次長
西田　仁志　　　新潟県
新潟市美咲町１－１－１

H17.4.1 3,433,815

（株）エヌ・シー・エスとの間で締結している港湾ＷＡ
Ｎシステム用サーバ保守は、北陸地方整備局港湾
情報システム（以下港湾ＷＡＮシステムという）の円
滑な運用を図るため、ハードウェア保守管理につい
てシステム構成機器の保守管理及び点検を行うも
のであり、（株）エヌ・シー・エスは、港湾ＷＡＮシステ
ムを構築し高度なカスタマイズを施した業者であり
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14311
（株）衛星チャンネル
東京都中央区築地５－
３－２

記者会見情報配信
サービス

北陸地方整備局次長
西田　仁志　　　新潟県
新潟市美咲町１－１－１

H17.4.1 3,109,680

（株）衛星チャンネルとの間で締結している記者会
見情報配信サービスは、政府の実施する定例記者
会見の内容を電子メールで配信するものであり、当
該サービスを行っている者は他になく競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14312
（株）エヌ・シー・エス
新潟県新潟市沼垂東２
－１１－２１

共有ファイル兼ＳＵＳシ
ステム用サーバ賃貸
借・保守

北陸地方整備局次長
西田　仁志　　　新潟県
新潟市美咲町１－１－１

H17.4.1 2,898,000

（株）エヌ・シー・エスとの間で締結している共有ファ
イル兼ＳＵＳシステム用サーバ賃貸借・保守は、本
局の共有ファイル及び、各クライアントのソフトウェ
ア更新（Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｕｐｄａｔｅ等）の作業および管理
運営の軽減を目的として構築した、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｓｏｆ
ｔｗａｒｅ　Ｕｐｄａｔｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓシステムを管理する上
で必要なハードウェア及びソフトウェアの賃貸借・保
守を行うものであり、平成１７年３月２４日から平成２
１年１月２３日までリース契約により賃貸借してきた
もので競争を許さないため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり

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



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
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随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14313
富士ゼロックス（株）
石川県金沢市中橋町１
１－１８

カラー複合複写機賃貸
借及び保守

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

H17.4.1 2,808,589

富士ゼロックス（株）との間で締結しているカラー複
合複写機賃貸借及び保守は、事務処理、工事施工
管理、測量調査業務の円滑化、迅速化を図るととも
に、その他一般業務の多様化に対処するため平成
１５年１１月１日から平成１８年１０月３１日までリー
ス契約により賃貸借してきたもので、競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度に一般
競争入札を行い
次年度以降は、
国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）

単価契約　賃貸借
料　１２，６００円

14314
新湊漁業協同組合
富山県射水市八幡町１
－１１００

土地使用料

北陸地方整備局伏木富
山港湾事務所長　小泉
哲也
富山市牛島新町１１－３

H17.4.1 2,654,166

新湊漁業協同組合との間で締結している土地使用
料は災害復旧事業用地として借り上げるものであ
り、場所が限定されることにより、供給者が一に特
定されるとしている賃貸借契約であって当該場所で
なければ行政事務を行うことが不可能であり、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14315
（株）エヌ・シー・エス
新潟県新潟市沼垂東２
－１１－２１

パーソナルコンピュー
タ賃貸借（その１）

北陸地方整備局新潟港
湾空港技術調査事務所
長　高野誠紀　新潟市
入船町４－３７７８

H17.4.1 2,634,660

（株）エヌ・シー・エスとの間で締結しているパーソナ
ルコンピュータ賃貸借（その１）は、設計・調査業務
処理等の円滑化・迅速化を図り、その他一般業務
の多様化に対応するため、パーソナルコンピュータ
の賃貸借を行うものであり、平成１５年８月１日から
平成２０年２月２８日までリース契約により賃貸借し
てきたもので、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり

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

14316
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内
３－４－１

電子計算機端末装置
用サーバ機器賃貸借・
保守

北陸地方整備局次長
西田　仁志　　　新潟県
新潟市美咲町１－１－１

H17.4.1 2,381,400

日本電子計算機（株）との間で締結している電子計
算機端末装置用サーバ機器賃貸借・保守は、業務
を効率的に執行する目的で、端末装置用サーバ機
器の賃貸借・保守契約するもので平成１６年４月１
日から平成１８年３月３１日までレンタル契約により
賃貸借してきたもので競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14317
（株）エヌ・シー・エス
新潟県新潟市沼垂東２
－１１－２１

日本海沿岸環境ホー
ムページ用サーバ賃
貸借・保守

北陸地方整備局次長
西田　仁志　　　新潟県
新潟市美咲町１－１－１

H17.4.1 2,179,800

（株）エヌ・シー・エスとの間で締結している日本海沿
岸環境ホームページ用サーバ賃貸借・保守は、日
本海側の港湾及び沿岸域の自然環境等の状況を
容易に把握できる情報をインターネットを発信する
ため平成１６年３月１日から平成１９年２月２８日ま
でリース契約により賃貸借してきたもので競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度に一般
競争入札を行い
次年度以降は、
国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称
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（具体的かつ詳細に記載）

14318
（株）エヌ・シー・エス
新潟県新潟市沼垂東２
－１１－２１

パーソナルコンピュー
タ賃貸借（その２）

北陸地方整備局新潟港
湾空港技術調査事務所
長　高野誠紀　新潟市
入船町４－３７７８

H17.4.1 1,940,400

（株）エヌ・シー・エスとの間で締結しているパーソナ
ルコンピュータ賃貸借（その２）は、設計・調査業務
処理等の円滑化・迅速化を図り、その他一般業務
の多様化に対応するため、パーソナルコンピュータ
の賃貸借を行うもので平成１５年３月１日から平成１
８年２月２８日までリース契約により賃貸借してきた
もので、競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度に一般
競争入札を行い
次年度以降は、
国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）

14319
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内
３－４－１

電子計算機端末装置
賃貸借・保守

北陸地方整備局次長
西田　仁志　　　新潟県
新潟市美咲町１－１－１

H17.4.1 1,731,240

日本電子計算機（株）との間で締結している電子計
算機端末装置賃貸借・保守は、業務を効率的に執
行する目的で、端末装置の賃貸借・保守契約する
もので平成１５年４月１日から平成１８年３月３１日ま
でレンタル契約により賃貸借してきたもので競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14320
セコム上信越（株）
新潟県新潟市新光町１
－１０

庁舎及び有明寮等警
備保安業務

北陸地方整備局次長
西田　仁志　　　新潟県
新潟市美咲町１－１－１

H17.4.1 1,682,100

セコム上信越（株）との間で締結している庁舎及び
有明寮等警備保安業務は、庁舎等を維持管理する
目的でＳＰアラームシステムにより警備保障を行う
もので、現在設置された機器は、必要の都度部分
的にシステムをアップし改良を重ねたもので、同シ
ステムにおいて、今年度の業務履行も可能である。
競争契約によりにシステムを導入した場合、同社は
既設の機器があるため設置費が不用であり、他社
に比べ経済的に著しく優位であり、また、システムを
入れ替える場合、警備機器の設置、撤去に日数を
要するとともに、別途経費を要し不経済となり、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14321
富士ゼロックス（株）
新潟県新潟市東大通１
－２－２３

複写機賃貸借（その１）

北陸地方整備局新潟港
湾・空港整備事務所長
伊藤　晃　　新潟市入船
町４－３７７８

H17.4.1 1,539,720

富士ゼロックス（株）との間で締結している複写機賃
貸借（その１）は、文書・図面等の迅速かつ効率的
な複写を行うにあたり、当局が必要とする機能条件
以上を有する機種を賃貸借及び保守契約するもの
であり、平成１６年２月１日から平成１９年１月３１日
までリース契約により賃貸借してきたもので、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度に一般
競争入札を行い
次年度以降は、
国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）

単価契約　カラーコ
ピー機　賃貸借料
月額６，３００円外



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
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（具体的かつ詳細に記載）

14322
（株）時事通信社
東京都中央区銀座５－
１５－８

行財政情報サービス
提供業務

北陸地方整備局次長
西田　仁志　　　新潟県
新潟市美咲町１－１－１

H17.4.1 1,512,000

（株）時事通信社との間で締結している行財政情報
サービス提供業務は、書籍として提供されてきた
「官庁速報」を電子化し、過去５年間の記事及び
新のニュース等の情報をインターネットを通じて情
報提供する業務であり、蓄積された過去の情報は
全て著作権により保護されており、競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14323
共和鉄工（株）
石川県七尾市寿町１１１
－２

七尾事務所土地借上

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

H17.4.1 1,332,294

共和鉄工（株）との間で締結している七尾事務所土
地借上は、金沢港湾・空港整備事務所七尾事務所
の事務所敷地の借り上げを行うものであり、場所が
限定されることにより、供給者が一に特定されるとし
ている賃貸借契約であって当該場所でなければ行
政事務を行うことが不可能であり、競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14324
（株）秋田船具店
福井県敦賀市蓬莱町６
－１５

灯浮標賃貸借

北陸地方整備局敦賀港
湾事務所長　山本浅司
福井県敦賀市松栄町２
番４３号

H17.4.1 1,102,500

（株）秋田船具店との間で締結している灯浮標賃貸
借は、敦賀港（鞠山南地区）において、工事区域の
表示ならびに航行船舶の危険防止のため、海上保
安庁の「許可標識」として年間を通じ継続的に灯浮
標を設置するため賃貸借契約を行うものであり、
（株）秋田船具店は、既設灯浮標の所有者であり、
競争を許さないため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に
一般競争入札に
移行）

14325
セコム北陸（株）
石川県金沢市尾山町３
－１８

警備保障

北陸地方整備局敦賀港
湾事務所長　山本浅司
福井県敦賀市松栄町２
番４３号

H17.4.1 1,071,000

セコム北陸（株）との間で締結している警備保障は、
敦賀港湾事務所福井港庁舎、敦賀港庁舎及び監
督測量船「まつかぜ」にかかる庁舎敷地等の火災、
盗難の防止、その他の不良行為を排除し当所の財
産の保全を図るため警備保障業務を実施するもの
であり、セコム北陸（株）は、当所が必要としている
警備関連機材を設置し充分に信頼のおける者であ
り競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14326
キヤノン販売（株）
埼玉県さいたま市大宮
区桜木町１－１０－１７

複合複写機賃貸借（そ
の４）

北陸地方整備局新潟港
湾・空港整備事務所長
伊藤　晃　　新潟市入船
町４－３７７８

H17.4.1 1,028,160

キヤノン販売（株）との間で締結している複合複写
機賃貸借（その４）は、文書・図面等の迅速かつ効
率的な複写を行うにあたり、当局が必要とする機能
条件以上を有する機種を賃貸借及び保守契約する
ものであり、平成１５年１０月１日から平成１８年９月
３０日までリース契約により賃貸借してきたもので、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度に一般
競争入札を行い
次年度以降は、
国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）

単価契約　賃貸借
料月額１３，２３０円
外

14327
（株）エヌ・シー・エス
新潟県新潟市沼垂東２
－１１－２１

北陸地方整備局港湾
空港部ネットワークシ
ステム保守管理

北陸地方整備局次長
西田　仁志　　　新潟県
新潟市美咲町１－１－１

H17.4.1 38,461,500 予算決算及び会計令第９９条の２ 見直しの余地あり 競争入札に移行

14328
日動海運（株）
福井県敦賀市港町８－
１

敦賀港船舶運航管理
業務

北陸地方整備局敦賀港
湾事務所長　山本浅司
福井県敦賀市松栄町２
番４３号

H17.4.1 14,865,116 予算決算及び会計令第９９条の２ 見直しの余地あり 競争入札に移行 「単価契約」66,360

14329
（株）エヌ・シー・エス
新潟県新潟市沼垂東２
－１１－２１

新潟港・技術調査事務
所庁舎港湾ＷＡＮシス
テム設定変更外１件

北陸地方整備局新潟港
湾空港技術調査事務所
長　高野誠紀　新潟市
入船町４－３７７８

H17.4.8 4,200,000

（株）エヌ・シー・エスとの間で締結している新潟港・
技術調査事務所庁舎港湾ＷＡＮシステム設定変更
外１件は、新潟港・技術調査事務所庁舎における
港湾ＷＡＮシステム各機器について設定変更を行う
とともに各スイッチの移設作業を行うものであり、業
務内容がシステムの設定変更の作業となるが、不
具合発生の際、原因解明に時間を要し、その責任
所在を明確にしがたい状況も想定され、競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14330
（株）宮地組
石川県輪島市河井町６
－３５

輪島港（輪島崎地区）
防波堤築造工事

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

H17.5.12 87,150,000 予算決算及び会計令第９９条の２ 見直しの余地あり 競争入札に移行

14331

日本電気システム建設
（株）
東京都品川区東品川１
－３９－９

新潟海岸（西海岸地
区）通信設備移設工事

北陸地方整備局新潟港
湾・空港整備事務所長
伊藤　晃　　新潟市入船
町４－３７７８

H17.5.13 2,415,000 予算決算及び会計令第９９条の２ 見直しの余地あり 競争入札に移行

14332
（株）エヌ・シー・エス
新潟県新潟市沼垂東２
－１１－２１

新潟港・技術調査事務
所ネットワークシステム
運用管理

北陸地方整備局新潟港
湾空港技術調査事務所
長　高野誠紀　新潟市
入船町４－３７７８

H17.6.21 1,159,200 予算決算及び会計令第９９条の２ 見直しの余地あり 競争入札に移行



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
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随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14333
日建リース工業（株）
石川県金沢市湊１－５５
－１

伏木富山港（新湊地
区）仮囲い購入

北陸地方整備局伏木富
山港湾事務所長　小泉
哲也
富山市牛島新町１１－３

H17.6.30 3,061,684

日建リース工業（株）との間で締結している伏木富
山港（新湊地区）仮囲い購入は、道路（東西線）橋
梁西側工区に設置済の仮囲い（リース材）を購入す
るものであり、当該仮囲いは橋梁工事における目
隠しフェンスとしてリース材により設置されており、こ
の仮囲いを海上橋脚施工現場の第三者進入防止
措置として橋梁事業完了まで存置する必要が生じ
たことから、工事の完了に伴い、本件において工事
完了後のリース契約を購入契約に切り替えるもの
である。本仮囲いは工事請負者が日建リース工業
（株）とリース契約を結んでいたものであり、既に設
置済であることから契約の相手方としては当該者が
本契約を履行できる、唯一の者であり、競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14334

特定非営利活動法人ユ
ニバーサル社会工学研
究会　　　東京都台東区
北上野２－６－４

新潟西海岸ユニバー
サルコースト検討業務

北陸地方整備局新潟港
湾・空港整備事務所長
伊藤　晃　　新潟市入船
町４－３７７８

H17.7.11 3,129,000

特定非営利活動法人ユニバーサル社会工学研究
会との間で締結している新潟西海岸ユニバーサル
コースト検討業務は、新潟西海岸において身障者と
健常者がともに交流活動できる海岸利用・活動等
の検討を行うもので、深い専門的知識と技術力を有
するとともに学識者とも連携でき、ユニバーサルデ
ザインに深い知識と技術力を有している必要があ
り、同法人は本調査を遂行できる唯一の団体であ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14335
（株）新潟総合テレビ
新潟県新潟市八千代２
－３－１

新潟港整備効果広報
業務

北陸地方整備局新潟港
湾・空港整備事務所長
伊藤　晃　　新潟市入船
町４－３７７８

H17.7.12 6,352,500

（株）新潟総合テレビとの間で締結している新潟港
整備効果広報業務は、新潟港湾・空港整備事務所
の役割や新潟みなとトンネルの 新の技術・工法、
全線開通による整備効果を広く一般市民に広報す
るもので、株式会社新潟総合テレビは、フジテレビ
系列の放送局であり、フジテレビ「ポンキッキーズ」
のキャラクター「ガチャピン」、「ムック」のキャラク
ターを利用した番組制作及び放送が可能な唯一の
放送機関であり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14336
（株）新潟日報社
新潟県新潟市善久７７２
－２

新潟みなとトンネル開
通広報業務

北陸地方整備局新潟港
湾・空港整備事務所長
伊藤　晃　　新潟市入船
町４－３７７８

H17.7.12 4,305,000

（株）新潟日報社との間で締結している新潟みなとト
ンネル開通広報業務は、新潟みなとトンネルを広く
一般市民にＰＲすることを目的として新聞広告を制
作し、広報するものであり、（株）新潟日報社発行の
新潟日報は、新潟県内で一番読まれている新聞で
あり、本業務を も的確かつ効果的に実施しうる唯
一の機関であり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
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（具体的かつ詳細に記載）

14337
新潟県石油業協同組合
新潟県新潟市川岸町１
－４７－１

新潟港重油購入（その
２）

北陸地方整備局新潟港
湾・空港整備事務所長
伊藤　晃　　新潟市入船
町４－３７７８

H17.7.22 6,552,000
事業協同組合の保護育成のため　　　　　　　（予算
決算及び会計令第９９条第１８号）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14338

パシフィックコンサルタ
ンツ（株）
新潟県新潟市明石１－
６－６

コンクリート滑動検討
調査

北陸地方整備局新潟港
湾空港技術調査事務所
長　高野誠紀　新潟市
入船町４－３７７８

H17.7.26 4,935,000

パシフィックコンサルタンツ（株） との間で締結して
いるコンクリート滑動検討調査は、既設コンクリート
にコンクリートを打ち継いだ際に働くコンクリート打
継面の付着力等を解明し、摩擦係数等へ反映させ
ることにより、より合理的な設計を目指すために行う
ものであり、本業務は、プロポーザル方式により評
価を行った結果、評価が も高く競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１７年度から企
画競争を実施）

14339
日本海建設（株）
石川県金沢市神田１－
３－１０

金沢港（大野地区）護
岸（左岸）補修工事

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

H17.8.5 57,750,000 予算決算及び会計令第９９条の２ 見直しの余地あり 競争入札に移行

14340
新潟県石油業協同組合
新潟県新潟市川岸町１
－４７－１

新潟港重油購入（その
３）

北陸地方整備局新潟港
湾・空港整備事務所長
伊藤　晃　　新潟市入船
町４－３７７８

H17.8.12 6,552,000
事業協同組合の保護育成のため　　　　　　　（予算
決算及び会計令第９９条第１８号）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14341
（株）テトラ
東京都港区三田３－１１
－３４

津波発生システムの開
発

北陸地方整備局新潟港
湾空港技術調査事務所
長　高野誠紀　新潟市
入船町４－３７７８

H17.9.7 3,885,000

（株）テトラとの間で締結している津波発生システム
の開発は、水理実験場の造波装置を利用した津波
発生システムを開発するため、システム開発におけ
る問題点の抽出、必要な機器更新と利用方策につ
いて検討し、動作試験によりソフトウエアーを作成
するとともに、開発したソフトウエアーにより簡易な
津波模型実験を実施し、その実用性を検証するも
のであり、（株）テトラは水理に関する総合研究所を
設置し各種の研究を行っており、この分野において

先端の技術と知見を保有し本業務を遂行できる
唯一の者であり競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14342
新潟県石油業協同組合
新潟県新潟市川岸町１
－４７－１

新潟港重油購入（その
４）

北陸地方整備局新潟港
湾・空港整備事務所長
伊藤　晃　　新潟市入船
町４－３７７８

H17.9.9 6,867,000
事業協同組合の保護育成のため　　　　　　　（予算
決算及び会計令第９９条第１８号）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14343
新潟県石油業協同組合
新潟県新潟市川岸町１
－４７－１

新潟港重油購入（その
５）

北陸地方整備局新潟港
湾・空港整備事務所長
伊藤　晃　　新潟市入船
町４－３７７８

H17.10.5 6,841,800
事業協同組合の保護育成のため　　　　　　　（予算
決算及び会計令第９９条第１８号）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所
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14344
（株）カイジョーソニック
東京都羽村市栄町３－
１－５

金沢港・七尾港・輪島
港波浪・潮位データ伝
送装置設置

北陸地方整備局次長
西田　仁志　　　新潟県
新潟市美咲町１－１－１

H17.10.19 30,450,000

（株）カイジョーソニックとの間で締結している波高
波向観測装置においては、近年、既存ストックの有
効活用における国有港湾施設の点検診断の実施
や大規模地震による津波の防災対策など危機管理
への要請の高まりから、ナウファスの観測データ収
集をリアルタイム化し、港湾整備における一層高度
な施工管理に資するもの、及びインターネットにより
台風時等の波高等の防災情報として公開できる波
高波向観測装置の改良・修理等を実施するもので
あるが、実施にあたっては波高、波向を一体的に観
測でき、得られたデータをインターネットで公開する
という観点から、波高、波向を一体的に観測できる
とともに、同時に潮位、風向、風速、気圧の観測も
できること、波高周期のほか、波浪の方向スペクト
ルを同時に算出することができること、同一地点の
長期観測ができることという特徴を有する海象計を
使う必要がある。しかしながらこの特徴を有する海
象計は同社のものしかなく、特許を保有しているこ
とから、他の者では改良。修理等を行うことができ
ない。よって特許権、著作権に関わる技術、機器、
設備又はシステム等を用いる必要があり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14345
（財）公務研修協議会
東京都港区新橋４－２５
－４

新たな業務展開に対
応した管理職研修の
検討調査

北陸地方整備局次長
西田　仁志　　　新潟県
新潟市美咲町１－１－１

H17.10.27 1,879,500

（財）公務研修協議会との間で締結している新たな
業務展開に対応した管理職研修の検討調査は、北
陸地方整備局港湾空港関係管理職の能力アップを
目指し、より効果的かつ実際的な研修を実施するた
めの研修カリキュラムを検討するとともに、研修の
評価を行うことにより、今後の研修のあり方につい
て検討を行うものであり、数多くの経験と専門知識
を有しているのは同協議会のみであることから競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14346
新潟県石油業協同組合
新潟県新潟市川岸町１
－４７－１

新潟港重油購入（その
６）

北陸地方整備局新潟港
湾・空港整備事務所長
伊藤　晃　　新潟市入船
町４－３７７８

H17.11.18 6,589,800
事業協同組合の保護育成のため　　　　　　　（予算
決算及び会計令第９９条第１８号）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14347
（株）ニュージェック
新潟県新潟市笹口２－
１２－１

防波堤構造開発検討
調査

北陸地方整備局新潟港
湾空港技術調査事務所
長　高野誠紀　新潟市
入船町４－３７７８

H17.12.1 10,080,000

（株）ニュージェック との間で締結している防波堤構
造開発検討調査は、 防波堤上部工に対して、ダ
メージトレラント構造をはじめとする災害復旧に配
慮した設計思想を導入することで、構造物全体とし
ての機能低下を抑制し、復旧が迅速かつ簡便にな
るような防波堤上部構造の検討を行うもので、プロ
ポーザル方式で評価した結果、同社が も評価が
高く競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１７年度から企
画競争を実施）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14348
気比造船（企）
福井県敦賀市櫛川９１
－３

まつかぜ計画修理工
事

北陸地方整備局新潟港
湾空港技術調査事務所
長　高野誠紀　新潟市
入船町４－３７７８

H17.12.2 4,410,000 予算決算及び会計令第９９条の２ 見直しの余地あり 競争入札に移行

14349
新潟県石油業協同組合
新潟県新潟市川岸町１
－４７－１

新潟港重油購入（その
７）

北陸地方整備局新潟港
湾・空港整備事務所長
伊藤　晃　　新潟市入船
町４－３７７８

H17.12.15 5,932,500
事業協同組合の保護育成のため　　　　　　　（予算
決算及び会計令第９９条第１８号）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14350
（株）日立製作所
新潟県新潟市万代島５
－１

保安対策用監視カメラ
映像配信システム構築

北陸地方整備局次長
西田　仁志　　　新潟県
新潟市美咲町１－１－１

H17.12.16 15,120,000

（株）日立製作所との間で締結している保安対策用
監視カメラ映像配信システム構築は、国土交通省
港湾局及び港湾空港関係部署で構成される既存の
行政情報システムとの連携の基に、災害（防災）、
港湾保安に関する映像情報の迅速かつ的確な把
握、収集、伝達を目的として「本省－地方整備局－
港湾事務所」及び「港湾管理者」間の映像情報伝送
ネットワークを構築し、各機関が保有する映像情報
を共有するシステムで、高度なセキュリティー性能
を持ったシステムであり、既に完成し運用を開始し
ているシステムの移設及び災害対策室への映像配
信システムの構築を行うもので、（株）日立製作所
はシステムの開発を行っており、国家治安維持等
の社会防衛の必要があり競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14351
川崎地質（株）
新潟県新潟市紫竹山５
－７－５

構造物診断装置探査
結果解析調査

北陸地方整備局新潟港
湾空港技術調査事務所
長　高野誠紀　新潟市
入船町４－３７７８

H17.12.27 7,350,000

川崎地質（株）との間で締結している構造物診断装
置探査結果解析調査は、構造物診断装置の信頼
性の向上を目的として、探査結果について解析・検
討調査を行うとともに、自動診断処理プログラムに
ついて改良を実施するものであり、構造物診断装
置は当局と川崎地質株式会社が共同開発し、同社
と特許の共同出願を申請しており（出願日
H16.8.31、出願番号：特許出願2004-251955）、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14352
（株）テトラ
新潟県新潟市東大通２
－３－２６

水理実験用モルタル模
型購入

北陸地方整備局新潟港
湾空港技術調査事務所
長　高野誠紀　新潟市
入船町４－３７７８

H18.1.17 1,575,000

（株）テトラとの間で締結している水理実験用モルタ
ル模型購入は、当所水理実験場で水理模型実験を
行う際に使用するモルタル製消波ブロック模型（縮
尺１／５０）を製作するものであり、モデルとなる消
波ブロックのテトラポッドについては、「商標登録」や
「立体商標登録」の権利が設定されており、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14353
（株）カイジョーソニック
東京都羽村市栄町３－
１－５

伏木富山港（伏木・新
湊地区）波浪・潮位伝
送装置改造

北陸地方整備局次長
西田　仁志　　　新潟県
新潟市美咲町１－１－１

H18.1.30 17,850,000

（株）カイジョーソニックとの間で締結している波高
波向観測装置においては、近年、既存ストックの有
効活用における国有港湾施設の点検診断の実施
や大規模地震による津波の防災対策など危機管理
への要請の高まりから、ナウファスの観測データ収
集をリアルタイム化し、港湾整備における一層高度
な施工管理に資するもの、及びインターネットにより
台風時等の波高等の防災情報として公開できる波
高波向観測装置の改良・修理等を実施するもので
あるが、実施にあたっては波高、波向を一体的に観
測でき、得られたデータをインターネットで公開する
という観点から、波高、波向を一体的に観測できる
とともに、同時に潮位、風向、風速、気圧の観測も
できること、波高周期のほか、波浪の方向スペクト
ルを同時に算出することができること、同一地点の
長期観測ができることという特徴を有する海象計を
使う必要がある。しかしながらこの特徴を有する海
象計は同社のものしかなく、特許を保有しているこ
とから、他の者では改良。修理等を行うことができ
ない。よって特許権、著作権に関わる技術、機器、
設備又はシステム等を用いる必要があり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14354
（株）近藤組
新潟県新潟市稲荷町３
５３５－１

浜浦宿舎解体工事
北陸地方整備局次長
西田　仁志　　　新潟県
新潟市美咲町１－１－１

H18.2.1 6,825,000 予算決算及び会計令第９９条の２ 見直しの余地あり 競争入札に移行

14355
新潟県石油業協同組合
新潟県新潟市川岸町１
－４７－１

新潟港重油購入（その
８）

北陸地方整備局新潟港
湾・空港整備事務所長
伊藤　晃　　新潟市入船
町４－３７７８

H18.2.2 6,562,500
事業協同組合の保護育成のため　　　　　　　（予算
決算及び会計令第９９条第１８号）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14356
東芝ソリューション（株）
新潟県新潟市東大通１
－４－２

国有財産管理システム
改良業務

北陸地方整備局次長
西田　仁志　　　新潟県
新潟市美咲町１－１－１

H18.2.23 3,360,000

東芝ソリューション（株）との間で締結している国有
財産管理システム改良業務は、５年ごとに行われる
国有財産の台帳価格の改定を、国有財産管理シス
テムの蓄積データを活用し算定するサブシステムを
開発するほか、 新バージョンへの移行等を実施
するものであり、当該システムの改良等は、開発か
ら一貫して東芝ソリューション株式会社が行ってお
り、不具合等の発生に対しては速やかな復旧が必
要となりシステム仕様に熟知し、迅速に対応できる
体制が求められ競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14357
新潟県石油業協同組合
新潟県新潟市川岸町１
－４７－１

新潟港重油購入（その
９）

北陸地方整備局新潟港
湾・空港整備事務所長
伊藤　晃　　新潟市入船
町４－３７７８

H18.3.3 7,862,400
事業協同組合の保護育成のため　　　　　　　（予算
決算及び会計令第９９条第１８号）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14358
エヌイーシーリース（株）
名古屋市中区錦一丁目
１７番１号

中部地方整備局港湾
空港関係ネットワーク
システム機器賃貸借
１式

中部地方整備局副局長
松下敏郎　　名古屋市
港区築地町２番地

H17.4.1 19,091,100

エヌイーシーリース（株）との間で締結している「中
部地方整備局港湾空港関係ネットワークシステム
機器賃貸借」は、平成１６年度に当該業者より賃借
していた実績があり、平成１７年度においても引き
続き同社より賃借することがもっとも経済的であり、
競争に付することが不利であるため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度に一般
競争入札を行い
次年度以降は、
国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）

14359
名古屋港管理組合管理
者　　　　名古屋市港区
入船一丁目８番２１号

土地借入　５，９９２．８
９㎡

中部地方整備局副局長
松下敏郎　　名古屋市
港区築地町２番地

H17.4.1 14,886,162

名古屋港管理組合管理者との間で締結している中
部地方整備局築地庁舎及び名古屋港湾事務所庁
舎用地の借入契約については、場所が限定される
ことにより、供給者が一に特定され、当該場所でな
ければ行政事務を行うことが不可能であり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14360
愛知県知事
名古屋市中区三の丸三
丁目１番２号

土地借入　７，２２１．８
㎡

中部地方整備局副局長
松下敏郎　　名古屋市
港区築地町２番地

H17.4.1 13,499,710

愛知県知事との間で締結している名古屋港湾空港
技術調査事務所庁舎用地借入契約については、場
所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れ、当該場所でなければ行政事務を行うことが不可
能であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14361
富士ゼロックス（株）
名古屋市中区錦一丁目
１０番２０号

平成１７年度　電子複
写機保守管理

中部地方整備局副局長
松下敏郎　　名古屋市
港区築地町２番地

H17.4.1 5,769,766

富士ゼロックス株式会社との間で締結している電子
複写機の保守管理契約については、当該物件が富
士ゼロックス株式会社の製品であり、他社では保守
管理できないものであり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

後納契約25.00
3.60

14362
名古屋港管理組合管理
者　　　　名古屋市港区
入船一丁目８番２１号

土地借入　２，２４７㎡
中部地方整備局副局長
松下敏郎　　名古屋市
港区築地町２番地

H17.4.1 5,365,836

名古屋港管理組合管理者との間で締結している名
古屋港事務所庁舎用地借入契約については、場所
が限定されることにより、供給者が一に特定され、
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能
であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14363
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内
三丁目４番１号

端末装置等賃貸借・保
守　１式

中部地方整備局副局長
松下敏郎　　名古屋市
港区築地町２番地

H17.4.1 4,933,110

日本電子計算機（株）との間で締結している端末装
置等賃貸借・保守契約については、当該装置が港
湾情報処理システム専用の端末等であり、調査、
設計、積算、発注、施工等の業務処理アプリケー
ションやデータベースの利用において、機能や動作
の保証上の理由から当該業者の製品以外では不
可能であり、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14364
日通商事（株）
名古屋市中村区名駅南
四丁目１１番３９号

電子計算機外賃貸借
中部地方整備局副局長
松下敏郎　　名古屋市
港区築地町２番地

H17.4.1 4,052,412

日通商事（株）との間で締結している電子計算機外
賃貸借は、平成１６年度に当該業者より賃借してい
た実績があり、平成１７年度においても引き続き同
社より賃借することがもっとも経済的であり、競争に
付することが不利であるため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度に一般
競争入札を行い
次年度以降は、
国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）

14365
名鉄交通（株）
名古屋市中川区西日置
二丁目３番５号

乗用自動車による旅
客運送

中部地方整備局副局長
松下敏郎　　名古屋市
港区築地町２番地

H17.4.1 3,802,870

名鉄交通（株）との間で締結している乗用自動車に
よる旅客運送契約については、当局職員の現場及
び関係諸機関への業務連絡等のため乗用自動車
による旅客等の運送を行うものであり、予算決算及
び会計令第９９条第８号に該当するため。（会計法
第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

後納契約730

14366
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内
三丁目４番１号

サーバ機器等賃貸借・
保守　１式

中部地方整備局副局長
松下敏郎　　名古屋市
港区築地町２番地

H17.4.1 3,139,920

日本電子計算機（株）との間で締結しているサーバ
危機等賃貸借・保守契約については、当該機器が
港湾情報処理システム専用のサーバで、国土技術
政策総合研究所（横須賀）で一元的に開発を行って
いる調査、計画、設計、施工、積算等の各分野で必
要となる技術計算を行うためのアプリケーションや
データベースを利用するためのものであり、業務に
与える影響を極力少なくするためには休止時間を
極力短くして短時間で機器及びシステムの更新を
行う必要があり、機能や動作の保証上の理由から
当該業者以外では不可能であり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14367
リコーリース（株）
名古屋市中区栄１－１０
－２１

電話交換機賃貸借
中部地方整備局副局長
松下敏郎　　名古屋市
港区築地町２番地

H17.4.1 2,648,520

リコーリース（株）との間で締結している電話交換機
賃貸借は、平成１６年度に当該業者より賃借してい
た実績があり、平成１７年度においても引き続き同
社より賃借することがもっとも経済的であり、競争に
付することが不利であるため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度に一般
競争入札を行い
次年度以降は、
国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）

14368
（株）フジタクシーサービ
ス　名古屋市西区上名
古屋三丁目２３番１６号

乗用自動車による旅
客運送（その２）

中部地方整備局副局長
松下敏郎　　名古屋市
港区築地町２番地

H17.4.1 2,452,910

（株）フジタクシーサービスとの間で締結している乗
用自動車による旅客運送契約については、当局職
員の現場及び関係諸機関への業務連絡等のため
乗用自動車による旅客等の運送を行うものであり、
予算決算及び会計令第９９条第８号に該当するた
め。（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

後納契約660

14369
（株）栗田商会
名古屋市中区上前津１
１－１

平成１７年度電子複写
機保守管理（その３）

中部地方整備局副局長
松下敏郎　　名古屋市
港区築地町２番地

H17.4.1 2,064,373

（株）栗田商会との間で締結している複写機保守管
理は、リコー株式会社の製品の複写機の保守管理
を行うものであり、保守業務については納入した代
理店を通じて行っていることから、他社では保守管
理できないことから、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

後納契約23,760
8,360



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
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随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14370
三井リース事業（株）名
古屋市中村区名駅南一
丁目１６番２１号

共済組合電子計算機
賃貸借・保守

中部地方整備局副局長
松下敏郎　　名古屋市
港区築地町２番地

H17.4.1 1,020,096

三井リース事業（株）との間で締結している共済組
合電子計算機外賃貸借は、平成１６年度に当該業
者より賃借していた実績があり、平成１７年度にお
いても引き続き同社より賃借することがもっとも経済
的であり、競争に付することが不利であるため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

14371
富士ゼロックス（株）
静岡市葵区常磐町２－
１３－１

平成１７年度電子複写
機保守（その２）４月分
外１１件

中部地方整備局　清水
港湾事務所長　佐藤敬
静岡市清水区日の出町
７－２

H17.4.1 3,196,238

富士ゼロックス（株）との間で締結している電子複写
機保守については、当該機器が富士ゼロックス
（株）の製品であるため、他社では保守管理できな
いことから当該者を特定したものであり、競争をゆ
るさないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

後納契約

14372
（株）中央防犯
藤枝市稲川１－１１－３
６

平成１７年度御前崎港
警備保安業務

中部地方整備局　清水
港湾事務所長　佐藤敬
静岡市清水区日の出町
７－２

H17.4.1 2,268,000

（株）中央防犯との間で締結している「平成１７年度
御前崎港警備保安業務」については、巡回警備を
必要としており、当該地区において巡回警備を行う
業者は他にないことから当該者を特定したものであ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度から一
般競争入札に移
行）

14373
（株）興栄警備
伊東市十足６１９－６７

平成１７年度下田港警
備保安業務

中部地方整備局　清水
港湾事務所長　佐藤敬
静岡市清水区日の出町
７－２

H17.4.1 2,230,200

（株）興栄警備との間で締結している「平成１７年度
下田港警備保安業務」については、巡回警備を必
要としおり、当該地区において巡回警備を行う業者
は他にないことから当該者を特定したものであり、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度から一
般競争入札に移
行）

14374

東海ワッチサービス
（株）
静岡市清水区日の出町
１０－８０

平成１７年度清水港警
備保安業務

中部地方整備局　清水
港湾事務所長　佐藤敬
静岡市清水区日の出町
７－２

H17.4.1 1,940,400

東海ワッチサービス（株）との間で締結している「平
成１７年度清水港警備保安業務」については、当該
業務を履行するにあたり、一部機械警備にかかる
物品を東海ワッチサービス（株）とリースによる賃貸
借契約していることから、一連の業務につき他社と
行うと著しい支障が生じるものであり、競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所
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14375
三菱電機クレジット（株）
名古屋市中区錦３－１０
－３２

平成１７年度清水港、
御前崎港、下田港テレ
ビ会議システム賃貸借

中部地方整備局　清水
港湾事務所長　佐藤敬
静岡市清水区日の出町
７－２

H17.4.1 1,581,300

三菱電機クレジット（株）との間で締結している「平
成１７年度清水港、御前崎港、下田港テレビ会議シ
ステム賃貸借」は、平成１６年度に当該業者から
リースにより賃借しているものであり、平成１７年度
においても引き続き同社より賃借することがもっとも
経済的であり、競争に付することが不利であるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

14376
ＮＥＣリース（株）
静岡市葵区黒金町３

平成１７年度清水港、
御前崎港、下田港複写
機賃貸借

中部地方整備局　清水
港湾事務所長　佐藤敬
静岡市清水区日の出町
７－２

H17.4.1 1,288,980

ＮＥＣリース（株）との間で締結している「平成１７年
度清水港、御前崎港、下田港複写機賃貸借」は、平
成１６年度に当該業者からリースにより賃借してい
るものであり、平成１７年度においても引き続き同社
より賃借することがもっとも経済的であり、競争に付
することが不利であるため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり

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

14377

富士通サポートアンド
サービス（株）
名古屋市中区錦一丁目
１０番１号

平成１７年度環境情報
データベース関係機器
リース

中部地方整備局名古屋
港湾空港技術調査事務
所長　宮島正悟名古屋
市南区東又兵ヱ町1-
57-3

H17.4.1 4,032,000

富士通サポートアンドサービス（株）との間で締結し
ている「平成１７年度環境情報データベース関係機
器リース」は、環境情報データベースのネットワーク
システムに使用する機器の賃貸借及び保守管理を
行うものである。環境データベース関係の機器賃貸
借は平成１６年度より富士通サポート＆サービス
（株）と契約しており、当初の特記仕様書に記載が
あるとおり引き続き実施するものであり、機器類の
保証は継続しており、保守管理についても他社では
できないことから競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

14378
（株）ガード・リサーチ
名古屋市中区錦二丁目
４番３号

平成１７年度警備保安
業務

中部地方整備局名古屋
港湾空港技術調査事務
所長　宮島正悟名古屋
市南区東又兵ヱ町1-
57-3

H17.4.1 2,283,120

（株）ガード・リサーチとの間で締結している「平成１
７年度警備保安業務」は、機械警備を行う上で、警
報装置の設置及び異常察知時の緊急出動を含め
た機械警備体制の構築が必要であり、また巡回警
備を行う上で、防犯業務に関する豊富な実績、知識
を有していることが求められるところである。（株）
ガード・リサーチは、当事務所の開設以来、機械警
備を請け負っており、すでに事務所庁舎に警報装
置を設置し、同社管制本部による２４時間体制の機
械警備を実施している。また当事務所近隣に警備
員詰所があることから常態的に緊急出動を可能とし
ている。さらに、同社はこれまでの当事務所との契
約において優秀かつ確実な実績を残しており、高い
信頼関係のもと万全な巡回警備を行うことができる
ことから競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）
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14379
（株）辻本屋
松阪市小野江町３８９番
地の２

土地借入　２６９．０７
㎡　　　　　建物借入　２
９７．２５㎡

中部地方整備局　四日
市港湾事務所長　鈴木
勝敏　四日市市千歳町
９番地の１

H17.4.1 6,000,000

（株）辻本屋との間で締結している津松阪港事務所
用地（土地及び建物）借入契約については、場所が
限定されることにより、供給者が一に特定され、当
該場所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14380
（株）島田商会
津市中央１番１号

鋼矢板外賃貸借　１式

中部地方整備局　四日
市港湾事務所長　鈴木
勝敏　四日市市千歳町
９番地の１

H17.4.1 5,188,397

（株）島田商会との間で締結している鋼矢板外賃貸
借契約は、平成１５年津松阪港松阪地区（大口）護
岸（改良）築造工事において、請負者が当該業者よ
り賃貸借して現地に打設したものであり、供給者が
一に特定され、当該物件でないと事業を行うことが
不可能であり、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（工事完了後に一
般競争入札に移
行）

14381
（有）市川貸ビル
津市万町津１６７１

建物借入　１５８．１８
㎡

中部地方整備局　四日
市港湾事務所長　鈴木
勝敏　四日市市千歳町
９番地の１

H17.4.1 3,720,000

（有）市川貸ビルとの間で締結している津詰所借用
契約については、場所が限定されることにより、供
給者が一に特定され、当該場所でなければ行政事
務を行うことが不可能であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14382
日通商事（株）
四日市市垂坂町字山上
谷１３４０番地

電子計算機外賃貸借

中部地方整備局　四日
市港湾事務所長　鈴木
勝敏　四日市市千歳町
９番地の１

H17.4.1 3,169,590

日通商事（株）との間で締結した電子計算機外賃貸
借契約は、平成１６年度に当該業者より賃借してい
た実績があり、平成１７年度においても引きつつ付
き同社より賃借することがもっとも経済的であり、競
争に付することが不利であるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり

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

14383
丸紅建材リース（株）
名古屋市中区栄２丁目
２番２号

鋼矢板外賃貸借　１式

中部地方整備局　四日
市港湾事務所長　鈴木
勝敏　四日市市千歳町
９番地の１

H17.4.1 2,928,376

丸紅建材リース（株）との間で締結した鋼矢板外賃
貸者契約は、平成１４年津松阪港三雲地区（鵲）地
盤改良工事において、請負者が当該業者より賃貸
借して現地に打設したものであり、供給者が一に特
定され、当該物件でないと事業を行うことが不可能
であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（工事完了後に一
般競争入札に移
行）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14384
個人情報保護法に基づ
き非公表

土地借入　１，６０６㎡

中部地方整備局　四日
市港湾事務所長　鈴木
勝敏　四日市市千歳町
９番地の１

H17.4.1 2,200,220

本件賃貸人との間で締結している土地賃貸借につ
いては、津松阪港海岸整備事業資材置場用地とし
て土地を借入れるものであり、場所が限定されるこ
とにより、供給者が一に特定され、当該場所でなけ
れば行政事務を行うことが不可能であり、競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（工事
終了後に公募手
続きを行う）

14385
三重リコー（株）
四日市市新正１丁目１２
番１５号

四日市港ファクシミリ
及びカラー複写機、カ
ラー複合機保守

中部地方整備局　四日
市港湾事務所長　鈴木
勝敏　四日市市千歳町
９番地の１

H17.4.1 2,036,141

三重リコー（株）との間で締結している複写機保守
管理契約は、、リコー株式会社の製品の複写機の
保守管理を行うものであり、保守業務については他
社では保守管理できないことから、競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

後納契約

14386
三井リース事業（株）
名古屋市中村区名駅南
１丁目１６番２１号

電子複写機外賃貸借

中部地方整備局　四日
市港湾事務所長　鈴木
勝敏　四日市市千歳町
９番地の１

H17.4.1 1,813,959

三井リース事業（株）との間で締結している電子複
写機外賃貸借契約は、平成１６年度に当該業者よ
り賃借していた実績があり、平成１７年度においても
引き続き同社より賃借することがもっとも経済的で
あり、競争に付することが不利であるため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

14387
四日市港管理組合管理
者　　　　四日市市霞二
丁目１－１

土地借入　９４５．８９
㎡

中部地方整備局　四日
市港湾事務所長　鈴木
勝敏　四日市市千歳町
９番地の１

H17.4.1 1,419,000

四日市港管理組合管理者との間で締結している灯
浮標仮置用地の借用契約は、場所が限定されるこ
とにより、供給者が一に特定され、当該場所でなけ
れば行政事務を行うことが不可能であり、競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14388
四日市港管理組合管理
者　　　　四日市市霞二
丁目１－１

土地借入　８０１．８㎡

中部地方整備局　四日
市港湾事務所長　鈴木
勝敏　四日市市千歳町
９番地の１

H17.4.1 1,203,000

四日市港管理組合管理者との間で締結している四
日市港湾事務所用地の借用契約は、場所が限定さ
れることにより、供給者が一に特定され、当該場所
でなければ行政事務を行うことが不可能であり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14389
愛知県石油業協同組合
愛知県名古屋市中区正
木三丁目２番７０号

重油　Ａ１種２号
150,000ℓ

中部地方整備局名古屋
港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築
地町２

H17.4.1 6,693,750

愛知県石油業協同組合との間で締結している重油
Ａ１種２号１５０，０００Ｌ購入契約は、清龍丸におい
て使用する重油を購入するものであり、愛知県石油
業協同組合は中小企業庁が証明する官公需適格
組合であることから、予算決算及び会計令第９９条
第１８号に該当するため。（会計法第２９条の３第５
項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14390
計測情報システム（株）
東京都中央区日本橋室
町１－９－４

平成１７年度名古屋港
ＧＰＳ基準局データ利
用料　１式

中部地方整備局名古屋
港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築
地町２

H17.4.1 5,250,000

計測情報システム（株）との間で締結している「平成
１７年度名古屋港ＧＰＳ基準局データ利用料」は、名
古屋港湾・空港整備事務所所属船舶である「清龍
丸」が海上を移動しながら測位しようとする位置を
高精度でリアルタイムに得るために必要な陸上基
準局から送信される搬送波位相データの受信料で
ある。当該地域をＧＰＳサービスエリアとして陸上基
準局を設置・管理及び運営を行っているのは、計測
情報システム株式会社だけであり、競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14391
名鉄海上観光船（株）
愛知県名古屋市熱田区
三本松町１８－１

平成１７年度名古屋港
交通船用船　　１式

中部地方整備局名古屋
港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築
地町２

H17.4.1 5,220,000

名鉄海上観光船（株）との間で締結している「平成１
７年度名古屋港交通船用船」は、名古屋港内の視
察等に使用する船舶を随時、用船するものである
が、伊勢湾内において、名古屋港の状況を熟知し、
かつ当所の希望する日及び船舶の規格を提供でき
る者は、名鉄観光海上船（株）をおいて他になく、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に
一般競争入札に
移行）

単価契約
270,000

14392
富士ゼロックス（株）
名古屋市中区錦一丁目
１０番２０号

名古屋港複写機保守
管理

中部地方整備局名古屋
港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築
地町２

H17.4.1 4,234,215

富士ゼロックス（株）との間で締結している名古屋港
複写機保守管理は、複写機を保守管理するもので
ある。当該物件は富士ゼロックス株式会社の製品
であり、他社では保守管理できない。よって競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

後納契約

14393

ナゴヤシップサービス
（株）
愛知県名古屋市港区港
町１－９

平成１７年度名古屋港
清龍丸綱取放

中部地方整備局名古屋
港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築
地町２

H17.4.1 2,336,418

ナゴヤシップサービス（株）との間で締結している
「平成１７年度名古屋港清龍丸綱取放」は、清龍丸
の離接岸における綱取放を行うものであるが、当地
区において当業務を行う業者はナゴヤシップサービ
ス（株）以外ない。よって競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に
一般競争入札に
移行）

後納契約

14394
愛知県石油業協同組合
愛知県名古屋市中区正
木三丁目２番７０号

免税軽油　　38,000ℓ

中部地方整備局名古屋
港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築
地町２

H17.4.1 2,234,400

愛知県石油業協同組合との間で締結している免税
軽油３８，０００Ｌ購入契約は、白龍において使用す
る軽油を購入するものであり、愛知県石油業協同
組合は中小企業庁が証明する官公需適格組合で
あることから、予算決算及び会計令第９９条第１８号
に該当するため。（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

単価契約
58.8



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14395

東海ワッチサービス
（株）
名古屋市港区入船一丁
目４－２８

平成１７年度名古屋港
警備保安業務

中部地方整備局名古屋
港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築
地町２

H17.4.1 2,011,590

東海ワッチサービス（株）との間で締結している「平
成１７年度名古屋港警備保安業務」は、中部地方整
備局（築地庁舎）、名古屋港湾・空港整備事務所及
び名古屋港事務所の建物、船舶車両及び機械器
具等の警備を行うものである。東海ワッチサービス
（株）は確実な警備業務を遂行するため、当所と警
備通信網をも確立している。同社が業務の内容に
ついて も熟知しており、本業務を確実に遂行する
のは同社以外なく、よって競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14396
（株）フジタクシーサービ
ス　名古屋市西区上名
古屋三丁目２３番１６号

名古屋港乗用自動車
による旅客等運送（そ
の２）

中部地方整備局名古屋
港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築
地町２

H17.4.1 1,633,370

（株）フジタクシーサービスとの間で締結している乗
用自動車による旅客運送については、当所職員の
現場及び関係諸機関への業務連絡等のため乗用
自動車による旅客等の運送を行うものであり、予算
決算及び会計令第９９条第８号に該当するため。
（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

後納契約660

14397
愛知県知事
名古屋市中区三の丸三
丁目１番２号

港湾施設用地使用料
（三河港湾事務所用
地）
土地借入　３，７５０㎡

中部地方整備局三河港
湾事務所長　田辺義夫
豊橋市神野ふ頭町１番
地１

H17.4.1 4,815,000

愛知県知事との間で締結している三河港湾事務所
庁舎及び工事用資材置き場用地借入契約につい
ては、場所が限定されることにより、供給者が一に
特定され、当該場所でなければ行政事務を行うこと
が不可能であり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14398
愛知県知事
名古屋市中区三の丸三
丁目１番２号

港湾施設用地使用料
（衣浦港事務所用地）
土地借入　３，１６９．７
１㎡

中部地方整備局三河港
湾事務所長　田辺義夫
豊橋市神野ふ頭町１番
地１

H17.4.1 4,070,280

愛知県知事との間で締結している三河港湾事務所
衣浦港事務所庁舎及び工事用資材置き場用地借
入契約については、場所が限定されることにより、
供給者が一に特定され、当該場所でなければ行政
事務を行うことが不可能であり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14399
中京警備保障（株）
西尾市高畠町４－３９－
１

平成１７年度三河港及
び衣浦港警備保安業
務

中部地方整備局三河港
湾事務所長　田辺義夫
豊橋市神野ふ頭町１番
地１

H17.4.1 4,060,980

中京警備保障（株）との間で締結している「平成１７
年度三河港及び衣浦港警備保安業務」は、三河港
湾事務所及び衣浦港事務所の庁舎、構内の付属
物及び船舶等の警備保安業務を行うものである。
業務の性質上、受託者は当所の要求を良く理解し、
かつ当事務所の所在地、周囲の状況等を十分に把
握した信頼のおけるものでなければならない。当該
業者は従来から三河港湾事務所及び衣浦港事務
所の巡回機動警備・電子警備を行っており、過去の
実績も含めて信頼度が高く、警備員の待機場所も
豊橋・半田ともに事務所から近距離にあるため、万
一の事態にも的確に対処することが可能である。さ
らには建物のみならず船舶の警備体制についても
電子警備機器による通信網が確立しており、当所
の警備保安目的を満たす唯一の者であり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14400
富士ゼロックス（株）
名古屋市中区錦１－１０
－２０

平成１７年度電子複写
機保守

中部地方整備局三河港
湾事務所長　田辺義夫
豊橋市神野ふ頭町１番
地１

H17.4.1 1,160,257

富士ゼロックス（株）との間で締結している「平成１７
年度電子複写機保守」については、当該物件が富
士ゼロックス株式会社の製品であり、他社では保守
管理できないものであり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

単価契約

14401
愛知県知事
名古屋市中区三の丸三
丁目１番２号

平成１７年度干潟造成
材適正調査

中部地方整備局三河港
湾事務所長　田辺義夫
豊橋市神野ふ頭町１番
地１

H17.4.4 7,900,000

愛知県知事との間で締結した「平成１７年度干潟造
成材適正調査」は、新たな干潟・浅場造成材の開発
を目的とした、中間生成物（高炉水砕スラグ）・ダム
堆積砂を用いた干潟・浅場造成が可能であるか海
域において確認するため、水質浄化能力の高い二
枚貝類の定着及び生物への安全性について検討
するものである。本業務の実施にあたっては、干
潟・浅場造成と三河湾における生物相の知見を有
していることに加え、現地実験を実施する際の実施
方法及び検討内容に関する知見を有していること
が必要である。これらの条件を満足する機関は愛
知県水産試験場をおいて他になく、中間生成物・ダ
ム堆積砂の特性の知識、二枚貝類を始めとした三
河湾に生息する生物相に関する豊富な学識経験と
卓越した技術を有していることから、本調査研究に
ついて委託することが も適切な機関であると考え
られる。よって愛知県水産試験場に委託するもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

委託契約



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14402
愛知県石油業協同組合
愛知県名古屋市中区正
木三丁目２番７０号

重油　Ａ１種２号
120,000ℓ

中部地方整備局名古屋
港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築
地町２

H17.4.13 5,796,000

愛知県石油業協同組合との間で締結している重油
Ａ１種２号１２０，０００Ｌ購入契約は、清龍丸におい
て使用する重油を購入するものであり、愛知県石油
業協同組合は中小企業庁が証明する官公需適格
組合であることから、予算決算及び会計令第９９条
第１８号に該当するため。（会計法第２９条の３第５
項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14403

特定非営利活動法人伊
勢湾フォーラム
名古屋市中区錦三丁目
２番１号

平成１７年度名古屋港
築港と港まちとの変遷
検討調査

中部地方整備局名古屋
港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築
地町２

H17.4.26 4,095,000

特定非営利活動法人伊勢湾フォーラムとの間で締
結している「平成１７年度名古屋港築港と港まちと
の変遷検討調査」は、地域住民から親しまれ愛され
る名古屋港へのさらなる発展のため、住民本意の
「みなとまち」づくりを考える基礎資料を作成し、築
港から約１００年間の名古屋港の歴史と港まちの変
遷や地域住民との関わり合い、思いの変遷につい
て、地域住民の立場から調査しとりまとめるのもで
ある。本調査の実施にあたっては、海とみなとに関
する総合的な知識・経験を有し、地域住民の視点に
立った高い見識と高度な判断力を有すること、事務
所が目指す港湾整備やみなとまちづくり推進に向
けた共有の目標を有することが不可欠であり、地域
と行政とを中立な立場で適切に先導し、本地域を主
活動地域とするとともに、地域の声を反映しうる特
定非営利活動法人が 適である。特定非営利活動
法人　伊勢湾フォーラムは"美しく豊かな伊勢湾と
活力のある「みなとまち」の実現をめざす"を基本
テーマとする伊勢湾唯一のNPO法人であり、水質
等浄化推進、みなとまちづくり推進、人材育成推
進、海洋スポーツ振興事業の諸活動を実施してい
る。こうした諸活動を通して、伊勢湾とそれを取り巻
く地域に対して、伊勢湾に対する理解を深めると共
に、市民が伊勢湾と接するための健全な活動を支
援するための事業を行い、美しく豊かな伊勢湾及び
活力のある「みなとまち」づくりの実現等いう公益へ
の貢献を実施しているNPO法人である。従って、上
記NPO法人は、「目標を共有できるパートナー」であ
るとともに、地域住民の視点で本調査を効率且つ確
実に実施しうる唯一の団体であり、競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14404
（株）創建
愛知県名古屋市新尾頭
１－１０－１

平成１７年度名古屋港
広報資料編集調査

中部地方整備局名古屋
港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築
地町２

H17.4.28 22,050,000

（株）創建との間で締結している「平成１７年度名古
屋港広報資料編集調査」は、名古屋港とその周辺
地域に関する様々な情報、名古屋港湾事務所が現
在進めている事業について一般広報することを目
的とし、季刊広報誌「めいこ～る」の編集及びホー
ムページの改良・更新・保守並びに街頭PRを行うも
のである。本業務を行うについて、業者の選定はプ
ロポーザル方式によって決定した。このプロポーザ
ル評価において、今年度の当所の業務遂行に当た
り株式会社創建が一番高い評価を得たものであり、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１７年度から企
画競争を実施）

14405
愛知県石油業協同組合
愛知県名古屋市中区正
木三丁目２番７０号

重油　Ａ１種２号
120,000ℓ

中部地方整備局名古屋
港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築
地町２

H17.5.13 6,048,000

愛知県石油業協同組合との間で締結している重油
Ａ１種２号１２０，０００Ｌ購入契約は、清龍丸におい
て使用する重油を購入するものであり、愛知県石油
業協同組合は中小企業庁が証明する官公需適格
組合であることから、予算決算及び会計令第９９条
第１８号に該当するため。（会計法第２９条の３第５
項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14406
㈱東建ジオテック
名古屋市南区笠寺町字
迫間９－２

平成１７年度田子の浦
港土質調査

中部地方整備局　清水
港湾事務所長　佐藤敬
静岡市清水区日の出町
７－２

H17.6.1 8,190,000 予算決算及び会計令第９９条の２ 見直しの余地あり 競争入札に移行



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14407

特定非営利活動法人伊
勢湾フォーラム
名古屋市中区錦三丁目
２番１号

平成１７年度名古屋港
中川運河を核とする港
まち活性化方策検討
調査

中部地方整備局名古屋
港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築
地町２

H17.6.2 13,650,000

特定非営利活動法人伊勢湾フォーラムとの間で締
結している「平成１７年度名古屋港巨大地震津波影
響調査」は、名古屋港として水域・陸域がともに都
市に直接つながり、かつ、名古屋港と背後圏とを結
ぶ物流の要としての役割を担ってきた中川運河に
注目し、今後の名古屋港のみなとまち発展に資す
る中川運河再開発の可能性について、地域住民と
共に考えるシンポジウムを開催し、地域住民の視点
に立った活性化法策を提案するものである。本調査
の実施にあたっては、海とみなとに関する総合的な
知識・経験を有し、地域住民の視点に立った高い見
識と高度な判断力を有すること、事務所が目指す港
湾整備やみなとまちづくり推進に向けた共有の目標
を有することが不可欠である。伊勢湾フォーラムは”
美しく豊かな伊勢湾と活力のある「みなとまち」の実
現をめざす”を基本テーマとする伊勢湾唯一のNPO
法人であり、水質等浄化推進、みなとまちづくり推
進、人材育成推進、海洋スポーツ振興事業の諸活
動を実施している。こうした諸活動を通して、伊勢湾
とそれを取り巻く地域に対して、伊勢湾に対する理
解を深めると共に、市民が伊勢湾と接するための
健全な活動を支援するための事業を行い、美しく豊
かな伊勢湾及び活力のある「みなとまち」づくりの実
現という公益への貢献を実施しているNPO法人で
ある。従って、上記NPO法人は、目標を共有できる
とともに、地域住民の視点で本調査を効率的且つ
確実に実施しうる唯一の団体であり、競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14408
愛知県石油業協同組合
愛知県名古屋市中区正
木三丁目２番７０号

重油　Ａ１種２号
180,000ℓ

中部地方整備局名古屋
港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築
地町２

H17.6.14 9,072,000

愛知県石油業協同組合との間で締結している重油
Ａ１種２号１８０，０００Ｌ購入契約は、清龍丸におい
て使用する重油を購入するものであり、愛知県石油
業協同組合は中小企業庁が証明する官公需適格
組合であることから、予算決算及び会計令第９９条
第１８号に該当するため。（会計法第２９条の３第５
項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14409

中央復建コンサルタン
ツ（株）
愛知県名古屋市中区丸
の内３－１３－１

平成１７年度名古屋港
港湾利用及び整備方
策検討調査

中部地方整備局名古屋
港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築
地町２

H17.6.22 5,880,000

中央復建コンサルタンツ（株）との間で締結している
「平成１７年度名古屋港港湾利用及び整備方策検
討調査」は、「中部のものづくり」を海と陸の”物流交
通結節点”として支えている名古屋港を中心とした
交通ネットワーク機能を強化し、さらに「国際競争力
のある中部圏」とするため、名古屋港を中心とした
臨海部交通ネットワークのあり方を検討するもので
ある。このため本業務は、内容が高度なもの又は専
門的な技術が要求されるものであり、「プロポーザ
ル方式」により、 適な建設コンサルタントとして、
中央復建コンサルタンツ株式会社を特定した。よっ
て競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14410
愛知県石油業協同組合
愛知県名古屋市中区正
木三丁目２番７０号

免税軽油　　31,000ℓ

中部地方整備局名古屋
港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築
地町２

H17.6.27 1,822,800

愛知県石油業協同組合との間で締結している免税
軽油３１，０００Ｌ購入契約は、白龍において使用す
る軽油を購入するものであり、愛知県石油業協同
組合は中小企業庁が証明する官公需適格組合で
あることから、予算決算及び会計令第９９条第１８号
に該当するため。（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

単価契約
58.8

14411
（株）カイジョーソニック
名古屋市中川区西日置
２－３－５

平成１７年度下田港観
測機器伝送装置改良
業務

中部地方整備局　清水
港湾事務所長　佐藤敬
静岡市清水区日の出町
７－２

H17.6.30 5,775,000

（株）カイジョーソニックとの間で締結している波高
波向観測装置においては、近年、既存ストックの有
効活用における国有港湾施設の点検診断の実施
や大規模地震による津波の防災対策など危機管理
への要請の高まりから、ナウファスの観測データ収
集をリアルタイム化し、港湾整備における一層高度
な施工管理に資するもの、及びインターネットにより
台風時等の波高等の防災情報として公開できる波
高波向観測装置の改良・修理等を実施するもので
あるが、実施にあたっては波高、波向を一体的に観
測でき、得られたデータをインターネットで公開する
という観点から、波高、波向を一体的に観測できる
とともに、同時に潮位、風向、風速、気圧の観測も
できること、波高周期のほか、波浪の方向スペクト
ルを同時に算出することができること、同一地点の
長期観測ができることという特徴を有する海象計を
使う必要がある。しかしながらこの特徴を有する海
象計は同社のものしかなく、特許を保有しているこ
とから、他の者では改良。修理等を行うことができ
ない。よって特許権、著作権に関わる技術、機器、
設備又はシステム等を用いる必要があり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14412
愛知県石油業協同組合
愛知県名古屋市中区正
木三丁目２番７０号

重油　Ａ１種２号
250,000ℓ

中部地方整備局名古屋
港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築
地町２

H17.7.12 12,600,000

愛知県石油業協同組合との間で締結している重油
Ａ１種２号２５０，０００Ｌ購入契約は、清龍丸におい
て使用する重油を購入するものであり、愛知県石油
業協同組合は中小企業庁が証明する官公需適格
組合であることから、予算決算及び会計令第９９条
第１８号に該当するため。（会計法第２９条の３第５
項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14413
中部電力（株）
名古屋市東区東新町１

土地賃貸借　36,400㎡

中部地方整備局　清水
港湾事務所長　佐藤敬
静岡市清水区日の出町
７－２

H17.7.19 1,565,200

中部電力（株）との間で締結している土地賃貸借に
ついては、ブロック製作ヤード用地として土地を借
入れるものであるが、当該地域においては他に場
所がなく限定されることにより、供給者が一に特定
されるものであり、競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（工事
終了後に公募手
続きを行う）

14414
（株）ウイングス
名古屋市北区中切町１
－４５

平成１７年度　三河港
業務資料作成

中部地方整備局三河港
湾事務所長　田辺義夫
豊橋市神野ふ頭町１番
地１

H17.7.21 9,765,000

（株）ウィングスとの間で締結している「平成１７年度
三河港業務資料作成」は、三河港湾事務所の業務
を広報することを目的に、三河港湾事務所の業務
内容及びその周辺地域に関する様々な情報を発信
する、広報誌の制作及びホームページの更新・保
守を行うものである。本業務は内容が専門的な技
術が要求されるもののため、「プロポーザル方式」
により「建設コンサルタント等選定委員会」におい
て、 適な業者として（株）ウイングスを特定したも
のであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１７年度から企
画競争を実施）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14415
名古屋商工会議所
愛知県名古屋市中区栄
二丁目１０－１９

平成１７年度名古屋港
地域資源活用方策検
討調査

中部地方整備局名古屋
港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築
地町２

H17.7.28 8,400,000

名古屋商工会議所との間で締結している「平成１７
年度名古屋港地域資源活用方策検討調査」は、名
古屋港が担ってきた様々な役割やその周辺で生ま
れ育まれた歴社や文化を調査し、「みなとまちづく
り」を支援するため、名古屋港に関する地域資源の
活用方索等を調査するものである。主として、小中
学校における「総合的な学習の時間」や、生涯学習
等を通じて名古屋港の地域資源を知ることで、港湾
事業に関心を持ち、理解を得るところを目的に歴
史・風土・観光資源等の魅力を発掘し、港湾事業の
広報公聴等に資する資料を作成するものである。
本業務を遂行するにあたっては、名古屋港とその背
後圏の地域資源情報に精通していることはもとよ
り、名古屋港による当該地域への産業・文化等の
影響や地域振興の課題解決に向けた方策につい
て、豊富な経験と知見、高度な技術力が必要不可
欠であり、かつ、厳正中立な立場から検討すること
が肝要である。名古屋商工会議所は、商工会議所
法に基づく営利を目的としない法人として、当該地
区の商工業の改善発達を図り、社会一般の福祉の
増進に資する目的で設立され、商工業や観光事業
の改善発達に関する調査研究や、地域情報の収
集・提供等を実施している。また、「産業観光」第２
期推進計画を策定し①情報発信の拡充②観光資
源の開発③受け入れ体制の整備など、名古屋地域
の産業観光について、中立・公正な立場で、先導的
かつ多角的な検討を実施している。よって、名古屋
商工会議所は、本業務に必要な豊富な経験、情報
力及び技術力を有し、かつ、中立・公正な立場で本
業務を遂行できる唯一の法人であり、競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14416

三井共同建設コンサル
タント（株）
愛知県名古屋市千種区
今池五丁目２４－３２

平成１７年度名古屋港
長期計画検討基礎調
査

中部地方整備局名古屋
港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築
地町２

H17.8.4 9,450,000

三井共同建設コンサルタント（株）との間で締結して
いる「平成１７年度名古屋港長期計画検討調査」
は、「世界のものづくり」産業が集積し、中部圏を支
える名古屋港において、予想を上回るアジア経済
の発展や中部企業の益々のグローバル化、船舶の
更なる効率的な入港・荷さばき等、スーパー中枢港
湾としての機能にとどまらない港のサービス構築な
どについて、将来の名古屋港のあるべき姿（長期計
画）を検討するのもである。このため本業務は、内
容が高度なもの又は専門的な技術が要求されるも
のであり「プロポーザル方式」により、適切な建設コ
ンサルタントとして、三井共同コンサルタント（株）を
特定した。よって競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14417
愛知県石油業協同組合
愛知県名古屋市中区正
木三丁目２番７０号

重油　Ａ１種２号
120,000ℓ

中部地方整備局名古屋
港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築
地町２

H17.8.12 6,426,000

愛知県石油業協同組合との間で締結している重油
Ａ１種２号１２０，０００Ｌ購入契約は、清龍丸におい
て使用する重油を購入するものであり、愛知県石油
業協同組合は中小企業庁が証明する官公需適格
組合であることから、予算決算及び会計令第９９条
第１８号に該当するため。（会計法第２９条の３第５
項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14418

（株）東光コンサルタン
ツ
愛知県名古屋市中区栄
１－２５－１４

平成１７年度名古屋港
高潮防波堤耐震照査
検討調査

中部地方整備局名古屋
港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築
地町２

H17.8.23 20,370,000

（株）東光コンサルタンツとの間で締結している名古
屋港高潮防波堤耐震照査検討調査は 名古屋港高
潮防波堤（知多堤・中央堤・鍋田堤）の液状化判
定、耐震照査及び対策工法の検討を行うものであ
る。高潮防波堤の施設毎に異なる構造断面につい
て耐震性能を明確にし、耐震性能の照査を行い、
地震時における検討を行うため、専門的な技術が
要求される。本調査では「プロポーザル方式」により
技術提案を求め、 適な建設コンサルタントとして、
株式会社 東光コンサルタンツを選定した。よって競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１７年度から企
画競争を実施）

14419
（株）エコー
東京都台東区北上野２
丁目６番４号

平成１７年度名古屋港
巨大地震津波影響調
査

中部地方整備局名古屋
港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築
地町２

H17.8.23 12,075,000

（株）エコーとの間で締結している「平成１７年度名
古屋港巨大地震津波影響調査」は、東海・東南海・
南海地震の発生に伴う津波による被害が懸念され
ている伊勢湾沿岸及び名古屋港を対象に港湾施設
等の津波防災を検討する際に前提条件となる来襲
津波水位及び浸水域などの予測を行い、港湾施設
等の被害状況の把握を行う事を検討するものであ
る。このため本業務は、内容が高度なもの又は専
門的な技術が要求されるものであり、「プロポーザ
ル方式」により、 適な建設コンサルタントとして、
株式会社エコーを特定した。よって競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１７年度から企
画競争を実施）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
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称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14420
中央開発（株）
愛知県名古屋市中村区
牛田通２－１６

平成１７年度名古屋港
環境再生方策検討調
査

中部地方整備局名古屋
港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築
地町２

H17.8.24 6,069,000

中央開発（株）との間で締結している「平成１７年度
名古屋港環境再生方策検討調査」は、「伊勢湾環
境創造基本構想」の一環として、伊勢湾再生に向け
た環境の保全・再生施策の効果的かつ効率的な推
進を図り、名古屋港の環境再生に向けた施策を展
開していくため、沿岸域や海域だけでなく、伊勢湾
に流入する陸域の環境保全・再生を検討するととも
に、一つのモデルフィールドとして閉鎖的な海域で
ある「中川運河」を軸とした都市と環境の再生に向
けて、同様の運河再生の事例調査を行うとともに、
多様なステークホルダーの協働によって中川運河
の再生を図っていくための合意形成のあり方につい
て検討するものである。このため本業務は、内容が
高度なもの又は専門的な技術が要求されるもので
あり、「プロポーザル方式」により、 適な建設コン
サルタントとして、中央開発株式会社を特定した。
よって競争を許さないため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14421
（株）創建
名古屋市熱田区新尾頭
一丁目１０番１号

平成１７年度技術展示
企画作成

中部地方整備局名古屋
港湾空港技術調査事務
所長　宮島正悟名古屋
市南区東又兵ヱ町1-
57-3

H17.8.25 2,467,500

（株）創建との間で締結している「平成１７年度技術
展示企画作成」は、平成１７年１１月１７日～１８日に
ナゴヤドームにおいて開催される「建設技術フェア２
００５in中部（以下「フェアという。」）」における、港湾
空港部及び名古屋港湾空港技術調査事務所の出
展について、展示企画案の作成及びフェア当日の
出展の補助を行うものである。本業務は標準的な
業務の実施手法が定められていないため「プロ
ポーザル方式」により、 適な建設コンサルタントと
して（株）創建を特定したものであり、競争を許さな
いため。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１７年度から企
画競争を実施）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14422

特定非営利活動法人日
本ビーチ文化振興協会
東京都墨田区向島５－
３４－６

平成１７年度名古屋港
海辺におけるイベント
活用方策検討調査

中部地方整備局名古屋
港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築
地町２

H17.8.30 9,765,000

特定非営利活動法人日本ビーチ文化振興協会との間で
締結している「平成１７年度名古屋港海辺におけるイベン
ト活用方策検討調査」は、名古屋港の魅力の一つである
風土や社会資本施設を利用し、政府の方針でもあり中部
地方整備局の「まんなかビジョン」でも位置づけられてい
る“観光交流”を推進するため、名古屋港におけるビーチ
におけるイベントを活用した海辺の観光交流等を促進さ
せる方策を検討するものである。また、国土交通省港湾
局の“新たな海辺の文化創造”事業を推進するため、名
古屋港の特性を考慮した、ビーチにおけるイベントの具
体的活用方策について検討を行い、具体的実施計画
（案）を作成するものである。本調査の実施にあたって
は、①海辺に関する総合的な知識・経験を有すること②
新たな海辺の文化創造に対して、市民の視点に立った高
い見識と高度な判断能力を有すること③当事務所が目指
す“観光交流を促進するみなとまちづくり”（だれもがいつ
でも、ふれあい、楽しめる「海辺の広場」）推進に向けた共
有の目標を有することが不可欠であり、市民と行政とを
中立な立場で適切に先導し、人と自然が共存する新たな
ビーチ文化を市民の視点で創造し、多様な主体の協働に
よる海辺づくりを主活動とするとともに、市民の声を反映
しうる特定非営利活動法人が 適である。特定非営利活
動法人　日本ビーチ文化振興協会は、海辺の現状を知る
活動、地域交流、文化・芸術、スポーツイベントなどの開
催、海辺の自然体験や環境教育に関わる活動を通して、
「海辺」の資産を活かした個性ある地域の発展と地域活
性化に寄与することを目的とする唯一のＮＰＯ法人であ
り、ビーチスポーツの推進、ビーチ利用の推進、人材育成
推進（ビーチを通した子供教育）、地域型ビーチクラブの
設立、ビーチイベントの実施、ビーチライフの施設設置・
整備、海辺の環境整備、ビーチ情報データバンクの諸活
動を実施している。こうした諸活動を通して、ビーチを中
心とした海辺とそれを利用する市民に対して、海辺に対
する理解を深めると共に、市民が海辺と接するための健
全な活動を支援するための事業を行い、「新たな海辺文
化の創造」の実現という公益への貢献を実施しているＮＰ
Ｏ法人である 従って 上記ＮＰＯ法人は 「目標を共有で

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14423
（株）中日映画社
愛知県名古屋市中区丸
の内三丁目１３－４

平成１７年度名古屋港
飛島ふ頭南岸壁（－１
６ｍ）記録映像作成

中部地方整備局名古屋
港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築
地町２

H17.9.7 7,560,000

（株）中日映画社との間で締結している「平成１７年
度名古屋港飛島ふ頭南岸壁（－１６ｍ）記録映像作
成」は、平成１４年～１７年度撮影済の飛島埠頭南
岸壁（－１６ｍ）建設記録を編集及び飛島埠頭南岸
壁（－１６ｍ）第１バース供用式の撮影及び供用後
の入港状況・ターミナルの稼働状況を撮影し、撮影
済の建設記録と併せて一般の方へ広報を目的とし
て、編集・製作するものである。このため、本業務
は、内容が複雑であり、専門的な技術が要求される
ものであり、「プロポーザル方式」により、 適な受
注業者として、（株）中日映画者を特定した。よって
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
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及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）
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（具体的かつ詳細に記載）

14424
（株）ウイングス
名古屋市北区中切町１
丁目４５番地

平成１７年度広報資料
作成業務

中部地方整備局名古屋
港湾空港技術調査事務
所長　宮島正悟名古屋
市南区東又兵ヱ町1-
57-3

H17.9.14 7,455,000

（株）ウイングスとの間で締結している「平成１７年度
広報資料作成業務」は、名古屋港湾空港技術調査
事務所の業務を広報することを目的に、名古屋港
湾空港技術調査事務所の業務内容及び周辺地域
に関する様々な情報を発信する季刊誌「技調まん
なか便り」の製作並びにホームページの更新を行う
ものである。本業務は、「プロポーザル式」により、

適な役務業者として、株式会社ウイングスを特定
したものであり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１７年度から企
画競争を実施）

14425
愛知県石油業協同組合
愛知県名古屋市中区正
木三丁目２番７０号

重油　Ａ１種２号
120,000ℓ

中部地方整備局名古屋
港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築
地町２

H17.9.15 6,678,000

愛知県石油業協同組合との間で締結している重油
Ａ１種２号１２０，０００Ｌ購入契約は、清龍丸におい
て使用する重油を購入するものであり、愛知県石油
業協同組合は中小企業庁が証明する官公需適格
組合であることから、予算決算及び会計令第９９条
第１８号に該当するため。（会計法第２９条の３第５
項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14426

（社）東三河地域研究セ
ンター
豊橋市西幸町字浜地３
３３番地の９

平成１７年度三河港国
際自動車交流拠点
(MIKAWA　PORT
MOTOR　MESSE）実現
に関する調査

中部地方整備局副局長
松下敏郎　　名古屋市
港区築地町２番地

H17.9.20 6,209,000

（社）東三河地域研究センターと締結している「平成
１７年度三河港国際自動車交流拠点(MIKAWA
PORT　MOTOR　MESSE）実現に関する調査」につ
いては、「全国都市再生モデル調査」の一環として、
三河港周辺（愛知県豊橋市、蒲郡市、田原市、御津
町の臨海地域）を調査フィールドとして、ワールド
カー・ホームタウン構想の立案、モーターメッセの社
会実験の実施等を行うことにより、地域観光資源と
自動車産業が連携する「国際自動車産業交流都
市」の具体化を図るとともに、世界との集客交流に
よる地域の産業競争力を向上させることを目的とす
るものである。当該法人は、都市再生本部事務局
が行った「モデル調査」の調査対象団体の募集に応
募し、所定の手続きに沿った厳正な選考の結果、調
査内容が「モデル調査」の趣旨と合致していること、
調査実施体制が十分確立されていること等の総合
的見地から、調査対象団体として選定されているこ
とから、本業務を委託しうる唯一の組織であり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

委託契約



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14427
（株）カイジョーソニック
名古屋市中川区西日置
２－３－５

平成１７年度御前崎港
風向風速計購入

中部地方整備局　清水
港湾事務所長　佐藤敬
静岡市清水区日の出町
７－２

H17.9.21 1,575,000

（株）カイジョーソニックとの間で締結している「平成
１７年度御前崎港風向風速計購入」については、風
向風速計一式の一部である海象計とこれに連接す
る観測システムについて、（株）カイジョーソニック
（独）港湾空港技術研究所・（社）海洋調査協会の３
者で共同開発し特許を共有されているものであり、
互換性を有する必要があることから他の者から調
達等をしたならば使用に著しく支障が生じるもので
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14428
（株）日建エンジニアリ
ングサービス
津市大倉１９番１号

鋼矢板外賃貸借　１式

中部地方整備局　四日
市港湾事務所長　鈴木
勝敏　四日市市千歳町
９番地の１

H17.9.29 5,921,720

（株）日建エンジニアリングサービスとの間で締結し
ている鋼矢板外賃貸借契約は、平成１６年津松阪
港松阪地区（贄崎）護岸（改良）築造工事において、
請負者が当該業者より賃貸借して現地に打設した
ものであり、供給者が一に特定され、当該物件でな
いと事業を行うことが不可能であり、競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（工事完了後に一
般競争入札に移
行）

14429
愛知県石油業協同組合
愛知県名古屋市中区正
木三丁目２番７０号

免税軽油　17,500ℓ

中部地方整備局名古屋
港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築
地町２

H17.9.30 1,194,375

愛知県石油業協同組合との間で締結している免税
軽油１７，５００Ｌ購入契約は、白龍において使用す
る軽油を購入するものであり、愛知県石油業協同
組合は中小企業庁が証明する官公需適格組合で
あることから、予算決算及び会計令第９９条第１８号
に該当するため。（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

単価契約
68.25

14430
愛知県石油業協同組合
愛知県名古屋市中区正
木三丁目２番７０号

重油　Ａ１種２号
200,000ℓ

中部地方整備局名古屋
港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築
地町２

H17.10.14 11,130,000

愛知県石油業協同組合との間で締結している重油
Ａ１種２号２００，０００Ｌ購入契約は、清龍丸におい
て使用する重油を購入するものであり、愛知県石油
業協同組合は中小企業庁が証明する官公需適格
組合であることから、予算決算及び会計令第９９条
第１８号に該当するため。（会計法第２９条の３第５
項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14431
協和商工（株）
東京都豊島区東池袋１
－３０－１４

平成１７年度清水港海
象観測装置保守点検
業務

中部地方整備局　清水
港湾事務所長　佐藤敬
静岡市清水区日の出町
７－２

H17.10.17 3,948,000

協和商工（株）との間で締結している「平成１７年度
清水港海象観測装置保守点検業務」については、
当該観測装置は協和商工（株）が発明した特許及
び固有の技術を活用し開発した商品であるため、他
に履行できる者がないことから当該者を特定したも
のであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14432
中部電力（株）
名古屋市東区東新町１

土地賃貸借　27,813㎡

中部地方整備局　清水
港湾事務所長　佐藤敬
静岡市清水区日の出町
７－２

H17.10.31 1,195,959

中部電力（株）との間で締結している土地賃貸借に
ついては、ブロック製作ヤード用地として土地を借
入れるものであるが、当該地域においては他に場
所がなく限定されることにより、供給者が一に特定
されるものであり、競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（工事
終了後に公募手
続きを行う）

14433
豊橋商工会議所
豊橋市花田町字石塚４
２－１

平成１７年度　三河港
地域資源広報活用方
策検討調査

中部地方整備局三河港
湾事務所長　田辺義夫
豊橋市神野ふ頭町１番
地１

H17.11.7 6,982,500

　豊橋商工会議所との間で締結している「平成１７
年度三河港地域資源広報活用方策検討調査」は、
三河港（特に豊橋地区）を中心とした地域の紹介地
図（絵地図）を作成するものである。本業務を遂行
するにあたっては、三河港、特に豊橋地区とその背
景圏の地域資源情報に精通していることはもとよ
り、三河港における当該地域への産業・文化等の
影響や地域振興の課題解決に向けた方策につい
て、豊富な経験と知見、高度な技術力が必要不可
欠であり、かつ、厳正中立な立場から検討すること
が求められており、豊橋商工会議所は、商工会議
所法に基づく営利を目的としない法人として、当該
地区の商工業の改善発達を図り、社会一般の福祉
の増進に資する目的で設立され、商工業や観光事
業の改善発達に関する調査研究や、地域情報の収
集・提供等を実施している。また、豊橋商工会議所
では、「街づくり」「観光イベント」「港湾」などといった
分野で、豊橋の産業全体を視野にいれた豊橋の地
域づくりを行うとともに、地域の魅力を発掘・発信や
地域イベントへの参画など、当該地域の産業観光
について、先導的な役割を果たしている。よって、豊
橋商工会議所は、本業務に必要な豊富な経験、情
報力及び技術力を有し、かつ、中立・公正な立場で
本業務を遂行できる唯一の法人であり、競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14434
愛知県石油業協同組合
愛知県名古屋市中区正
木三丁目２番７０号

重油　Ａ１種２号
160,000ℓ

中部地方整備局名古屋
港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築
地町２

H17.11.14 8,904,000

愛知県石油業協同組合との間で締結している重油
Ａ１種２号１６０，０００Ｌ購入契約は、清龍丸におい
て使用する重油を購入するものであり、愛知県石油
業協同組合は中小企業庁が証明する官公需適格
組合であることから、予算決算及び会計令第９９条
第１８号に該当するため。（会計法第２９条の３第５
項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14435
名古屋港管理組合管理
者　　　　名古屋市港区
入船一丁目８番２１号

平成１７年度名古屋港
飛島ふ頭南岸壁(-
16m)埋立関連調査

中部地方整備局名古屋
港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築
地町２

H17.11.18 19,120,000

名古屋港管理組合との間で締結している「平成１７
年度名古屋港飛島ふ頭南岸壁（－１６ｍ）埋立関連
調査」は、現在、名古屋港飛島ふ頭地区に計画して
いる－１６ｍ岸壁建設工事に係る公有水面の埋立
免許等における調査を委託するものである。当該
岸壁については２バースの計画があり、すでに第１
バース部分については国及び名古屋港管理組合に
おいて各々の岸壁建設に係る各種調査及び申請を
終了し鋭意施工中である。連続した残りの第２バー
ス部分についても国及び名古屋港管理組合管理者
の各々の施行箇所についての各種調査を実施して
いるところである。しかし、平成１７年４月１日付「指
定特定重要港湾の特定国際コンテナ埠頭における
公共コンテナ岸壁の直轄施行範囲について」の一
部改正により、従来名古屋港管理組合が行ってい
た調査部分を国において行うことが必要となった。
当該調査部分は、すでに名古屋港管理組合におい
て調査等を終えている第１バース部分の各種調査
結果を反映及び関連づけながら当該調査等の成果
に結びつけていく必要がある。名古屋港管理組合
は第１バース部分の調査を行った唯一の機関であ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

委託契約

14436

（社）東三河地域研究セ
ンター
豊橋市西幸町字浜地３
３３番地の９

平成１７年度三河港活
用検討基礎調査

中部地方整備局三河港
湾事務所長　田辺義夫
豊橋市神野ふ頭町１番
地１

H17.12.9 12,600,000

　（社）東三河地域研究センターとの間で締結してい
る「平成１７年度三河港活用検討基礎調査」は、神
野西ふ頭８号岸壁の利用条件を改善し、三河港の
利用促進を図ることを目的とし、冬季の季節風下に
おける、８号岸壁への船舶の離着岸時における操
船上の安全性の向上、係留時の船舶の動揺の軽
減、しぶきの減少などに寄与するための神野西ふ
頭地区における港湾整備のあり方を検討するもの
である。本業務の遂行にあたっては、三河港整備に
関する相当の知見を有していることが必要であると
共に、三河港の港湾貨物物流に関する情報収集及
び処理能力を有し、さらにそれらを総合的に分析す
る能力が不可欠である。社団法人東三河地域研究
センターは、東三河地域の開発及び整備に関する
調査研究を行うと共に、東三河地域の建設とその
均衡ある発展に寄与することを目的として設立され
た社団法人であり、東三河地域の地域施策等に関
する調査業務を行うと共に、三河港における新規コ
ンテナ航路開設のためのポートセールス及び国際
自動車コンプレックス研究会の事務局をつとめるな
ど、三河港の振興及び発展に向けた積極的な活動
を展開しており、優れた成果をあげていることから、
当該法人が本調査を も的確かつ効率的に実施し
うる唯一の機関であり、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14437
愛知県石油業協同組合
愛知県名古屋市中区正
木三丁目２番７０号

重油　Ａ１種２号
120,000ℓ

中部地方整備局名古屋
港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築
地町２

H17.12.14 6,678,000

愛知県石油業協同組合との間で締結している重油
Ａ１種２号１２０，０００Ｌ購入契約は、清龍丸におい
て使用する重油を購入するものであり、愛知県石油
業協同組合は中小企業庁が証明する官公需適格
組合であることから、予算決算及び会計令第９９条
第１８号に該当するため。（会計法第２９条の３第５
項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14438
（株）パシフィックソーワ
東京都中央区新川１－
３－１７

平成１７年度清水港三
保ケーソン製作場油圧
ジャッキ修理

中部地方整備局　清水
港湾事務所長　佐藤敬
静岡市清水区日の出町
７－２

H17.12.20 10,185,000

（株）パシフィックソーワとの間で締結している「平成
１７年度清水港三保ケーソン製作場油圧ジャッキ修
理」については、本装置は（株）大阪ジャッキ製作所
で設計製作された特殊構造の高圧機器であり、油
圧回路のバルブ系統の弁等当該者の固有の技術
を屈指した特殊製品をもとに安全性能を確保されて
いることからメーカー独自の技術を必要としており、
当該機械の修理については（株）大阪ジャッキ製作
所と技術提携を行い当該業務を一括代理している
（株）パシフィックソーワの他履行できる者がないこ
とから当該者を特定したものであり、競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14439

特定非営利活動法人伊
勢湾フォーラム
名古屋市中区錦三丁目
２番１号

平成１７年度衣浦港み
なとまち活性化調査

中部地方整備局三河港
湾事務所長　田辺義夫
豊橋市神野ふ頭町１番
地１

H17.12.20 3,570,000

　特定非営利活動法人伊勢湾フォーラムとの間で
締結している「平成１７年度衣浦港みなとまち活性
化調査」は、衣浦港における人とみなとを主役とし
た「みなとまち」づくりに、今後必要とされる様々な課
題について取りまとめを行い、衣浦港を中心とする
地域の再生を行うための基礎資料を作成するもの
である。本調査の実施にあたっては、海とみなとに
関する総合的な知識・経験を有すること、みなとま
ちづくりに対して、地域住民の視点に立った高い見
識と高度な判断能力を有すること、当事務所が目
指す港湾整備やみなとまちづくり推進に向けた共有
の目標を有することが不可欠であり、地域と行政と
を中立な立場で適切に先導し、衣浦港とその周辺
地域の声を反映しうる特定非営利活動法人が 適
である。特定非営利活動法人　伊勢湾フォーラム
は、“活力ある「みなとまち」の実現をめざす”を基本
テーマとするＮＰＯ法人であり、水質等浄化推進、
みなとまちづくり推進、人材育成推進、海洋スポー
ツ振興事業の諸活動を実施している。こうした諸活
動を通して、「みなと」とそれを取り巻く地域に対し
て、「みなと」に対する理解を深めると共に、市民が
「みなと」と接するための健全な活動を支援するた
めの事業を行い、活力ある「みなとまち」づくりの実
現という公益への貢献を実施しているＮＰＯ法人で
ある。従って、伊勢湾フォーラムは、海とみなとに関
する総合的な知識・経験を有する「目標を共有でき
るパートナー」であるとともに、地域住民の視点で本
調査を効率的且つ確実に実施しうる唯一の団体で
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14440

（財）名古屋産業科学研
究所
名古屋市中区栄二丁目
１０番１９号

平成１７年度津波によ
る漂流物の港湾構造
物影響調査

中部地方整備局名古屋
港湾空港技術調査事務
所長　宮島正悟名古屋
市南区東又兵ヱ町1-
57-3

H17.12.22 4,830,000

（財）名古屋産業化学研究所との間で締結している
「平成１７年度津波による漂流物の港湾構造物影響
調査」は、水理模型シミュレーション及び数値シミュ
レーションにより、津波来襲時におけるコンテナの
挙動特性について検討を行うとともに、漂流したコ
ンテナの衝突力算定モデルの精緻化を行うもので
ある。本調査の実施に当たっては、港湾施設に関
する基本的知見を始め、地震災害に関する学術
的・技術的な蓄積はもとより、津波に関する地形学
や水理学の専門知識が幅広く求められる。さらに
は、それらの知識を統合して課題の解決を図る総
合的な技術力が必要不可欠である。（財）名古屋産
業科学研究所は、産業に関する学術の研究を行
い、我が国産業の発展に貢献することを目的とした
法人であり、自然科学全般にわたる優れた研究者
を数多く擁し、先端的・学際的な研究を実施し評価
を得ている。近年では自然災害、とりわけ大規模地
震に関する研究にも精力的に取り組んでおり、その
研究成果を通して産業界に貢献している。　また、
同研究所では当地域の産学官との連携強化に努
め、学術的知識を実問題として対処していることか
ら、競争を許さないため（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施（１８
年度から公募手
続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14441

（株）ＮＨＫ中部ブレーン
ズ
愛知県名古屋市東区東
桜１－１３－３

平成１７年度名古屋港
景観形成調査

中部地方整備局名古屋
港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築
地町２

H17.12.22 25,189,500

（株）ＮＨＫ中部ブレーンズとの間で締結している「平
成１７年度名古屋港景観形成調査」は、名古屋港の
港湾施設とその周辺のまちづくりの景観形成につ
いて調査するものである。特に、かつての物流施設
から都市施設への機能転換が求められている親水
空間として可能性の高い運河を中心に、“水辺の空
間のあるまち”として、都市再生の観点から景観形
成のあるべき姿を調査する。調査した内容をより多
くの市民と情報共有できるよう、「景観シンポジウ
ム」を開催する。シンポジウムに際しては、シンポジ
ウム結果（意識変化など）をアンケート調査するとと
もに、シンポジウムの内容を映像にて記録し、また
シンポジウムの内容を記録した映像については、広
く全国的に認知されている公共放送などを通じ、全
国配信を計画している。株式会社エヌエイチケイ中
部ブレーンズは、今回のパネルディスカッションの
主題である「運河を中心としたまちづくり、都市再
生」等の運河を中心としたまちなみ、運河の活用記
録、人の関わり合いなどを記録した世界や全国（当
該地域）の貴重な映像や写真、その他討議を進め
るために必要な資料を多数有しているうえに、地域
特性を熟知し地理的条件にも精通しているため、客
観的分析に基づく的確な企画広報を行うことができ
る。また過去において、行政と市民をつなぐパネル
ディスカッション等の企画、演出を数多く手がけるな
ど、高い調査能力や企画力、広報力、編集力があ
り、広く全国的に認知されている公共放送の番組で
放送化されるなどの実績を多く持つ当地域では唯
一の機関である。以上の理由から、本調査を遂行し
うる唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14442

（株）エスビーエスプロ
モーション
静岡市葵区紺屋町１５
－４

平成１７年度　清水港・
御前崎港・下田港広報
資料作成業務

中部地方整備局　清水
港湾事務所長　佐藤敬
静岡市清水区日の出町
７－２

H17.12.26 7,166,250

（株）エスビーエスプロモーションとの間で締結して
いる広報資料作成業務については、当所が所管し
ている港湾の概要を紹介するためのパンフレットを
より分かり易いものにリニューアルするものであるこ
とから事前に企画競争を行い当該者を特定したも
のであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１７年度から企
画競争を実施）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14443
愛知県石油業協同組合
愛知県名古屋市中区正
木三丁目２番７０号

免税軽油　16,000ℓ

中部地方整備局名古屋
港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築
地町２

H17.12.26 1,108,800

愛知県石油業協同組合との間で締結している免税
軽油１６，０００Ｌ購入契約は、白龍において使用す
る軽油を購入するものであり、愛知県石油業協同
組合は中小企業庁が証明する官公需適格組合で
あることから、予算決算及び会計令第９９条第１８号
に該当するため。（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

単価契約
69.3

14444
愛知県石油業協同組合
愛知県名古屋市中区正
木三丁目２番７０号

重油　Ａ１種２号
110,000ℓ

中部地方整備局名古屋
港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築
地町２

H18.1.13 6,352,500

愛知県石油業協同組合との間で締結している重油
Ａ１種２号１１０，０００Ｌ購入契約は、清龍丸におい
て使用する重油を購入するものであり、愛知県石油
業協同組合は中小企業庁が証明する官公需適格
組合であることから、予算決算及び会計令第９９条
第１８号に該当するため。（会計法第２９条の３第５
項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14445

名古屋港コンテナ取扱
情報高度化協議会
愛知県名古屋市港区入
船１丁目８番２１号

平成１７年度名古屋港
におけるコンテナトラッ
ク集中管理システムの
構築による物流効率
化検討調査

中部地方整備局副局長
松下敏郎　　名古屋市
港区築地町２番地

H18.1.16 59,199,000

名古屋港コンテナ取扱情報高度化協議会との間で
締結している「平成１７年度名古屋港におけるコン
テナトラック集中管理システムの構築による物流効
率化検討調査」については、従来我が国にない規
模のコンテナ物流の改善を効率的に誘導するた
め、従前より先進的な取組が行われている名古屋
港において、国際競争力の強化を目的とする先導
的な取組として、同システムの構築に向け必要とな
る調査・検討及び社会実験を行うものである。今回
の調査・検討及び社会実験において、実用性かつ
公共性の高い結果を出すためには、各ターミナル
の貨物情報を一元管理する、またターミナル利用者
である民間の視点及び適正な港湾施設管理、国際
的な保安対策の高度化への対応、国際競争力強
化に向けた情報共有化の動き等を掌握する国及び
港湾管理者の視点等、複数の官民関係者による
様々な視点から社会実験内容を精査しながら整備
効果の検証を進めていく必要がある。同協議会は、
官・民の関係者が参加し、官・民双方の性格とノウ
ハウ、関係者の調整能力を兼ね備えた実施主体で
あり、本業務を委託しうる唯一の組織であり、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

委託契約



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14446

特定非営利活動法人日
本ビーチ文化振興協会
東京都墨田区向島５－
３４－６

平成１７年度名古屋港
海辺利用促進広報検
討調査

中部地方整備局名古屋
港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築
地町２

H18.1.23 4,620,000

特定非営利活動法人日本ビーチ文化振興協会との
間で締結している「平成１７年度名古屋港海辺利用
促進広報検討調査」は、政府の方針でもあり中部
地方整備局の「まんなかビジョン」でも位置づけられ
ている“観光交流”を推進するため、観光交流（施設
の継続的有効活用）が一過性のものとならないよう
な広報戦略の必要性が生じた。本調査の実施にあ
たっては、①海辺に関する総合的な知識・経験を有
し、市民の視点に立った高い見識と高度な判断能
力を有すること、当事務所が目指す“観光交流を促
進するみなとまちづくり”推進に向けた共有の目標
を有すること④文化・芸術・スポーツ等の海辺イベ
ントの促進方策、海辺の自然体験や環境教育に係
わる啓蒙活動や広報策など、多種多様なノウハウ
を有することが不可欠である。特定非営利活動法
人日本ビーチ文化振興協会は、海辺の現状を知る
活動、地域交流、文化・芸術、スポーツイベントなど
の開催、海辺の自然体験や環境教育に関わる活動
を通して、「海辺」の資産を活かした個性ある地域の
発展と地域活性化に寄与することを目的とする唯一
のＮＰＯ法人であり、ビーチスポーツの推進、ビーチ
利用の推進、人材育成推進（ビーチを通した子供教
育）、地域型ビーチクラブの設立、海辺の利用促進
に係わる啓蒙活動や広報活動の推進、ビーチイベ
ントの実施、ビーチライフの施設設置・整備、海辺の
環境整備、ビーチ情報データバンクの諸活動を実
施している。従って、上記ＮＰＯ法人は、「目標を共
有できるパートナー」であるとともに、地域住民の視
点で本調査を効率的且つ確実に実施しうる唯一の
団体であり、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14447

特定非営利活動法人伊
勢湾フォーラム
名古屋市中区錦三丁目
２番１号

平成１７年度名古屋港
みなとを活用したまち
づくり振興方策検討調
査

中部地方整備局名古屋
港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築
地町２

H18.1.23 4,410,000

特定非営利活動法人伊勢湾フォーラムとの間で締
結している名古屋港みなとを活用したまちづくり振
興方策検討調査は、名古屋港を中心とした伊勢湾
地域において、地域住民の視点から”みなとを活用
したまちづくり”や、振興方策を検討調査するととも
に、座談会等を行い、地域の誇れる魅力など、持続
可能なまちづくり（地域活力）としての振興方策を検
討し、地域住民としての提言を行うものである。本
調査の実施にあたっては、①海とみなとに関する総
合的な知識・経験を有すること②みなとまちづくりに
対して、地域住民の視点に立った高い見識と高度
な判断力を有すること③当事務所が目指す港湾整
備やみなとまちづくり推進に向けた共有の目標を有
することが不可欠であり、地域と行政とを中立な立
場で適切に先導し、本地域を主活動地域とするとと
もに、地域の声を反映しうる特定非営利活動法人
が 適である。特定非営利活動法人伊勢湾フォー
ラムは”美しく豊かな伊勢湾と活力のある「みなとま
ち」の実現をめざす”を基本テーマとする伊勢湾唯
一のNPO法人であり、水質等浄化推進、みなとまち
づくり推進、人材育成推進、海洋スポーツ振興事業
の諸活動を実施している。こうした諸活動を通して、
伊勢湾とそれを取り巻く地域に対して、伊勢湾に対
する理解を深めると共に、市民が伊勢湾と接するた
めの健全な活動を支援するための事業を行い、美
しく豊かな伊勢湾及び活力のある「みなとまち」づく
りの実現という公益への貢献を実施しているNPO法
人である。従って、上記NPO法人は、目標を共有で
きるとともに、地域住民の視点で本調査を効率的且
つ確実に実施しうる唯一の団体であり、競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14448
東芝ソリューション（株）
名古屋市西区名西２－
３３－１０

平成１７年度　国有財
産管理システム改良業
務

中部地方整備局副局長
松下敏郎　　名古屋市
港区築地町２番地

H18.1.27 3,455,497

東芝ソリューション（株）との間で締結している国有
財産管理システム改良業務は、当局における港湾
事業執行管理業務の能率向上を図るため、国有財
産管理システムの更なる機能向上により、諸報告
及び管理運営の省力・効率化を図るものであり、当
該業者は本システムを開発しており、システムの新
規サーバへの移植、システムの改良、データ（国有
財産台帳）入力作業、システム操作の職員への指
導等、本業務についてのノウハウを熟知している唯
一の会社であり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14449

パシフィックコンサルタ
ンツ（株）
名古屋市西区牛島町２
番５号

平成１７年度四日市港
港湾施設整備検討調
査

中部地方整備局　四日
市港湾事務所長　鈴木
勝敏　四日市市千歳町
９番地の１

H18.1.30 7,927,500

パシフィックコンサルタンツ（株）との間で締結してい
る「平成１７年度四日市港港湾施設整備検討調査」
は、四日市港港湾計画において増大するコンテナ
輸送、船舶の大型化に対応するため、また大規模
地震が発生した場合に必要な国際海上コンテナ物
流機能を維持するため、霞ヶ浦北ふ頭地区に－１５
ｍ、延長３５０ｍの耐震強化岸壁（以降２バースとい
う）に位置付けられている第２バースの事業着手に
向けて、浚渫土砂等の活用による効果的な整備方
策について制度面及びコスト面等から具体的な検
討を行うとともに、大規模災害時において名古屋港
が被災した場合のコンテナ物流の流通における代
替性の検討を行い、第２バースの必要理由の検証
を行うものである。本調査は、内容が専門的な技術
が要求されるものであるため、「プロポ－ザル方式」
により、「建設コンサルタント選定委員会」におい
て、 適な建設コンサルタントとして特定した。よっ
て競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１７年度から企
画競争を実施）

14450
国際航業（株）
名古屋市西区上名古屋
三丁目１４番１９号

平成１７年度伊勢湾環
境データ活用検討調
査

中部地方整備局名古屋
港湾空港技術調査事務
所長　宮島正悟名古屋
市南区東又兵ヱ町1-
57-3

H18.2.2 7,560,000

国際航業との間で締結している「平成１７年度伊勢
湾環境データ活用検討調査」は、中部地方整備局
が過去に実施した環境調査のデータ及び伊勢湾水
理環境実験センターが過去に実施した実験のデー
タ電子化し可視化するものである。本業務は「プロ
ポーザル方式」により、 適な建設コンサルタントと
して国際航業（株）を特定したものであり、競争を許
さないため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１７年度から企
画競争を実施）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14451

海上コンテナ用ＡＧＶ社
会実験協議会
愛知県海部郡飛島村東
浜３丁目１－４

平成１７年度海上コン
テナ搬送用ＡＧＶの実
用化に向けた検討調
査

中部地方整備局副局長
松下敏郎　　名古屋市
港区築地町２番地

H18.2.15 50,000,000

海上コンテナ用ＡＧＶ社会実験協議会との間で契約
を締結している「平成１７年度海上コンテナ搬送用Ａ
ＧＶの実用化に向けた検討調査」は、国内初とな
る、自働化荷役機械の導入による高効率なコンテ
ナターミナルとしての将来構想を具体化するため、
自働化荷役機械の実験機台を利用した調査・検
討、社会実験を行い、効率面、機能面、安全面から
自働化荷役機械を利用したコンテナターミナル実現
に向けた検証を行うものである。今回の調査・検討
及び社会実験は、実用性と共に岸壁の設計手法へ
の対応等公共性の高い結果が求められていること
から、現在自働化荷役機械導入に向けて検討を進
めているメガオペレーター、ターミナル利用者である
港運事業者等民間の視点、及び適正な港湾施設管
理、無人化による作業環境の安全性の確保、自働
化荷役機械の導入を踏まえた岸壁の設計手法へ
の対応等を掌握する国及び港湾管理者の視点等、
複数の官民関係者による様々な視点から社会実験
内容を精査しながら自働化技術の検証を進めてい
く必要がある。同協議会は、官・民の関係者が参加
し、官・民双方の性格とノウハウ、関係者の調整能
力を兼ね備えた実施主体であり、本業務を委託しう
る唯一の組織であり、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１８
年度から公募手
続きを行う）

委託契約



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14452

特定非営利活動法人伊
勢湾フォーラム
名古屋市中区錦三丁目
２番１号

平成１７年度中川運河
周辺地域における今
後の景観形成手法に
関する意識調査

中部地方整備局副局長
松下敏郎　　名古屋市
港区築地町２番地

H18.2.27 6,000,000

特定非営利活動法人伊勢湾フォーラムとの間で締
結している「平成１７年度中川運河周辺地域におけ
る今後の景観形成手法に関する意識調査」につい
ては、中川運河沿川の住民を対象に、地域住民の
中川運河に対する意識の方向性を分析すると共に
中川運河の教育的活用方法としてどのような方法
が有効と考えるのかを分析し、今後の景観形成や
賑わいの創出手法を提案するものである。本調査
の実施にあたっては、中川運河周辺住民、並びに
名古屋市民との人的ネットワークはもちろんのこと、
中川運河や名古屋港を取り巻く周辺地域の文化・
歴史や、運河を活用した港湾関連活動の状況、当
該地域における景観形成に対する状況把握など、
地域情勢に精通していることが必要不可欠である。
当該法人は、伊勢湾とそれを取り巻く地域に対し
て、伊勢湾に対する理解を深めると共に、市民が伊
勢湾と接するための健全な活動を支援するための
事業を行い、美しく豊かな伊勢湾と活力ある「みなと
まち」づくりの実現という公益への貢献に寄与するこ
とを目的に設立されたＮＰＯ団体であり、愛知県名
古屋市を中心として、継続的に多様な内容で周辺
住民及び市民への啓発・交流などの活動をしてい
ることから、地域住民との人的ネットワークを有して
いる。また、まちづくり等の視点から中川運河に関
する自主研究を実施すると共に、中川運河開通７５
周年シンポジウム（平成１７年１０月）を開催するな
ど、中川運河における市民・港湾関連活動利用実
態や運河背後地域の情勢・文化・歴史及び運河周
辺の景観にかかる知識を有しており、本業務を委託
しうる唯一の組織であり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

委託契約

14453
フルノ関西販売（株）
愛知県名古屋市港区港
楽３－３－４

平成１７年度名古屋港
白龍衛星通信装置設
置

中部地方整備局名古屋
港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築
地町２

H18.3.2 3,780,000

フルノ関西販売（株）との間で締結している「平成１７
年度名古屋港白龍衛星通信装置設置」は、当事務
所所属「白龍」において使用する衛星通信装置「イ
ンマルサットＦ５５」購入設置するものである。当地
区において当該機器の販売・設置及び総合調整を
おなっているのはフルノ関西販売（株）名古屋営業
所のみであり、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14454

（財）日本システム開発
研究所
東京都新宿区富久町１
６番５号

平成１７年度　港湾を
中心とした伊勢湾沿岸
域における産業観光
のあり方検討調査

中部地方整備局副局長
松下敏郎　　名古屋市
港区築地町２番地

H18.3.9 7,980,000

（財）日本システム開発研究所との間で締結してい
る「平成１７年度　港湾を中心とした伊勢湾沿岸域
における産業観光のあり方検討調査」については、
伊勢湾の港湾とその周辺地域において、現在有す
る産業観光の潜在性を把握するとともに、把握した
ポイントを活かし港湾を中心とした伊勢湾沿岸域に
おける産業観光の導入に際しての課題を明らかに
するとともに、産業観光事例調査並びにモデル地域
における検討を通して、港湾を中心とした伊勢湾沿
岸域における産業観光の可能性について明らかに
し、それについてＰＲすることを目的として実施する
ものである。当該調査にあたっては、伊勢湾周辺地
域における産業活動を活かしつつ、広域的な地域
振興に関するネットワークの形成について検討を行
うことから、広域的な地域振興にかかる分野に卓越
した知識、経験、学識経験者や伊勢湾の各市町村
に広く人脈を持っていることが必要であり、さらに沿
岸域における各種産業の利用実態にも明るいこと
が必要である。当該法人は、広域的な地域振興に
かかる分野や、伊勢湾沿岸域の実態に精通してお
り、かつ、当該調査に必要な人脈も有している唯一
の機関であり、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14455
愛知県石油業協同組合
愛知県名古屋市中区正
木三丁目２番７０号

重油　Ａ１種２号
160,000ℓ

中部地方整備局名古屋
港湾事務所長 干山善
幸
愛知県名古屋市港区築
地町２

H18.3.13 9,744,000

愛知県石油業協同組合との間で締結している重油
Ａ１種２号１６０，０００Ｌ購入契約は、清龍丸におい
て使用する重油を購入するものであり、愛知県石油
業協同組合は中小企業庁が証明する官公需適格
組合であることから、予算決算及び会計令第９９条
第１８号に該当するため。（会計法第２９条の３第５
項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14456
日立造船（株）
大阪市住之江区南港北
１－７－８９

大阪港夢洲トンネル沈
埋函製作ヤード等賃貸
借

近畿地方整備局副局長
藤田郁夫
神戸市中央区海岸通２
９　神戸地方合同庁舎

H17.4.1 448,717,500

日立造船(株)との間で締結している大阪港夢洲トン
ネル沈埋函製作ヤード等賃貸借については、大阪
港夢洲トンネル沈埋函製作工事を行うための製作
ヤード等の借入を行うものである。当該工事を行う
上で必要となる製作ヤード及び設備を持つドッグ
は、トンネル工事現場への運搬、使用可能期間等
を勘案すると、本物件が唯一であり、競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（工事
終了後に公募手
続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14457

弁天町駅前開発・土地
信託
代表受託者
（株）りそな銀行大阪不
動産部
大阪市中央区備後町２
－２－１

建物賃貸借

近畿地方整備局副局長
藤田郁夫
神戸市中央区海岸通２
９　神戸地方合同庁舎

H17.4.1 26,066,772

弁天町駅前開発・土地信託との間で締結している
建物賃貸借については、平成１５年度において事務
所建物の老朽化に伴い、工事実施場所に比較的近
く、船舶の接岸場所が近くに確保でき、事務スペー
スも確保できることを条件に調査したところ、本件が
唯一の物件であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14458
ＮＥＣリース（株）
神戸市中央区東町１２６

港湾空港ＷＡＮシステ
ム用パーソナルコン
ピュータ等賃貸借

近畿地方整備局副局長
藤田郁夫
神戸市中央区海岸通２
９　神戸地方合同庁舎

H17.4.1 22,135,680

ＮＥＣリース(株)神戸支店との間で締結している港
湾空港ＷＡＮシステム用パーソナルコンピュータ等
賃貸借については、複数年リースにて当社と賃貸
借契約を締結したものであり、リース期間中である
ことから、他社との競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

14459
日本電気（株）
大阪市中央区城見１－
４－２４

港湾空港ＷＡＮシステ
ム保守管理業務

近畿地方整備局副局長
藤田郁夫
神戸市中央区海岸通２
９　神戸地方合同庁舎

H17.4.1 14,175,000

日本電気(株)神戸支店との間で締結している港湾
空港ＷＡＮシステム保守管理業務については、シス
テムを円滑かつ効率的に運用するために機器の保
守業務及び障害発生時における技術的対応を行う
ものである。業務の遂行にあたり、システムを熟知
していることはもとより、導入している機器について
も精通していることが必要である。当社は、省庁再
編前から継続的にシステム構築に携わり、本システ
ムを熟知し、過去に請け負った保守管理業務にお
いて、適切に対応を行っている。以上のことから本
業務を遂行できる唯一の者であり、競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度から一
般競争入札に移
行）

14460
兵庫ゼロックス（株）
神戸市中央区浜辺通２
－１－３０

電子複写機保守（その
２）

近畿地方整備局副局長
藤田郁夫
神戸市中央区海岸通２
９　神戸地方合同庁舎

H17.4.1 6,181,634

兵庫ゼロックス（株）との間で締結している電子複写
機保守（その２）については、当局において使用して
いる電子複写機の保守点検を円滑に遂行するため
のものである。複写機は富士ゼロックス（株）の製品
であり、使用頻度が極めて高く、故障・不調が起こり
やすい環境にあるため、機器を熟知し、修理及び調
整等に対し迅速に対応ができ、トナー等消耗品に関
しても純正部品が必要になる。以上の理由により競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

単価契約
5.37円/枚　等



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14461
（株）東洋信号通信社
横浜市中区山手町１８６

船舶動静情報提供業
務

近畿地方整備局副局長
藤田郁夫
神戸市中央区海岸通２
９　神戸地方合同庁舎

H17.4.1 5,445,300

(株)東洋信号通信社との間で締結している船舶動
静情報提供業務は、管内各港湾の利用状況をリア
ルタイムで把握することにより、港湾管理、利用振
興、並びに計画立案に資することを目的として、船
舶動静情報の表示装置を設置し各種情報の提供を
受けるものである。本業務の実施にあたっては、情
報の信頼性及び即時性が求められ、かつ、港湾管
理者、港湾関係事業者、船舶等と随時同一の情報
を共有する必要がある。当社は船舶検索システム
を構築しており、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に
一般競争入札に
移行）

14462
兵庫ゼロックス（株）
神戸市中央区浜辺通２
－１－３０

電子複写機保守（H15-
1）

近畿地方整備局副局長
藤田郁夫
神戸市中央区海岸通２
９　神戸地方合同庁舎

H17.4.1 4,684,826

兵庫ゼロックス（株）との間で締結している電子複写
機保守（Ｈ１５－１）については、当局において使用
している電子複写機の保守点検を円滑に遂行する
ためのものである。複写機は富士ゼロックス（株）の
製品であり、使用頻度が極めて高く、故障・不調が
起こりやすい環境にあるため、機器を熟知し、修理
及び調整等に対し迅速に対応ができ、トナー等消
耗品に関しても純正部品が必要になる。以上の理
由により競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

単価契約
5.87円/枚　等

14463

エヌ・ティ・ティ・リース
（株）
神戸市中央区小野柄通
４－１－２２

工事帳票管理システム
用サーバ等賃貸借
(H15-2)

近畿地方整備局副局長
藤田郁夫
神戸市中央区海岸通２
９　神戸地方合同庁舎

H17.4.1 4,066,020

エヌ・ティ・ティ・リース(株)神戸支店との間で締結し
ている工事帳票管理システム用サーバ等賃貸借
（Ｈ１５－２）については、複数年リースにて当社と賃
貸借契約を締結したものであり、リース期間中であ
ることから、他社との競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度に一般
競争入札を行い
次年度以降は、
国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）

14464

兵庫県タクシー事業協
同組合
神戸市灘区岩屋北町７
－２－２４

タクシー乗車票使用契
約

近畿地方整備局副局長
藤田郁夫
神戸市中央区海岸通２
９　神戸地方合同庁舎

H17.4.1 3,294,560

　兵庫県タクシー事業協同組合との間で締結してい
る旅客運送事業については、認可料金制であり、兵
庫県内では複数料金制は取っていないため、料金
格差はなく、広域使用可能チケット取扱者が他にな
いことから、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

後納契約

14465
ダイヤモンドリース（株）
神戸市中央区明石町４
８

パーソナルコンピュー
タ等賃貸借(H16-2)

近畿地方整備局副局長
藤田郁夫
神戸市中央区海岸通２
９　神戸地方合同庁舎

H17.4.1 2,773,260

ダイヤモンドリース(株)神戸支店との間で締結して
いるパーソナルコンピュータ等賃貸借（Ｈ１６－２）に
ついては、複数年リースにて当社と賃貸借契約を締
結したものであり、リース期間中であることから、他
社との競争を許さないため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり

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



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14466
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内
３－４－１

アプリケーションサー
バ等賃貸借・保守

近畿地方整備局副局長
藤田郁夫
神戸市中央区海岸通２
９　神戸地方合同庁舎

H17.4.1 2,697,660

日本電子計算機(株)との間で締結しているアプリ
ケーションサーバ等賃貸借・保守については、港湾
情報処理システム専用のサーバであり、当社にレ
ンタル登録されており、さらに国土技術政策総合研
究所の指導のもとに保守業務を一元的に実施して
いることから、他社との競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14467

エヌ・ティ・ティ・リース
（株）
神戸市中央区小野柄通
４－１－２２

データベース用サーバ
等賃貸借(H15-3)

近畿地方整備局副局長
藤田郁夫
神戸市中央区海岸通２
９　神戸地方合同庁舎

H17.4.1 1,580,040

エヌ・ティ・ティ・リース(株)神戸支店との間で締結し
ているデータベース用サーバ等賃貸借（Ｈ１５－３）
については、複数年リースにて当社と賃貸借契約を
締結したものであり、リース期間中であることから、
他社との競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり

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

14468
日本電気（株）
大阪市中央区城見１－
４－２４

港湾空港ＷＡＮシステ
ムパーソナルコン
ピュータ設定業務

近畿地方整備局副局長
藤田郁夫
神戸市中央区海岸通２
９　神戸地方合同庁舎

H17.4.1 1,365,000

日本電気(株)神戸支店との間で締結している港湾
空港ＷＡＮシステムパーソナルコンピュータ設定業
務については、４月期人事異動時に、本局及び各
事務所に設置している各クライアントＰＣ等につい
て、設定変更を行うものである。業務の遂行にあた
り、システムを熟知していることはもとより、導入して
いる機器についても精通していることが必要であ
る。当社は、省庁再編前から継続的にシステム構
築に携わり、本システムを熟知し、過去に請け負っ
た業務において、適切に対応を行っている。以上の
ことから本業務を遂行できる唯一の者であり、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14469
東芝情報機器（株）
神戸市中央区磯辺通２
－２－１０

電子複写機保守(H16-
1)

近畿地方整備局副局長
藤田郁夫
神戸市中央区海岸通２
９　神戸地方合同庁舎

H17.4.1 1,111,695

東芝情報機器（株）関西支社との間で締結している
電子複写機保守（Ｈ１６－１）については、当局にお
いて使用している電子複写機の保守点検を円滑に
遂行するためのものである。複写機は東芝（株）の
製品であり、使用頻度が極めて高く、故障・不調が
起こりやすい環境にあるため、機器を熟知し、修理
及び調整等に対し迅速に対応ができ、トナー等消
耗品に関しても純正部品が必要になる。以上の理
由により競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

単価契約
5.05円/枚　等



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14470
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内
３－４－１

共同利用端末装置等
賃貸借・保守(1)

近畿地方整備局副局長
藤田郁夫
神戸市中央区海岸通２
９　神戸地方合同庁舎

H17.4.1 1,043,280

日本電子計算機(株)との間で締結している共同利
用端末装置等賃貸借・保守（１）については、港湾
情報処理システムの専用端末であり、当社にレンタ
ル登録されており、さらに国土技術政策総合研究所
の指導のもとに保守業務を一元的に実施している
ことから、他社との競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14471
ダイヤモンドリース（株）
神戸市中央区明石町４
８

電子複写機賃貸借

近畿地方整備局副局長
藤田郁夫
神戸市中央区海岸通２
９　神戸地方合同庁舎

H17.4.1 1,030,470

ダイヤモンドリース(株)神戸支店との間で締結して
いる電子複写機賃貸借については、複数年リース
にて当社と賃貸借契約を締結したものであり、リー
ス期間中であることから、他社との競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

14472
大阪第一交通（株）
大阪府堺市南神辺町１
－４５－１

タクシー乗車券使用料
後納契約

近畿地方整備局和歌山
港湾事務所長　門脇秀
人
和歌山市湊薬種畑の坪
１３３４

H17.4.1 3,107,370

　大阪第一交通（株）との間で締結している旅客運
送事業については、認可料金制であり、和歌山地
域では複数料金制は取っていないため、料金格差
はなく、広域使用可能チケット取扱者が他にないこ
とから、競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

後納契約

14473

（株）オフィスクリエー
ション
和歌山市美園町５－９
－１

電子複写機保守点検

近畿地方整備局和歌山
港湾事務所長　門脇秀
人
和歌山市湊薬種畑の坪
１３３４

H17.4.1 3,004,319

　（株）オフィスクリエーションとの間で締結してい
る、電子複写機の保守管理業務については、当該
電子複写機は、(株)リコーの製品であり、当地域に
おいて保守点検業務を委託されている。よって競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

・単価契約　フルカ
ラー36円/枚

14474
御坊市漁業協同組合
和歌山県御坊市塩屋町
南塩屋４５０－４

日高詰所賃貸借

近畿地方整備局和歌山
港湾事務所長　門脇秀
人
和歌山市湊薬種畑の坪
１３３４

H17.4.1 2,160,000

　御坊市漁業協同組合との間で締結している日高
詰所賃貸借は、平成10年11月より継続して賃借し
ており、職員詰所として諸設備を設置しているの
で、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14475
近和不動産（株）
和歌山市築港５－４

作業用地賃貸借（その
３）

近畿地方整備局和歌山
港湾事務所長　門脇秀
人
和歌山市湊薬種畑の坪
１３３４

H17.4.1 1,640,061

　近和不動産（株）との間で締結、作業用地賃貸借
については、使用先との運搬、地盤の強度、重機、
資材の搬出搬入、経済性で優位あり、競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（工事
終了後に公募手
続きを行う）

14476
ＮＥＣリース（株）
大阪市中央区城見１－
４－２４

電子複写機賃貸借

近畿地方整備局和歌山
港湾事務所長　門脇秀
人
和歌山市湊薬種畑の坪
１３３４

H17.4.1 1,457,820

　ＮＥＣリース（株）との間で締結で締結している、電
子複写機の賃貸借業務については、３年リースの
条件で契約を行っており、本年度はそのリース期間
内であるので、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度に一般
競争入札を行い
次年度以降は、
国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）

14477
綜合警備保障（株）
和歌山市東鍛冶屋町４
９－２

庁舎等警備

近畿地方整備局和歌山
港湾事務所長　門脇秀
人
和歌山市湊薬種畑の坪
１３３４

H17.4.1 1,323,000

　綜合警備保障（株）との間で締結している、庁舎警
備業務については、５年リースの条件で契約を行っ
ており、本年度はそのリース期間内であり、当該警
備装置の所有者でもあり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14478

大阪タクシー交友会協
同組合
大阪市中央区南船場２
－３－６

旅客運送

近畿地方整備局大阪港
湾・空港整備事務所長
大越康史
大阪市港区弁天１－２
－１－７００

H17.4.1 10,722,580

　大阪タクシー交友会協同組合との間で締結してい
る旅客運送事業については、認可料金制であり、大
阪府内では複数料金制は取っていないため、料金
格差はないことから、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14479
大和工商リース（株）
大阪市中央区本町橋５
－２０

大阪港夢洲ﾄﾝﾈﾙ咲洲
側現場監督員詰所等
賃貸借

近畿地方整備局大阪港
湾・空港整備事務所長
大越康史
大阪市港区弁天１－２
－１－７００

H17.4.1 5,027,400

大和工商リース(株)との間で締結している大阪港夢
洲ﾄﾝﾈﾙ咲洲側現場監督員詰所等賃貸借について
は、当所が大阪港夢洲トンネル事業を遂行するた
め借り入れている現場詰所を、本年度も引き続き確
保する必要があることから、検討したところ、設置費
等を要せず、現在十分使用に耐え得ることから、本
物件を引き続き借り入れるものであり、競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14480
大和工商リース（株）
大阪市中央区本町橋５
－２０

大阪港夢洲ﾄﾝﾈﾙ堺現
場監督員詰所賃貸借

近畿地方整備局大阪港
湾・空港整備事務所長
大越康史
大阪市港区弁天１－２
－１－７００

H17.4.1 4,993,176

大和工商リース(株)との間で締結している大阪港夢
洲ﾄﾝﾈﾙ堺現場監督員詰所賃貸借については、当
所が大阪港夢洲トンネル事業を遂行するため借り
入れている現場詰所を、本年度も引き続き確保す
る必要があることから、検討したところ、設置費等を
要せず、現在十分使用に耐え得ることから、本物件
を引き続き借り入れるものであり、競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14481
富士ゼロックス（株）
大阪市中央区安土町３
－５－１２

電子複写機保守点検
等（港湾その３）

近畿地方整備局大阪港
湾・空港整備事務所長
大越康史
大阪市港区弁天１－２
－１－７００

H17.4.1 4,937,954

富士ゼロックス（株）との間で締結している電子複写
機保守点検等（港湾その３）については、現在リー
スしている複写機の保守点検等を行うものである。
当該機器の保守点検等については、メーカーの正
規代理店であり、当該機器に精通していること、ま
た、故障等の場合は迅速に対応できる者でなけれ
ばならない。当所近隣で上記の条件を満たす者は、
当該法人のみであり競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

「単価契約」
5.7円/枚　等

14482
関西明装（株）
大阪市中央区淡路町３
－５－１３

港湾事務所清掃等

近畿地方整備局大阪港
湾・空港整備事務所長
大越康史
大阪市港区弁天１－２
－１－７００

H17.4.1 3,566,776

関西明装（株）との間で締結している庁舎清掃につ
いては、当局が庁舎として借り上げているオーク２０
０ビルの賃貸借室内の清掃を行うものである。当該
契約については、ビルの管理上、同社に一元的に
委託することが庁舎の賃貸借契約書で決められて
おり、庁舎の賃貸借の調達と不可分な関係にある
ことから、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14483

兵庫県タクシー事業協
同組合
神戸市灘区岩屋北町７
－２－２４

旅客運送

近畿地方整備局大阪港
湾・空港整備事務所長
大越康史
大阪市港区弁天１－２
－１－７００

H17.4.1 2,627,310

　兵庫県タクシー事業協同組合との間で締結してい
る旅客運送事業については、認可料金制であり、兵
庫県内では複数料金制は取っていないため、料金
格差はなく、広域使用可能チケット取扱者が他にな
いことから、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14484
富士ゼロックス（株）
大阪市中央区安土町３
－５－１２

電子複写機保守点検
等（港湾その２）

近畿地方整備局大阪港
湾・空港整備事務所長
大越康史
大阪市港区弁天１－２
－１－７００

H17.4.1 2,300,507

富士ゼロックス（株）との間で締結している電子複写
機保守点検等（港湾その２）については、現在リー
スしている複写機の保守点検等を行うものである。
当該機器の保守点検等については、メーカーの正
規代理店であり、当該機器に精通していること、ま
た、故障等の場合は迅速に対応できる者でなけれ
ばならない。当所近隣で上記の条件を満たす者は、
当該法人のみであり競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

「単価契約」
5.87円/枚　等



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14485
リコー関西（株）
大阪市中央区谷町４－
１１－６

電子複写機保守点検
等（港湾その１）

近畿地方整備局大阪港
湾・空港整備事務所長
大越康史
大阪市港区弁天１－２
－１－７００

H17.4.1 1,431,894

リコー関西（株）との間で締結している電子複写機
保守点検等（港湾その１）については、現在リースし
ている複写機の保守点検等を行うものである。当該
機器の保守点検等については、メーカーの正規代
理店であり、当該機器に精通していること、また、故
障等の場合は迅速に対応できる者でなければなら
ない。当所近隣で上記の条件を満たす者は、当該
法人のみであり競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

「単価契約」
5.28円/枚　等

14486
日立造船（株）
大阪市住之江区南港北
１－７－８９

大阪港夢洲トンネル堺
現場監督員詰所用地
賃貸借

近畿地方整備局大阪港
湾・空港整備事務所長
大越康史
大阪市港区弁天１－２
－１－７００

H17.4.1 1,269,000

日立造船（株）との間で締結している大阪港夢洲ト
ンネル堺現場監督員詰所用地賃貸借については、
大阪港夢洲トンネル沈埋函製作工事を日立造船
(株)堺工場で施工するにあたり使用する現場監督
員詰所の用地の借り入れを行うものである。当該用
地は日立造船(株)が管理しており、競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14487
三井不動産販売（株）
東京都新宿区西新宿２
－１－１

駐車場賃貸借

近畿地方整備局大阪港
湾・空港整備事務所長
大越康史
大阪市港区弁天１－２
－１－７００

H17.4.1 1,197,000

三井不動産販売（株）との間で締結している駐車場
賃貸借については、事務所官用車及び来客用自動
車の駐車場を借り入れるものである。事務所が所
在するビルに近接しており、常時管理されている等
の条件を満たす物件は、事務所が所在するオーク
２００ビル内の当該法人が管理する駐車場以外に
なく、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14488
大新東(株)
東京都文京区小石川１
－２８－１

車両管理業務

近畿地方整備局大阪港
湾・空港整備事務所長
大越康史
大阪市港区弁天１－２
－１－７００

H17.4.1 5,302,138 予算決算及び会計令第９９条の２ 見直しの余地あり 競争入札に移行

「単価契約」
基本月額404,250円
走行距離
17.85円/㎞等

14489
アレック電子（株）
神戸市西区井吹台東町
                        7-2-3

自動水質測定装置賃
貸借及び保守管理

近畿地方整備局神戸港
湾事務所長　勝海　務
神戸市中央区小野浜町
７－３０

H17.4.1 6,583,500

アレック電子（株）との間で締結している本賃貸借
は、平成１６年度から複数年（予定期間３年）契約を
前提としてリース契約をしているものであり、本年度
も引き続き借り入れをおこなうものであり、競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14490
日立キャピタル（株）
東京都西区西新橋2-
15-12

電子複写機等賃貸借

近畿地方整備局神戸港
湾事務所長　勝海　務
神戸市中央区小野浜町
７－３０

H17.4.1 2,609,208

日立キャピタル（株）との間で締結している本賃貸
借は、平成１６年６月から複数年（予定期間３年）契
約を前提としてリース契約をしているものであり、本
年度も引き続き借り入れをおこなうものであり、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

14491
綜合警備保障（株）
神戸市中央区磯辺通4-
1-44

庁舎等警備

近畿地方整備局神戸港
湾事務所長　勝海　務
神戸市中央区小野浜町
７－３０

H17.4.1 1,131,092

綜合警備保障（株）との間で締結している本業務
は、当所及び神戸港湾空港技術事務所の構内建
物・船舶・諸施設を火災・盗難・不法侵入・破壊等か
ら予防し、財産の保全を図ることを目的に電子警報
システム及び巡回により実施するものである。当所
庁舎には、綜合警備保障（株）の警備機械が設置
済みであり経済的に有利に契約を行うことができ
る。また、同社は、地区近辺でも同様の業務を行っ
ており、今までの警備実績から判断して十分信頼で
きることから本年度も引き続き警備契約を行うもの
であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14492
リコーリース（株）
神戸市中央区御幸通4-
1-1

パーソナルコンピュー
タ等賃貸借

近畿地方整備局神戸港
湾事務所長　勝海　務
神戸市中央区小野浜町
７－３０

H17.4.1 1,093,350

リコーリース（株）との間で締結している本賃貸借
は、平成１５年７月から複数年（予定期間３年）契約
を前提としてリース契約をしているものであり、本年
度も引き続き借り入れをおこなうものであり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（２１年度に一般
競争入札を行い
次年度以降は、
国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）

14493
柴山港漁業協同組合
兵庫県美方郡香美町香
住区沖浦９１１－８

柴山港交通船用船

近畿地方整備局舞鶴港
湾事務所長
木村　隆
京都府舞鶴市字下福井
９１０

H17.4.1 4,438,500

柴山港漁業協同組合との間で締結している柴山港
交通船用船は、当該業者でなければ柴山港におけ
る工事監督、調査及び連絡業務に使用できる船舶
を確保することができず、競争を許さないため。（会
計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に
一般競争入札に
移行）

単価契約
\53,800.-

14494
日本総合サービス（株）
大阪市西区九条１－２７
－６

車両管理業務

近畿地方整備局舞鶴港
湾事務所長
木村　隆
京都府舞鶴市字下福井
９１０

H17.4.1 5,741,456 予算決算及び会計令第９９条の２ 見直しの余地あり 競争入札に移行
単価契約
\397,950.-



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14495
兵庫ゼロックス（株）
神戸市中央区浜辺通２
－１－３０

電子複写機等保守（そ
の８）

近畿地方整備局神戸港
湾空港技術調査事務所
長　東島義郎
神戸市中央区小野浜町
７－３０

H17.4.1 1,740,479

兵庫ゼロックス（株）との間で締結している電子複写
機等保守（その８）は、別途契約にて設置している
電子複写機等の保守点検等を行うものである。対
象機器は富士ゼロックス製であり、兵庫ゼロックス
（株）は、周辺地域において本業務を実施できる唯
一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14496
ＮＥＣリース（株）
神戸市中央区東町１２６

パーソナルコンピュー
タ等賃貸借（その１２）

近畿地方整備局神戸港
湾空港技術調査事務所
長　東島義郎
神戸市中央区小野浜町
７－３０

H17.4.1 1,627,920

ＮＥＣリース（株）との間で締結しているパーソナルコ
ンピュータ等賃貸借（その１２）は、調達の初年度で
ある平成１６年度に３年間のリース契約を前提とし
た指名競争入札を実施し、平成１７年２月１６日に契
約したものである。平成１７年度分契約は３年リース
の期間内における賃貸借契約でり契約の性質上競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

14497

（社）日本産業カウンセ
ラー協会
大阪市中央区天満橋京
町２－１３

カウンセリング業務

近畿地方整備局副局長
藤田郁夫
神戸市中央区海岸通２
９　神戸地方合同庁舎

H17.4.4 1,130,420

（社）日本産業カウンセラー協会との間で締結して
いるカウンセリング業務については、職員の複雑・
多岐に亘る悩みや相談に的確に対応するため、専
門カウンセラーによるカウンセリング業務を実施す
るものである。当該法人は、職場での相談活動の
推進を目的に創設された機関であり、旧労働省から
社団法人として認可され現在に至っている。これら
のことから、経験豊富なカウンセラーが多く所属し、
当局においても賛助会員として当該法人に加入し
ており、業務実態にも精通している唯一の機関であ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に
一般競争入札に
移行）

単価契約
@34,155-/回

14498
（株）日本空港コンサル
タンツ　大阪市西区新
町１丁目３番１２号

大阪国際空港車輌侵
入防止施設変更設計

国土交通省近畿地方整
備局大阪港湾・空港整
備事務所長　大越　康
史
大阪府豊中市蛍池西町
３－３７１

H17.4.5 3,360,000

（株）日本空港コンサルタンツとの間で締結している
大阪国際空港車輌侵入防止施設変更設計につい
ては、空港保安施設の車輌侵入防止施設につい
て、ガイドラインが変更となったため、設計内容を見
直し、図面修正・数量計算を実施するものである。
場周柵改良は、保安対策強化の方針から実施する
ものであり、工事をすでに発注していることから早
急に修正設計を実施する必要があり、また、工事中
の弱体部分を知ることが出来ることから多数の者に
通知を行うことが不適合であり、緊急の必要により
競争に付することができないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14499

横田海事部　代表者
横田勝
大阪市大正区鶴町２－
５－４５

大阪港交通船用船

近畿地方整備局大阪港
湾・空港整備事務所長
大越康史
大阪市港区弁天１－２
－１－７００

H17.4.11 2,845,629 予算決算及び会計令第９９条の２ 見直しの余地あり 競争入札に移行
「単価契約」
76,650円／日



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14500
東芝テクノネットワーク
（株）　大阪市北区中津
６丁目７番８号

大阪国際空港庁舎空
調設備保全業務

国土交通省近畿地方整
備局大阪港湾・空港整
備事務所長　大越　康
史
大阪府豊中市蛍池西町
３－３７１

H17.4.15 1,606,500

東芝テクノネットワーク（株）との間で締結している
庁舎空調設備保全業務については、当局が庁舎と
して借り上げている大阪国際空港庁舎の賃貸借室
内の空調設備の保守点検を行うものである。当該
契約については、大阪航空局大阪空港事務所発注
の「庁舎等機械設備保守点検業務」で当庁舎の基
本的な保守点検を行っており、ビルの管理上、相手
方を一元化して委託することを決められており、庁
舎の賃貸借の調達と不可分な関係にあることから、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14501
個人情報保護法に基づ
き非公表

職員詰所賃貸借（二
見）

近畿地方整備局神戸港
湾事務所長　勝海　務
神戸市中央区小野浜町
７－３０

H17.4.28 1,083,000

本件賃貸借は、海洋環境整備事業の効率的な実
施に向けて海面清掃船「いこま」の基地となる東播
磨港において職員用の詰所を賃貸借するものであ
る。東播磨港周辺で職員詰所となりうる物件を探し
たところ、本物件以外に確保できる物件は他にな
く、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14502

パシフィックコンサルタ
ンツ（株）
大阪市中央区安土町２
－３－１３

広報資料企画検討調
査

近畿地方整備局和歌山
港湾事務所長　門脇秀
人
和歌山市湊薬種畑の坪
１３３４

H17.5.25 12,915,000

　パシフィックコンサルタンツ（株）との間で契約して
いる広報資料企画検討調査については、プロポー
ザル方式（総合評価型）により、当該業者を特定し
たものであり、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１７年度から企
画競争を実施）

14503
堺商工会議所
堺市長曽根町１３０－２
３

港湾と商工業の歴史
的資産関連調査

近畿地方整備局大阪港
湾・空港整備事務所長
大越康史
大阪市港区弁天１－２
－１－７００

H17.5.26 8,085,000

堺商工会議所との間で締結している港湾と商工業
の歴史的資産関連調査は、堺泉北港をケーススタ
ディとして、港湾に関する歴史・文化資源を港湾理
解促進のための情報として、収集整理し活用に資
する資料を作成するものである。実施にあたって
は、堺泉北港とその背後圏の地域資源情報に精通
し、商業・工業と港湾の関わりに関する基礎的な知
識、情報収集力が求められ、かつ厳正中立な立場
から検討することが必要である。当該法人は商工
会議所法に基づき営利を目的としない法人として設
立されており、商工業や観光事業の改善発達に関
する調査研究や地域情報の収集・提供等を実施し
ていることから、本業務実施に必要な経験、情報力
及び技術力を有し、 も的確かつ効率的に実施しう
る唯一の者であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
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14504
兵庫ゼロックス（株）
神戸市中央区浜辺通２
－１－３０

電子複写機等保守（そ
の１）

近畿地方整備局神戸港
湾空港技術調査事務所
長　東島義郎
神戸市中央区小野浜町
7-30

H17.5.26 1,636,332

兵庫ゼロックス（株）との間で締結している電子複写
機等保守（その１）は、別途契約にて設置している
電子複写機等の保守点検等を行うものである。対
象機器は富士ゼロックス製であり、兵庫ゼロックス
（株）は、周辺地域において本業務を実施できる唯
一の者であり、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14505
兵庫リコー（株）
神戸市中央区浜辺通１
－１－３９

電子複写機等保守（そ
の２）

近畿地方整備局神戸港
湾空港技術調査事務所
長　東島義郎
神戸市中央区小野浜町
7-30

H17.5.26 1,091,512

兵庫リコー（株）との間で締結している電子複写機
等保守（その２）は、別途契約にて設置している電
子複写機等の保守点検等を行うものである。対象
機器はリコー製であり、兵庫リコー（株）は、周辺地
域において本業務を実施できる唯一の者であり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14506
交友印刷（株）
神戸市中央区港島南町
５－４－５

業務資料印刷（みなと
物語近畿）

近畿地方整備局副局長
藤田郁夫
神戸市中央区海岸通２
９　神戸地方合同庁舎

H17.6.3 2,805,600 予算決算及び会計令第９９条の２ 見直しの余地あり 競争入札に移行

14507
富士通（株）
大阪市北区天満橋１－
８－３０

港湾空港部画像監視
システム改良業務

近畿地方整備局副局長
藤田郁夫
神戸市中央区海岸通２
９　神戸地方合同庁舎

H17.6.8 2,100,000

富士通(株)関西営業本部との間で締結している、港
湾空港部画像監視システム改良業務については、
既設の画像管理サーバについて、日高港監視カメ
ラ映像を受信し、各事務所に配信が行えるよう改良
を行うものである。本サーバは、当社が設計・製造
したものであり、信号処理方法、装置内部の電気的
条件は独自の設計となっており、他の業者が改良
をすることは不可能である。また、近畿地方整備局
の幹線通信システムを構築しており、整備局全体
のシステムを熟知しているため、障害時にも迅速に
対応が可能である。これらの条件を満足する者は
当社において他になく、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度から一
般競争入札に移
行）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
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14508
（株）ニュージェック　大
阪市北区本庄東二丁目
３番２０号

大阪国際空港ターミナ
ル地区道路駐車場屋
根整備計画通知等補
助業務

国土交通省近畿地方整
備局大阪港湾・空港整
備事務所長　大越　康
史
大阪府豊中市蛍池西町
３－３７１

H17.6.10 1,470,000

（株）ニュージェックとの間で締結している大阪国際
空港ターミナル地区道路駐車場屋根整備計画通知
等補助業務については、当該申請を行うにあたっ
て、延べ面積が300m2 超える構造であることから、
設計者として一級建築士の資格を有する者が行う
必要がある。しかしながら、当事務所では該当資格
を有する者がいないことから別途外部に委託する
必要がある。そこで、「大阪国際空港ターミナル地
区道路駐車場バリアフリー実施設計(平成16年9
月)」において当該施設の実施設計を請け負った上
記の者に本業務の補助を請け負わせることが、別
途当局が準備する申請書類の内容の補足説明・追
加資料の作成作業に関して、迅速で正確な対応が
図られ、かつ経済的であることが思慮されるもので
あり、競争に付することが不利と認められるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度から一
般競争入札に移
行）

14509

（株）神戸新聞社
神戸市中央区東川崎町
                         1-5-
7

神戸港の国際競争力
の強化に関する広報
業務

近畿地方整備局神戸港
湾事務所長　勝海　務
神戸市中央区小野浜町
７－３０

H17.6.10 13,965,000

（株）神戸新聞社との間で締結している本業務は、
神戸港と地元の経済との関係、関西経済活性化に
とっての神戸港再生の重要性について学識経験者
等の講演やディスカッションを通じて様々な意見を
聴取するとともに、地元神戸市民や経済関係者に
幅広く広報し、スーパー中枢港湾阪神港における
次世代高規格コンテナターミナル整備等に関する
理解の促進を図ることを目的とし、その手段として
シンポジウムを企画開催し、新聞紙上で広報を行う
ものである。開催の趣旨や登壇者の意見について
多くの神戸市民及び港湾関係者等に広く効果的に
周知を図る必要があり、地元の事情に精通し、十分
な広報手段を有する者が内容企画・事前通知・集
客・イベント実施・事後の報告編集及び事後広報と
いった一連の業務を遂行する必要がある。（株）神
戸新聞社は、地元兵庫県下で 大部数の新聞を発
行しており、地元における 大の新聞広報手段を
有している。他の大手新聞社においては、大阪本
社による近畿・中国・四国への発行体制となってい
るところが多く、地元神戸市に本社を置き同区域を
対象に報道活動を行うのは唯一同社のみである。
また、同社は、「但馬を拓く道づくり」（豊岡市等）、
「道路防災シンポジウム」（国交省・兵庫県・神戸市
等）、「平和と国際協力の列島シンポジウム」（ＪＩＣＡ
等）、「神戸みなとまちづくり」（近畿地整）等、兵庫県
下において公的な機関が主催する広報業務につい
て豊富な実績を有しており、本業務を も的確・効
率的に実施しうる者は、、（株）神戸新聞社をおいて
他になく、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１９年度以降に
企画競争を実施）
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14510

日本シビックコンサルタ
ント（株）
大阪市淀川区西中島７
－１－５

大阪港夢洲トンネル沈
埋部耐火被覆材加熱
試験業務

近畿地方整備局神戸港
湾空港技術調査事務所
長　東島義郎
神戸市中央区小野浜町
7-30

H17.6.28 34,650,000

日本シビックコンサルタント（株）との間で締結してい
る大阪港夢洲トンネル沈埋部耐火被覆材加熱試験
業務は大阪港夢洲トンネル沈埋函を対象としたフ
ルサンドイッチ構造の火災時における鋼板表面許
容温度を適切に設定するための基礎資料を得るこ
と、および荷重作用下での鋼殻の加熱変形特性を
把握するこを目的として実施するものである。本業
務の実施にあたっては、トンネル構造部材の耐火
試験、熱伝導解析などに関わる豊富な知見と特異
な専門技術力が必要であることから、標準プロポー
ザル方式（総合評価型）により、技術提案書および
ヒアリング内容を審査し、建設コンサルタント選定委
員会において当該業者を特定したものであり、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１７年度から企
画競争を実施）

14511
大和工商リース（株）
大阪市中央区本町橋５
－２０

堺泉北港現場詰所撤
去

近畿地方整備局大阪港
湾・空港整備事務所長
大越康史
大阪市港区弁天１－２
－１－７００

H17.8.12 1,890,000

大和工商リースとの間で締結している堺泉北港現
場詰所撤去については、堺泉北港現場詰所のリー
ス期間終了に伴い、撤去を行うものである。本詰所
は、平成８年から大和工商リース(株)大阪本店より
借り入れており、撤去等については、当事務所の判
断において行えるものではなく、物件の所有者であ
る当該法人のみであり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14512

パシフィックコンサルタ
ンツ　（株）大阪市中央
区安土町２丁目３番１３
号

大阪国際空港ターミナ
ル地区バリアフリー基
本設計

国土交通省近畿地方整
備局大阪港湾・空港整
備事務所長　大越　康
史
大阪府豊中市蛍池西町
３－３７１

H17.9.1 9,450,000

パシフィックコンサルタンツ（株）との間で締結してい
る大阪国際空港ターミナル地区バリアフリー基本設
計については、標準プロポーザル方式により提出さ
れた技術提案書の審査を行った結果、当該業者を
特定したものであり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１７年度から企
画競争を実施）

14513
（株）和田造船
舞鶴市字和田２９５－１

船舶（監督測量船）「ゆ
うづる」修理

近畿地方整備局神戸港
湾空港技術調査事務所
長　東島義郎

H17.9.2 4,231,500 予算決算及び会計令第９９条の２ 見直しの余地あり 競争入札に移行



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14514
（株）カイジョーソニック
大阪市淀川区西宮原１
－３－３０

柴山港波浪観測装置
海底部ケーブル移設
業務

近畿地方整備局舞鶴港
湾事務所長
木村　隆
京都府舞鶴市字下福井
９１０

H17.9.16 7,770,000

（株）カイジョーソニックとの間で締結している波高
波向観測装置においては、近年、既存ストックの有
効活用における国有港湾施設の点検診断の実施
や大規模地震による津波の防災対策など危機管理
への要請の高まりから、ナウファスの観測データ収
集をリアルタイム化し、港湾整備における一層高度
な施工管理に資するもの、及びインターネットにより
台風時等の波高等の防災情報として公開できる波
高波向観測装置の改良・修理等を実施するもので
あるが、実施にあたっては波高、波向を一体的に観
測でき、得られたデータをインターネットで公開する
という観点から、波高、波向を一体的に観測できる
とともに、同時に潮位、風向、風速、気圧の観測も
できること、波高周期のほか、波浪の方向スペクト
ルを同時に算出することができること、同一地点の
長期観測ができることという特徴を有する海象計を
使う必要がある。しかしながらこの特徴を有する海
象計は同社のものしかなく、特許を保有しているこ
とから、他の者では改良。修理等を行うことができ
ない。よって特許権、著作権に関わる技術、機器、
設備又はシステム等を用いる必要があり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14515

阪神港広域連携協議会
社会実験実行委員会
大阪市住之江区南港北
１－１４－１６

阪神港スーパー中枢
港湾社会実験業務委
託

近畿地方整備局副局長
藤田郁夫
神戸市中央区海岸通２
９　神戸地方合同庁舎

H17.9.28 73,977,750

阪神港広域連携協議会社会実験実行委員会との
間で締結している阪神港スーパー中枢港湾社会実
験業務委託については、スーパー中枢港湾政策の
趣旨に沿ってターミナルの一体運用のために必要
なシステムの検討、開発、効果検証といったＩＴ化の
一連の行為を行うものであり、当実行委員会が実
施した実験の実施計画策定及び環境整備を受け
て、社会実験の実施と検証を行うものである。上記
の社会実験を行うには、実際に阪神港で社会実験
を実施する能力が必要であり、ターミナルの一体運
用に直接携わる民間ターミナルオペレータが欠か
せない。また、効果検証を適切に行うためには、港
湾の国際競争力の強化や適正な管理といった公共
的な視点及び社会実験の効果検証にあたっての中
立的かつ公平な視点から、国やターミナルの管理を
行う港湾管理者等が欠かせない。当実行委員会
は、国・港湾管理者・民間ターミナルオペレータの当
該関係者が一同に参画して本社会実験を実施する
ため設立された機関であり、関係者間の調整能力
を有し、中立的かつ公平な体制で行える唯一の機
関であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
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14516

弁天町駅前開発・土地
信託
代表受託者
（株）りそな銀行大阪不
動産部
大阪市中央区備後町２
－２－１

建物賃貸借（その２）

近畿地方整備局副局長
藤田郁夫
神戸市中央区海岸通２
９　神戸地方合同庁舎

H17.9.30 26,066,772

弁天町駅前開発・土地信託との間で締結している
建物賃貸借（その２）については、平成１５年度にお
いて事務所建物の老朽化に伴い、工事実施場所に
比較的近く、船舶の接岸場所が近くに確保でき、事
務スペースも確保できることを条件に調査したとこ
ろ、本件が唯一の物件であり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14517
三井不動産販売（株）
東京都新宿区西新宿２
－１－１

駐車場賃貸借（その２）

近畿地方整備局大阪港
湾・空港整備事務所長
大越康史
大阪市港区弁天１－２
－１－７００

H17.9.30 1,197,000

三井不動産販売（株）との間で締結している駐車場
賃貸借（その２）については、事務所官用車及び来
客用自動車の駐車場を借り入れるものである。事
務所が所在するビルに近接しており、常時管理され
ている等の条件を満たす物件は、事務所が所在す
るオーク２００ビル内の当該法人が管理する駐車場
以外になく、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14518

特定非営利活動法人環
境教育技術振興会
大阪府松原市高見の里
６－７－４

大阪港ダイビングス
ポット創造プロジェクト
調査委託

近畿地方整備局副局長
藤田郁夫
神戸市中央区海岸通２
９　神戸地方合同庁舎

H17.10.21 6,195,000

特定非営利活動法人環境教育技術振興会との間
で締結している大阪湾ダイビングスポット創造プロ
ジェクト調査委託については、内閣官房都市再生本
部事務局が全国都市再生モデル調査として支援す
るため、対象となる提案の募集を行った中から、当
該法人が提案した本業務が選定されたものであり、
契約の相手方が特定され競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１８
年度以降に公募
手続きを行う）

14519
兵庫ゼロックス（株）
神戸市中央区浜辺通２
－１－３０

電子複写機保守（H17-
1）

近畿地方整備局副局長
藤田郁夫
神戸市中央区海岸通２
９　神戸地方合同庁舎

H17.10.27 4,244,154

兵庫ゼロックス（株）との間で締結している電子複写
機保守（Ｈ１７－１）については、当局において使用
している電子複写機の保守点検を円滑に遂行する
ためのものである。複写機は富士ゼロックス（株）の
製品であり、使用頻度が極めて高く、故障・不調が
起こりやすい環境にあるため、機器を熟知し、修理
及び調整等に対し迅速に対応ができ、トナー等消
耗品に関しても純正部品が必要になる。以上の理
由により競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

単価契約
21.8円/枚　等



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所
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14520

（財）ひょうご環境創造
協会
神戸市須磨区行平町3-
1-31

尼崎西宮芦屋港尼崎
地区航路泊地（－１２
ｍ）浚渫環境監視

近畿地方整備局神戸港
湾事務所長　勝海　務
神戸市中央区小野浜町
７－３０

H17.10.27 2,089,500

（財）ひょうご環境創造協会との間で締結している本
業務は、尼崎西宮芦屋港尼崎地区航路泊地（－１２
ｍ）浚渫工事に伴う周辺海域の水質監視を行うもの
である。監視結果については、大阪湾広域臨海環
境整備センターの尼崎沖埋立処分場の監視結果と
ともに関係自治体の環境監視委員会において監視
計画の審査、監視基準の設定、監視結果の評価が
行われ、必要に応じ環境保全上の処置が求められ
る。同法人は、既に大阪湾広域臨海環境整備セン
ターと契約締結しており、傭船や現地踏査などを一
連の業務として効率的・経済的に有利に実施するこ
とができる。同法人は、尼崎沖埋立処分場の開設
以来、継続して水質監視を実施しており、監視結果
は公平性・客観性の観点からも高く評価され、水質
特性等にも精通している。また、大阪湾広域臨海環
境整備センターの監視結果と整合性を図るため同
一業者により収集されたデータを要望されている。
よって、(財)ひょうご環境創造協会が本業務を実施
できる唯一の機関であり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14521

（株）エイトコンサルタン
ト
京都市中京区堺町筋御
池下る丸木材木町６７０
－１

舞鶴港和田地区岸壁
（－１４ｍ）上部工等細
部設計

近畿地方整備局舞鶴港
湾事務所長
木村　隆
京都府舞鶴市字下福井
９１０

H17.11.14 9,450,000

（株）エイトコンサルタントとの間で締結している舞鶴
港和田地区岸壁（－１４ｍ）上部工等細部設計は、
プロポーザル方式により提出された技術提案書の
審査を行った結果、当該業者を特定したものであ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１７年度から企
画競争を実施）

14522
（株）ＣＮインターボイス
大阪市北区南扇町７－
２０

ホームページ更新業務

近畿地方整備局大阪港
湾・空港整備事務所長
大越康史
大阪市港区弁天１－２
－１－７００

H17.12.1 1,995,000

（株）ＣＮインターボイスとの間で締結している大阪
港湾・空港整備事務所ホームページ更新業務につ
いては、発注に際し、プロポーザル方式（総合評価
型）により、技術提案書の審査及びヒアリングで評
価を行い、業者選定委員会において当該業者を特
定したものであり、競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１７年度から企
画競争を実施）

14523
（株）ＣＮインターボイス
大阪市北区南扇町７－
２０

大阪港湾・空港整備事
務所ホームページ更新
業務

近畿地方整備局大阪港
湾・空港整備事務所長
大越康史
大阪市港区弁天１－２
－１－７００

H17.12.1 3,990,000

（株）ＣＮインターボイスとの間で締結している大阪
港湾・空港整備事務所ホームページ更新業務につ
いては、発注に際し、プロポーザル方式（総合評価
型）により、技術提案書の審査及びヒアリングで評
価を行い、業者選定委員会において当該業者を特
定したものであり、競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１７年度から企
画競争を実施）
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14524
（株）日本空港コンサル
タンツ　大阪市西区新
町１丁目３番１２号

大阪国際空港格納庫
周辺場周柵等改良実
施設計

国土交通省近畿地方整
備局大阪港湾・空港整
備事務所長　大越　康
史
大阪府豊中市蛍池西町
３－３７１

H17.12.8 2,415,000

（株）日本空港コンサルタンツとの間で締結している
大阪国際空港格納庫周辺場周柵等改良実施設計
については、大阪国際空港保安対策にかかる車輌
等侵入防止施設のうち、一部施設に保安対策上ぜ
い弱な部分が未改良のまま残っていることから緊急
に施工する必要が生じ、図面作成、数量計算等の
実施設計を行うものである。当該施設は過去に航
空会社等複数の者において設置された施設で、格
納庫や空港内車両給油施設など重要な施設が隣
接している箇所にあり、関係者間の調整も要するこ
とから、本業務実施にあたっては車輌等侵入防止
施設の基準・規格等内容はもとより、当該箇所の現
状等地理的条件を熟知していることが必要であり、
緊急の必要により競争に付することができないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14525

特定非営利活動法人神
戸グランドアンカー
神戸市中央区波止場町
6-5

業務資料作成

近畿地方整備局神戸港
湾事務所長　勝海　務
神戸市中央区小野浜町
７－３０

H17.12.9 2,982,000

特定非営利活動法人神戸グランドアンカーとの間
で締結している本業務は、海とみなと神戸の持つ魅
力を取りまとめた広報資料を作成するものである。
神戸港の歴史・文化・風土等について深い知識とみ
なとに対する地域住民の視点に立った広い見識が
必要である。特定非営利活動法人　グランドアン
カーは、神戸市民及び兵庫県下の人々に対して、
まち・ひとの活性化を促す事業を行い、賑わいのあ
る地域経済の発展を図り、広く社会に貢献すること
目的に設立されたＮＰＯ法人で、平成１６年度全国
都市再生モデル調査「みなと神戸・ポートルネサン
ス～次世代のみなとまちづくり」を実施している。ま
た、学術・文化・芸術における専門的知識を有する
メンバーで構成され、神戸港の写生大会「みなとの
絵大賞」や空きのある上屋を使用してミナト神戸か
ら文化発信を行う「神戸波止場町ＴＥＮ×ＴＥＮ」の
オープン準備を行うなど様々な神戸港の活性化事
業を行っている。これらの活動から中立的立場で効
率的・経済的に業務を実施できるのは、特定非営
利活動法人　グランドアンカーをおいて他になく、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14526

（株）ラジオ関西
神戸市中央区東川崎町
　　　　　　　　　　　　1-5-
7

防災関係広報実施業
務

近畿地方整備局神戸港
湾事務所長　勝海　務
神戸市中央区小野浜町
７－３０

H17.12.12 4,945,500

（株）ラジオ関西との間で締結している本業務は、阪
神淡路大震災から１０年が経ち近年「東南海・南海
地震」等の広域大規模地震の切迫性が増してきて
いるなか、防災対策は緊急の課題となっている。本
業務は、こうした地震が起きた際の重要な役割を果
たすのが「みなと」であることから大阪湾等臨海部
における防災への取組をラジオ放送を通じて広く一
般に広報するものである。今回「防災と市民生活」
をテーマにしたラジオ放送を使用してより効果的に
行うには、大阪湾岸及び近畿全域を放送エリアとし
て、カバーする放送局が必要不可欠である。（株）ラ
ジオ関西、大阪放送（株）、（株）和歌山放送の３社
が平成１７年９月１日に締結した大災害等緊急時の
相互支援協定における放送エリアは、今回広報を
実施するエリアを十分満足しており、また他の放送
局では、今回広報を実施するエリアはカバーできる
ものではない。よって、（株）ラジオ関西をおいて他
になく、競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１９年度以降に
企画競争を実施）

14527
富永物産（株）
大阪市北区西天満2-6-
8

海面清掃船「いこま」主
機関用減速逆転装置
購入等

近畿地方整備局神戸港
湾事務所長　勝海　務
神戸市中央区小野浜町
７－３０

H17.12.15 11,329,500

富永物産（株）との間で締結している本購入は、海
面清掃船「いこま」主機関に一体的に装備された減
速逆転装置を交換するために購入しようとするもの
であり、主機関とのマッチング（トルク・回転数・減速
比・捩り振動等）が保証され、管轄官庁の検査にも
合格させる必要があり、建造時も含め主機関と一体
で調達されている。交換においても現装機関を熟知
した者に合致した減速逆転機を調達させ、現装主
機関及び船体との取り合いを調整させる必要があ
る。海面清掃船「いこま」主機関は、ＧＭ社製であ
り、国内において販売している者は、総代理店と
なっている富永物産（株）をおいて他になく、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度から一
般競争入札に移
行）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14528

特定非営利活動法人神
戸グランドアンカー
神戸市中央区波止場町
6-5

事務所資料館改装業
務

近畿地方整備局神戸港
湾事務所長　勝海　務
神戸市中央区小野浜町
７－３０

H17.12.21 2,940,000

特定非営利活動法人神戸グランドアンカーとの間
で締結している本業務は、神戸港の歴史とみなとの
役割について広く一般の方々に知ってもらうため事
務所敷地内に開設している築港資料館「ピアしっく
す」の改装、データ等の収集及び資料館改装後の
運営企画の提案を行うものである。神戸港の歴史・
文化・風土等について深い知識とみなとに対する地
域住民の視点に立った改装内容となることが必要
不可欠であるとともに資料館改装後の多様な運営
方法をふまえた長期的な展望が必要である。特定
非営利活動法人　グランドアンカーは、神戸市民及
び兵庫県下の人々に対して、まち・ひとの活性化を
促す事業を行い、賑わいのある地域経済の発展を
図り、広く社会に貢献すること目的に設立されたＮＰ
Ｏ法人で、平成１６年度全国都市再生モデル調査
「みなと神戸・ポートルネサンス～次世代のみなとま
ちづくり」を実施している。また、学術・文化・芸術に
おける専門的知識を有するメンバーで構成され、神
戸港の写生大会「みなとの絵大賞」や空きのある上
屋を使用してミナト神戸から文化発信を行う「神戸
波止場町ＴＥＮ×ＴＥＮ」のオープン準備を行うなど
様々な神戸港の活性化事業を行っている。これら
の活動から中立的立場で効率的・経済的に業務を
実施できるのは、特定非営利活動法人　グランドア
ンカーをおいて他になく、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14529
古野電気（株）
西宮市芦原町9-52

海面清掃船「いこま」Ｒ
ＴＫ－ＧＰＳ及びＤＧＰＳ
設置

近畿地方整備局神戸港
湾事務所長　勝海　務
神戸市中央区小野浜町
７－３０

H17.12.26 3,990,000

古野電気（株）との間で締結している本業務は、海
面清掃船「いこま」に高性能測深機システムを設置
したことに伴い、システムに見合う高精度の船位情
報を得るために特定非営利活動法人　海上ＧＰＳ利
用推進機構が提供する情報を利用するため機器を
設置するものである。古野電気(株)は、海上工事用
に機器が開発された当初から測位情報を受信し高
精度海上位置の取得する装置を開発、製作してい
る。その後、同機構から機器製作に関する技術情
報が公開されたが、現在のところ同社以外に参入
業者はなく、同機構の測位情報を利用できる機器を
製作販売している者は、古野電気(株)をおいて他に
なく、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
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契約を締結した日
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（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14530
富永物産（株）
大阪市北区西天満2-6-
8

監督測量船「いずみ」
右舷減速逆転装置ギ
ア購入

近畿地方整備局神戸港
湾事務所長　勝海　務
神戸市中央区小野浜町
７－３０

H17.12.27 3,666,106

富永物産（株）との間で締結している本購入は、監
督測量船「いずみ」主機関に一体的に装備された減
速逆転装置の主要部品であるギアを交換するため
に購入しようとするものであり、減速逆転装置の主
要部品であるギアは、予め管轄官庁の予備検査に
合格させる必要があり、建造時も含め主機関と減速
逆転装置は一体で調達されている。交換において
も現装機関を熟知した者に合致した減速逆転機の
主要部品であるギアを調達・調整させる必要があ
る。監督測量船「いずみ」主機関は、ＧＭ社製であ
り、国内において販売している者は、総代理店と
なっている富永物産（株）をおいて他になく、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14531
（株）緑星社
神戸市中央区中山手通
                      1-25-9

波浪観測塔標識灯点
検・整備

近畿地方整備局神戸港
湾事務所長　勝海　務
神戸市中央区小野浜町
７－３０

H18.1.10 4,142,250

（株）緑星社との間で締結している本業務は、波浪
観測塔に設置している(株)緑星社製の標識灯を点
検・整備するものである。本標識灯は、付近を航行
するうえで障害物となる波浪観測塔を夜間に認知さ
せるため極めて重要な装置であり、点検・整備にあ
たっては、細心の注意をはらう必要がある。標識灯
は、各メーカー毎に独自の装置を使用しており、特
殊な専門知識や技術が求められる。点検・整備を
実施できるのは、本標識灯の製造・納入をした(株)
緑星社をおいて他になく、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14532
国立大学法人神戸大学
神戸市灘区六甲台町１
－１

近畿圏内におけるコン
テナ流動予測分析調
査委託

近畿地方整備局副局長
藤田郁夫
神戸市中央区海岸通２
９　神戸地方合同庁舎

H18.2.10 4,845,772

国立大学法人神戸大学との間で締結している近畿
管内におけるコンテナ流動予測分析調査委託につ
いては、過去に構築した大阪湾内諸港のコンテナ
取扱貨物量の配分モデルを、航路再編に柔軟に行
える配分モデルに改良し、当該モデルを用いて大
阪湾全体及び各港の将来取扱貨物量の試算を行う
とともに、施策効果の感度分析を行うものである。
当該法人は、交通・海運分野等の研究室を有し、大
阪湾内諸港のコンテナ取扱貨物量の予測等に関す
る高度な学識と豊富な経験を有しており、荷主・船
社・港湾管理者と議論を行うなど、本業務を中立的;
公平的な立場で業務を遂行できる唯一の機関であ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
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契約を締結した日
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（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14533
高木綱業（株）
高松市林町278-1

海面清掃船「いこま」電
光表示装置購入

近畿地方整備局神戸港
湾事務所長　勝海　務
神戸市中央区小野浜町
７－３０

H18.2.22 5,145,000

高木綱業（株）との間で締結している本購入は、海
面清掃船「いこま」が行う作業時に周囲を航行する
船舶に注意情報を流し、衝突等の危険回避を行い
作業をスムーズに実施する目的で装備するために
購入しようとするものであり、海面清掃船「いこま」
は、昭和５１年３月建造されて以降、航海用電子機
器等の増設により操舵室頂部には各種アンテナ等
が林立し、箱を有する電光表示装置では設置が困
難であり、手摺り部等に張り付けことができるシート
状の電光表示装置でなければならない。高木綱業
（株）は、繊維素材等の技術を持つ（株）クラレと共
同して「電飾表示シート」を開発し、平成７年１月に
特許を取得し、船舶用に「電光式多目的情報通信
装置」として製品化・販売している。シート状の電光
表示装置を販売している者は、高木綱業（株）をお
いて他になく、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14534
（財）玉野産業振興公社
岡山県玉野市築港1-1-
3

建物（事務室）賃貸借

国土交通省中国地方整
備局副局長　鈴木純夫
広島市中区東白島町
14-15

H17.4.1 13,727,448

　（財）玉野産業振興公社との間で締結している建
物（事務室）賃貸借については、宇野港湾事務所が
業務遂行上の理由により、平成１３年６月２５日から
賃貸借しているものである。平成１７年度も引き続き
執務室として賃貸借するものであり、競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14535
エヌ・ティ・ティ都市開発
（株）
広島市中区基町6-78

庁舎賃貸借

国土交通省中国地方整
備局副局長　鈴木純夫
広島市中区東白島町
14-15

H17.4.1 83,365,020

　エヌ・ティ・ティ都市開発（株）との間で締結してい
る庁舎賃貸借については、本局の事務室として使
用するために、平成１３年１月９日から賃貸借してい
るものである。平成１７年度も引き続き事務室として
賃貸借するものであり、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14536
（株）愛媛ビル
愛媛県松山市勝山町1-
16-5

庁舎賃貸借（その２）

国土交通省中国地方整
備局副局長　鈴木純夫
広島市中区東白島町
14-15

H17.4.1 27,471,390

　（株）愛媛ビルとの間で締結している庁舎賃貸借
（その２）については、広島港湾空港技術調査事務
所の事務室として使用するために、平成１３年１月９
日から賃貸借しているものである。平成１７年度も
引き続き事務室として賃貸借するものであり、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
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契約を締結した日
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（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14537
ＮＥＣリース（株）
広島市中区紙屋町2-2-
12

ＷＡＮシステム用パー
ソナルコンピューター
等賃貸借

国土交通省中国地方整
備局副局長　鈴木純夫
広島市中区東白島町
14-15

H17.4.1 25,637,844

　NECリース（株）との間で締結しているものＷＡＮシ
ステム用パーソナルコンピューター等賃貸借につい
ては、当局業務の効率化を図るとともに情報化推
進の一環として行っているものである。既存機器及
びプログラムとの関係により、同社以外の者から調
達したならば、当該コンピュータ等の使用に著しい
支障を来す恐れがある。しかも、プログラムのイン
ストール、既存データの入れ替えも必要となり非経
済的・非効率的であり、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

14538
富士ゼロックス（株）
広島市南区稲荷町2-16

複写機６台保守点検

国土交通省中国地方整
備局副局長　鈴木純夫
広島市中区東白島町
14-15

H17.4.1 11,404,992

　富士ゼロックス（株）との間で締結している複写機
６台保守点検については、中国地方整備局におい
て使用する複写機の保守を行うものである。
　業務を遂行するにあたっては、導入している複写
機を十分熟知していることが必要条件であり、当該
業者がその条件を満足する唯一の業者であり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

「単価契約」15,000
枚まで　5.64円、
30,000枚まで　4.41
円、40,000枚まで
3.97円、40,001枚以
上　3.53円

14539
（株）大塚商会
広島市中区中町8-18

パーソナルコンピュー
ター等賃貸借（２）

国土交通省中国地方整
備局副局長　鈴木純夫
広島市中区東白島町
14-15

H17.4.1 7,952,700

　（株）大塚商会との間で締結しているパーソナルコ
ンピューター等賃貸借（２）については、当局業務の
効率化を図るとともに情報化推進の一環として行っ
ているものであり、平成１５年２月１日より賃貸借契
約しているものである。既存機器及びプログラムと
の関係により、同社以外の者から調達したならば、
当該コンピュータ等の使用に著しい支障を来す恐れ
がある。しかも、プログラムのインストール、既存
データの入れ替えも必要となり非経済的・非効率的
であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり

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



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14540
テルウェル西日本（株）
広島市中区小町5-30

庁舎清掃業務

国土交通省中国地方整
備局副局長　鈴木純夫
広島市中区東白島町
14-15

H17.4.1 3,843,000

テルウェル西日本（株）との間で締結している庁舎
清掃については、当局が庁舎として借り上げている
ＮＴＴクレド白鳥ビルの賃貸借室内の清掃を行うも
のである。当該契約については、ビルの管理上、同
社に一元的に委託することが庁舎の賃貸借契約書
で決められており、庁舎の賃貸借の調達と不可分
な関係にあることから、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14541
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内
3-4-1

サーバ機器及び端末
装置賃貸借・保守

国土交通省中国地方整
備局副局長　鈴木純夫
広島市中区東白島町
14-15

H17.4.1 3,520,440

　日本電子計算機（株）との間で締結しているサー
バ機器及び端末装置賃貸借・保守については、港
湾情報処理システムを構成するサーバ及びネット
ワーク機器により港湾技術の研究・開発及び港湾・
空港整備事業を支援するため、平成１６年４月１日
から国土技術政策総合研究所に設置されている港
湾情報処理システムを構成するデータベースサー
バほかの機器の賃貸借・保守契約を行っているも
のである。既存機器及びプログラムとの関係によ
り、同社以外の者から調達したならば、当該サーバ
等の使用に著しい支障を来す恐れがある。しかも、
プログラムのインストール、既存データの入れ替え
も必要となり非経済的・非効率的であり、競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14542
（株）大塚商会
広島市中区中町8-18

パーソナルコンピュー
ター等賃貸借（４）

国土交通省中国地方整
備局副局長　鈴木純夫
広島市中区東白島町
14-15

H17.4.1 2,819,880

　（株）大塚商会との間で締結しているパーソナルコ
ンピューター等賃貸借（４）ついては、当局業務の効
率化を図るとともに情報化推進の一環として行って
いるものであり、平成１６年１月６日より賃貸借契約
しているものである。既存機器及びプログラムとの
関係により、同社以外の者から調達したならば、当
該コンピュータ等の使用に著しい支障を来す恐れが
ある。しかも、プログラムのインストール、既存デー
タの入れ替えも必要となり非経済的・非効率的であ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（２１年度に一般
競争入札を行い
次年度以降は、
国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）

14543
タクシー協同チケット
（株）
広島市中区三川町2-10

タクシー乗車券使用料

国土交通省中国地方整
備局副局長　鈴木純夫
広島市中区東白島町
14-15

H17.4.1 2,000,000

　タクシー協同チケット（株）との間で締結しているタ
クシー乗車券使用料については、官用車で対応で
きない部分について使用する目的で契約する。タク
シー運賃について中国運輸局に確認したところ、広
島市内の法人タクシー運賃は同一地域・同一運賃
である。よって、広島市内（特に庁舎周辺）では、
も多くのタクシー会社が加盟している当該業者が、
契約の相手方としては も適しており、競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

「単価契約」中国運
輸局認可料金



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14544
エヌ・ティ・ティ・リース
（株）
広島市中区立町2-27

電話設備１式賃貸借

国土交通省中国地方整
備局副局長　鈴木純夫
広島市中区東白島町
14-15

H17.4.1 1,265,160

　エヌ・ティ・ティ・リース（株）との間で締結している
電話設備１式賃貸借については、通信業務を円滑
に行い、業務の効率化を図るために、平成１３年１
月９日から賃貸借契約しているものである。同社以
外の者から調達したならば、リース料の残金一括支
払が生じ、しかも、設置工事も必要となり非経済的・
非効率的であり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（２３年度に一般
競争入札を行い
次年度以降は、
国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）

14545
（株）時事通信社
広島市中区基町5-44

「官庁速報」情報提供
業務

国土交通省中国地方整
備局副局長　鈴木純夫
広島市中区東白島町
14-15

H17.4.1 1,260,000

　（株）時事通信社との間で締結している「官庁速
報」情報提供業務については、同社の提供する情
報サービスをインターネット上から閲覧する権利を
得るものであり、当該権利は同社と直接契約する方
式のみで得られるため契約の相手方は同社をおい
て他におらず、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14546

コニカミノルタビジネス
ソリューションズ（株）
広島市中区東白島町
14-15

複写機１台保守点検

国土交通省中国地方整
備局副局長　藤田武彦
広島市中区東白島町
14-15

H17.11.1 1,283,310

　コニカミノルタビジネスソリューションズ（株）との間
で締結している複写機１台保守点検については、中
国地方整備局において使用する複写機の保守を行
うものである。
　業務を遂行するにあたり、導入している複写機を
十分熟知していることが必要条件であり、コニカミノ
ルタビジネスソリューションズ（株）はその条件を満
足する唯一の業者であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

「単価契約」1,000枚
まで　33円、3,000枚
まで　29円、3,001枚
まで　24円

14547
（財）公務研修協議会
東京都港区新橋4-25-4

新たな業務展開に関
する検討業務

国土交通省中国地方整
備局副局長　藤田武彦
広島市中区東白島町
14-15

H17.11.16 1,365,000

　（財）公務研修協議会との間で締結している新た
な業務展開に関する検討業務については、港湾関
係業務をとりまく環境の著しい変化の状況を踏ま
え、業務に携わる管理職の意識改革、資質のさらな
る向上を図る観点から、平成１６年度に実施した検
討成果をもとに、より効果的な研修実施カリキュラ
ムを策定してモデル研修を実施し、更にその評価を
行なうことで今後の管理職研修のあり方について検
討を行なうものである。
　同協議会は、行政を対象として、研修の充実、発
展による人材の育成に寄与することを目的に、公務
及びその他の研修関係機関相互の連携協力の推
進や研修に関する調査研究等を行なっており、平
成１６年度に実施した当業務の検討においても有益
且つ有用性のある成果をあげており、本業務はそ
の成果を具体的に研修を実施し、その評価を行うも
のであることから、同協議会が本業務を も的確且
つ効率的に実施しうる唯一の機関であり、競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14548
（株）デルタプリント
広島市南区大洲2-12-
15

港湾空港部広報誌作
成

国土交通省中国地方整
備局副局長　藤田武彦
広島市中区東白島町
14-15

H17.11.16 5,976,768

　（株）デルタプリントとの間で締結している港湾空
港部広報誌作成については、中国地方整備局港湾
空港部の業務を一般に広報し、港湾・海岸及び空
港事業の円滑な実施の一助に資することを目的と
して行うものである。
　本業務実施に係る企画競争（プロポーザル方式）
により、４社から提出された提案書を特定業者選定
委員会において評価検討した結果、専門技術力・
実施方針・特定テーマに対する技術提案等の面か
ら、同社が本業務の実施に も適した業者として認
められたものであり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14549
東芝ソリューション（株）
広島市中区鉄砲町7-18

国有財産システムバー
ジョンアップ作業

国土交通省中国地方整
備局副局長　藤田武彦
広島市中区東白島町
14-15

H17.12.19 3,171,000

　東芝ソリューション（株）との間で締結している国有
財産システムバージョンアップ作業については、国
有財産基本システム及び価格改定システムのバー
ジョンアップを行うものである。本システムは、業者
独自の開発思想と社内技術によって開発されてお
り、整備を行うためには業務内容を熟知していると
ともに、本システム並びに他システムとの連携に精
通していることが必要である。
　本作業の実施にあたり、本システムの開発業者と
異なる業者が整備を行った場合、本システムの構
成等の把握が困難であるばかりでなく、本システム
に不具合が生じた場合その責任の所在が不明瞭と
なり、管理運用体制に重大な支障を生じることとな
る。
　当該業者は、本システムの開発を行い、円滑かつ
正確なシステムの整備・検証及び責任の明確化を
確保できる唯一の業者であり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14550
富士ゼロックス（株）
岡山市今4-14-5

複写機・ファクシミリ複
合機等保守

国土交通省中国地方整
備局宇野港湾事務所所
長　池田正夫
岡山県玉野市築港1-1-
3

H17.4.1 2,049,552

　富士ゼロックス（株）との間で締結している複写
機・ファクシミリ複合機等保守については、中国地
方整備局宇野港湾事務所において使用する複写
機・ファクシミリ複合機等の保守を行うものである。
業務を遂行するにあたり、導入している複写機・ファ
クシミリ複合機等を十分熟知していることが必要条
件であり、当該業者はその条件を満足する唯一の
業者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

「単価契約」5,000枚
まで　5.87円、
10,000枚まで　5.03
円、15,000枚まで
4.62円、15,001枚以
上　4.20円

14551
（株）青山キャピタル
福山市船町8-14

タクシー乗車券使用料

国土交通省中国地方整
備局宇野港湾事務所所
長　池田正夫
岡山県玉野市築港1-1-
3

H17.4.1 2,000,000

　（株）青山キャピタルとの間で締結しているタク
シー乗車券使用料については、官用車で対応でき
ない部分について使用する目的で契約する。タク
シー運賃について中国運輸局に確認したところ、玉
野市内の法人タクシー運賃は同一地域・同一運賃
である。よって、玉野市内（事務所周辺）では、 も
多くのタクシー会社が加盟している当該業者が契約
の相手方としては、 も適しており、競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

「単価契約」中国運
輸局認可料金

14552
宇部興産（株）
宇部市大字小串1978-
96

土地４，６２３．４７㎡賃
貸借

国土交通省中国地方整
備局宇部港湾務所所長
淺井　正
山口県宇部市大字沖宇
部字沖の山5254-16

H17.4.1 5,870,000

　宇部興産（株）との間で締結している土地４，６２
３．４７㎡賃貸借については、事務所用地として使用
するために、昭和３７年４月１日より賃貸借契約して
いるものであるが、平成17年度も引き続き使用する
ものであり、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14553
広成建設（株）
広島市東区上大須賀町
1-1

岩国港事務所賃貸借

国土交通省中国地方整
備局宇部港湾務所所長
淺井　正
山口県宇部市大字沖宇
部字沖の山5254-16

H17.4.1 3,402,000

　広成建設（株）との間で締結している岩国港事務
所賃貸借については、岩国の臨港道路整備事業に
伴い現地事務所として使用するため事務室等を借
上げるものであり、岩国港周辺の環境・交通の便・
建物の構造等から適当な物件を調査したところ、本
物件しかなく、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14554
山口リコー（株）
山口県宇部市南浜町1-
6-11

複写機１台保守

国土交通省中国地方整
備局宇部港湾務所所長
淺井　正
山口県宇部市大字沖宇
部字沖の山5254-16

H17.4.1 2,409,744

　山口リコー（株）との間で締結している複写機１台
保守については、中国地方整備局宇部港湾事務所
において使用する複写機の保守を行うものである。
　業務を遂行するにあたっては、導入している複写
機を十分熟知していることが必要条件であり、当該
業者がその条件を満足する唯一の業者であり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

「単価契約」基本料
金　4,700円、500枚
まで　7.10円、2,000
枚まで　5.20円、
2,001枚以上　4.80
円

14555
山口ゼロックス（株）
山口県吉敷郡小郡町黄
金町4-1

複写機２台保守

国土交通省中国地方整
備局宇部港湾務所所長
淺井　正
山口県宇部市大字沖宇
部字沖の山5254-16

H17.4.1 1,759,140

　山口ゼロックス（株）との間で締結している複写機
２台保守については、中国地方整備局宇部港湾事
務所において使用する複写機の保守を行うもので
ある。
　業務を遂行するにあたっては、導入している複写
機を十分熟知していることが必要条件であり、当該
業者がその条件を満足する唯一の業者であり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

「単価契約」1,000枚
まで　7.13円、5,000
枚まで　5.87円、
5,001枚以上　5.45
円

14556
山口ゼロックス（株）
山口県吉敷郡小郡町黄
金町4-1

複写機１台保守（その
３）

国土交通省中国地方整
備局宇部港湾務所所長
淺井　正
山口県宇部市大字沖宇
部字沖の山5254-16

H17.4.1 1,415,736

　山口ゼロックス（株）との間で締結している複写機
１台保守（その３）については、中国地方整備局宇
部港湾事務所において使用する複写機の保守を行
うものである。
　業務を遂行するにあたっては、導入している複写
機を十分熟知していることが必要条件であり、当該
業者がその条件を満足する唯一の業者であり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

「単価契約」1,000枚
まで　7.13円、5,000
枚まで　5.87円、
5,001枚以上　5.45
円



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14557
周南市長
山口県周南市岐山通1-
1

土地１，２５８．９８㎡賃
貸借

国土交通省中国地方整
備局宇部港湾務所所長
淺井　正
山口県宇部市大字沖宇
部字沖の山5254-16

H17.4.1 1,157,758

　周南市長との間で締結している土地１，２５８．９８
㎡賃貸借については、徳山下松港事務所の事務室
として使用するために、平成11年10月1日より周南
市と賃貸借契約しているものであるが、現在、徳山
下松港では岸壁（徳山下松港新南陽地区）の整備
を行っており、平成１７年度も引き続き現場に常駐
勤務することが必要であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14558
井森工業（株）
山口県柳井市大字伊保
庄4907

ケーソン製作ヤード借
入

国土交通省中国地方整
備局宇部港湾務所所長
淺井　正
山口県宇部市大字沖宇
部字沖の山5254-16

H17.8.26 2,488,500

　井森工業（株）との間で締結しているケーソン製作
ヤード借入については、平成１７年度岩国港室の木
地区岸壁（－１２ｍ）整備にあたり、ケーソン製作の
ために借り入れるものである。
　借り入れにあたり、据付現場への運搬距離、進水
方法、製作に必要な面積及び工事工程等を勘案す
ると近隣の公共用地にはケーソン製作場所として
使用可能な用地は見あたらなかった。そこで、近隣
地域の民有地等について調査した結果、諸条件に
見合う用地は当該業者所有の柳井ケーソンドック
（柳井市大字平郡字小泊７２８－２～５）のみであ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施（工事
終了後に公募手
続きを行う）

14559
（株）三協商会
鳥取県米子市両三柳
246

浜田港事務所賃貸借

国土交通省中国地方整
備局境港湾・空港整備
事務所所長　松岡純作
鳥取県境港市昭和町9

H17.4.1 5,292,000

　（株）三協商会との間で締結している浜田港事務
所賃貸借ついては、中国地方整備局境港湾･空港
整備事務所浜田港事務所の事務室として使用する
ために、平成１３年１月１日より賃貸借契約している
ものであるが、現在、浜田港では防波堤（新北）の
整備を行っており、引き続き現場に職員が常駐勤務
する必要がある。よって、平成１７年度も引き続き借
り上げることが得策であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14560
個人情報保護法に基づ
き非公表

鳥取港交通船用船

国土交通省中国地方整
備局境港湾・空港整備
事務所所長　松岡純作
鳥取県境港市昭和町9

H17.4.1 4,900,000

　鳥取港交通船用船については、中国地方整備局
境港湾･空港整備事務所において鳥取港及びその
近海で工事の監督、調査測量及び連絡用として使
用する交通船を用船するものである。用船日時が
不確定であり、恒常的用船とはならず、連絡後短期
間で用船を配備でき、また現地の地形・海象・気象
条件に精通している必要がある。これらの条件を具
備する船舶を調査したところ応じるものはなく、本船
舶所有者しか応じるものがなく、船の構造も当方の
求める用船目的に適しているものであり、競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に
一般競争入札に
移行）

「単価契約」１日あ
たり　70,000円



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14561
鳥取県知事
鳥取県鳥取市東町1-
220

土地賃貸借

国土交通省中国地方整
備局境港湾・空港整備
事務所所長　松岡純作
鳥取県境港市昭和町9

H17.4.1 2,863,258

　鳥取県知事との間で締結している土地賃貸借に
ついては、中国地方整備局境港湾･空港整備事務
所において鳥取港千代地区防波堤で使用する消波
ブロック・被覆ブロック製作用地を賃貸借契約する
ものである。鳥取県が所有する土地は、以前にも地
理的な面から賃貸借契約を結んでおり、平成１７年
度についても借り上げることが得策であり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（工事
終了後に公募手
続きを行う）

14562
鳥取県知事
鳥取県鳥取市東町1-
220

土地賃貸借

国土交通省中国地方整
備局境港湾・空港整備
事務所所長　松岡純作
鳥取県境港市昭和町9

H17.4.1 2,757,502

　鳥取県知事との間で締結している土地賃貸借に
ついては、中国地方整備局境港湾･空港整備事務
所において使用する庁舎用地を賃貸借契約するも
のである。鳥取県が所有する物件は、昭和４４年か
ら借り上げており、平成１７年度も引き続き借り上げ
ることが得策であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14563
鳥取県知事
鳥取県鳥取市東町1-
220

土地賃貸借

国土交通省中国地方整
備局境港湾・空港整備
事務所所長　松岡純作
鳥取県境港市昭和町9

H17.4.1 2,315,821

　鳥取県知事との間で締結している土地賃貸借に
ついては、中国地方整備局境港湾･空港整備事務
所において使用する境港江島地区橋梁の撤去材
の仮置用地として賃貸借契約するものである。鳥取
県が所有する物件は、平成１６年度から借り上げて
おり、地理的な面から平成１７年度も引き続き借り
上げることが得策であり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14564
島根県知事
島根県松江市殿町8

土地賃貸借

国土交通省中国地方整
備局境港湾・空港整備
事務所所長　松岡純作
鳥取県境港市昭和町9

H17.4.1 2,117,920

　島根県知事との間で締結している土地賃貸借に
ついては、中国地方整備局境港湾･空港整備事務
所において浜田港福井地区防波堤で使用する消波
ブロック製作用地を賃貸借契約するものである。島
根県が所有する物件は、以前にも地理的な面から
賃貸借契約を結んでおり、平成１７年度についても
借り上げることが得策であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14565
境港市土地開発公社
鳥取県境港市上道町
3000

土地賃貸借

国土交通省中国地方整
備局境港湾・空港整備
事務所所長　松岡純作
鳥取県境港市昭和町9

H17.4.1 2,021,591

　境港市土地開発公社との間で締結している土地
賃貸借については、中国地方整備局境港湾･空港
整備事務所において使用する境港江島地区橋梁
の撤去材の仮置用地及び工事用道路用地として賃
貸借契約するものである。境港市土地開発公社が
所有する物件は、平成１５年度から借り上げてお
り、地理的な面から平成１７年度も引き続き借り上
げることが得策であり、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（工事
終了後に公募手
続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14566
はまだ漁業協同組合
島根県浜田市元浜町
231-1

浜田港交通船用船

国土交通省中国地方整
備局境港湾・空港整備
事務所所長　松岡純作
鳥取県境港市昭和町9

H17.4.1 1,470,000

　はまだ漁業協同組合との間で締結している浜田
港交通船用船については、中国地方整備局境港
湾･空港整備事務所において浜田港及びその近海
で工事の監督、調査測量及び連絡用として使用す
る交通船を用船するものである。用船日時が不確
定であり、恒常的用船とはならず、連絡後短期間で
用船を配備でき、また現地の地形・海象・気象条件
に精通している必要がある。
　これらの条件を具備する船舶を調査したところ当
所の条件に適合する船舶はなく、配船の段階で調
整ができるのはこれらの船舶を統括する当該組合
しかない。よって、当該組合はこれらの条件を満足
する唯一の者であり、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に
一般競争入札に
移行）

「単価契約」１日あ
たり　42,000円

14567
（株）ケー・オウ・エイ
鳥取県米子市両三柳
328

電子複写機保守点検
④

国土交通省中国地方整
備局境港湾・空港整備
事務所所長　松岡純作
鳥取県境港市昭和町9

H17.4.1 1,273,400

　（株）ケー・オウ・エイとの間で締結している電子複
写機保守点検④については、中国地方整備局境港
湾･空港整備事務所において使用する複写機の保
守を行うものである。
　業務を遂行するにあたり、導入している複写機を
十分熟知していることが必要条件であり、（株）
ケー・オウ・エイはその条件を満足する唯一の業者
であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

「単価契約」15,000
枚まで　5.63円、
30,000枚まで　4.41
円、40,000枚まで
3.96円、40,001枚以
上　3.52円

14568
鳥取県鳥取港湾事務所
長
鳥取県鳥取市港町8

土地賃貸借

国土交通省中国地方整
備局境港湾・空港整備
事務所所長　松岡純作
鳥取県境港市昭和町9

H17.4.15 1,112,044

　鳥取県鳥取港湾事務所長との間で締結している
土地賃貸借については、中国地方整備局境港湾･
空港整備事務所において鳥取港千代地区防波堤
で使用する根固ブロック・被覆ブロック製作用地を
賃貸借契約するものである。鳥取県が所有する物
件は、以前にも地理的な面から賃貸借契約を結ん
でおり、平成１７年度についても借り上げることが得
策であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14569

境港管理組合港湾管理
委員会委員長
鳥取県境港市大正町
215

土地賃貸借

国土交通省中国地方整
備局境港湾・空港整備
事務所所長　松岡純作
鳥取県境港市昭和町9

H17.7.1 1,062,841

　境港管理組合港湾管理委員会委員長との間で締
結している土地賃貸借については、中国地方整備
局境港湾･空港整備事務所において境港外港地区
防波堤で使用する消波ブロック製作用地を賃貸借
契約するものであるが、境港管理組合が所有する
物件は、以前にも地理的な面から賃貸借契約を結
んでおり、平成１７年度についても借り上げることが
得策であり、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（工事
終了後に公募手
続きを行う）

14570
鳥取県鳥取港湾事務所
長
鳥取県鳥取市港町8

土地賃貸借

国土交通省中国地方整
備局境港湾・空港整備
事務所所長　松岡純作
鳥取県境港市昭和町9

H17.8.11 1,250,765

　鳥取県鳥取港湾事務所長との間で締結している
土地賃貸借については、中国地方整備局境港湾･
空港整備事務所において鳥取港千代地区防波堤
のケーソン製作ヤード及び消波ブロック仮置き用地
を賃貸借契約するものである。
　鳥取県が所有する物件は、以前にも地理的な面
から賃貸借契約を結んでおり、平成１７年度につい
ても借り上げることが得策であり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14571
住友生命保険（相）
大阪市中央区城見1-4-
35

福山・尾道糸崎港事務
所賃貸借

国土交通省中国地方整
備局広島港湾・空港整
備事務所所長　岩見吉
輝
広島市南区宇品海岸3-
10-28

H17.4.1 7,308,000

　住友生命保険（相）との間で締結している福山・尾
道糸崎港事務所賃貸借については、平成１７年度
から福山港で航路（－１６ｍ）浚渫工事が新規事業
として着工することとなり、補償調整業務等の増大
による増員等に対して、現事務所では狭隘となるこ
とから新事務所が必要となった。
　そのため、福山周辺において私有地、県有地等
の土地及び必要面積等を有する賃貸ビル等、当所
の条件（経済性・各関係先との調整の利便性等）に
該当する物件を調査したところ、住友生命保険相互
会社所有の住友生命福山ビルが 適と判断された
ものであり、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14572
（株）オービス
広島市西区中広町3-
27-15

防災機材保管倉庫購
入

国土交通省中国地方整
備局広島港湾・空港整
備事務所所長　岩見吉
輝
広島市南区宇品海岸3-
10-28

H17.4.1 4,200,000

　（株）オービスとの間で締結している防災機材保管
庫購入については、昨年度、当該業者と賃貸借契
約をしていたが、今後も賃貸借契約を続けるより、
購入する方が経済的に有利であるため購入するこ
とになったものであり、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14573
大和工商リース（株）
広島市中区本川町2-1-
12

呉港事務所賃貸借

国土交通省中国地方整
備局広島港湾・空港整
備事務所所長　岩見吉
輝
広島市南区宇品海岸3-
10-28

H17.4.1 3,276,000

　大和工商リース（株）との間で締結している呉港事
務所賃貸借については、呉港事務所の事務室とし
て使用するために、平成１３年１２月より賃貸借契
約しているものである。現在、呉港では防波堤や水
深７．５ｍ岸壁の整備を行っており、平成１７年度に
おいても引き続き現場に職員が常駐勤務する必要
があり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14574
大和工商リース（株）
広島市中区本川町2-1-
12

広島空港建設事務所
賃貸借

国土交通省中国地方整
備局広島港湾・空港整
備事務所所長　岩見吉
輝
広島市南区宇品海岸3-
10-28

H17.4.1 3,077,128

　大和工商リース（株）との間で締結している広島空
港建設事務所賃貸借ついては、広島空港建設事務
所の事務室として使用するために平成７年１２月よ
り賃貸借契約しているものであるが、現在、広島空
港ではターミナルの拡張や計器着陸装置の高度化
の整備を行っており、平成１７年度においても引き
続き現場に職員が常駐勤務する必要があり、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14575
富士ゼロックス（株）
広島市南区稲荷町2-16

電子複写機保守管理

国土交通省中国地方整
備局広島港湾・空港整
備事務所所長　岩見吉
輝
広島市南区宇品海岸3-
10-28

H17.4.1 3,002,129

　富士ゼロックス（株）との間で締結している電子複
写機保守管理については、中国地方整備局広島港
湾・空港整備事務所において使用する複写機の保
守を行うものである。
　業務を遂行するにあたっては、導入している複写
機を十分熟知していることが必要条件であり、当該
業者がその条件を満足する唯一の業者であり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

「単価契約」15,000
枚まで　5.37円、
30,000枚まで　4.20
円、40,000枚まで
3.78円、40,001枚以
上　3.36円

14576
セコム（株）
東京都渋谷区神宮前1-
5-1

事務所及び海洋環境
事務所並びに船舶警
備

国土交通省中国地方整
備局広島港湾・空港整
備事務所所長　岩見吉
輝
広島市南区宇品海岸3-
10-28

H17.4.1 2,657,340

　セコム（株）との間で締結している事務所及び海洋
環境事務所並びに船舶警備については、中国地方
整備局広島港湾・空港整備事務所及び海洋環境事
務所並びに当所の船舶係船場所（広島港及び呉）
において、火災、盗難、損壊その他不法行為の予
防及び災害を発見し、その排除を図るとともに、財
物の保全を図るため、自動警報装置及び巡回点検
警備を行うものである。
　当該業者は従前より当所の警備業務を実施して
きた実績があり、また同社の自動警報装置が既設
されており、撤去、新設の必要がなく、経済的にも
有利と思料されるものであり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14577
呉市長
呉市中央4-1-6

海洋環境事務所用地
借入

国土交通省中国地方整
備局広島港湾・空港整
備事務所所長　岩見吉
輝
広島市南区宇品海岸3-
10-28

H17.4.1 2,644,740

　呉市長との間で締結している海洋環境事務所用
地借入については、海洋環境事務所の敷地として
使用するために呉市行政財産の使用許可を得て借
入しているものであるが、現在、海面清掃船「おん
ど２０００」による海洋環境整備事業を行なってお
り、引き続き現場に職員が常駐勤務する必要があ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14578
（株）広島タクシー
広島市西区西観音町
15-1

タクシー乗車券使用料

国土交通省中国地方整
備局広島港湾・空港整
備事務所所長　岩見吉
輝
広島市南区宇品海岸3-
10-28

H17.4.1 2,000,000

　（株）広島タクシーとの間で締結しているタクシー
乗車券使用料については、官用車で対応できない
部分について使用する目的で契約する。タクシー運
賃について中国運輸局に確認したところ、広島市内
の法人タクシー運賃は同一地域・同一運賃である。
庁舎（南区）周辺では、多くのタクシーを所有する当
該業者が利便性に優れており、契約の相手方とし
ては も適しており、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

「単価契約」中国運
輸局認可料金

14579
双葉運輸（株）
広島市西区山田町539

旅客運送

国土交通省中国地方整
備局広島港湾・空港整
備事務所所長　岩見吉
輝
広島市南区宇品海岸3-
10-28

H17.4.1 2,000,000

　双葉運輸（株）との間で締結している旅客運送に
ついては、官用車で対応できない部分について使
用する目的で契約する。タクシー運賃について中国
運輸局に確認したところ、当該地域の法人タクシー
運賃は同一地域・同一運賃である。広島空港周辺
では、空港内に営業所をもつ当該業者が利便性に
優れており、また従前より当所と契約を実施してき
た実績がある等、契約の相手方としては も適して
おり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

「単価契約」中国運
輸局認可料金

14580
タクシー協同チケット
（株）
広島市中区三川町2-10

タクシー乗車券使用料
（その２）

国土交通省中国地方整
備局広島港湾・空港整
備事務所所長　岩見吉
輝
広島市南区宇品海岸3-
10-28

H17.4.1 1,500,000

　タクシー協同チケット（株）との間で締結しているタ
クシー乗車券使用料（その２）については、官用車
で対応できない部分について使用する目的で契約
する。タクシー運賃について中国運輸局に確認した
ところ、広島市内の法人タクシー運賃は同一地域・
同一運賃である。本局庁舎から事務所に戻る場合
も多く、本局周辺では も多くのタクシー会社が加
盟している当該業者が、契約の相手方としては も
適しており、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

「単価契約」中国運
輸局認可料金



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14581
日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋2-
15-12

複写機等賃貸借

国土交通省中国地方整
備局広島港湾・空港整
備事務所所長　岩見吉
輝
広島市南区宇品海岸3-
10-28

H17.4.1 1,304,100

　日立キャピタル（株）との間で締結している複写機
等賃貸借ついては、各種業務資料及び書類等の作
成等を円滑に行い、業務の効率化を図るために、
平成１６年６月から賃貸借契約しているものである。
同社以外の者から調達したならば、リース料の残金
一括支払が生じ、非経済的であり、競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

14582

ワイエスアイ・ナノテック
（株）
神奈川県川崎市川崎区
貝塚1-15-4

自動水質測定システム
保守管理

国土交通省中国地方整
備局広島港湾・空港整
備事務所所長　岩見吉
輝
広島市南区宇品海岸3-
10-28

H17.4.1 1,123,500

　ワイエスアイ・ナノテック（株）との間で締結してい
る自動水質測定システム保守管理については、海
面清掃船「おんど２０００」に搭載しているシステム
の保守管理を行うものである。船舶に搭載している
センサー部は一般に流通していない特別にコンパ
クトな機器を使用しており、その調整は非常に高度
な技術を必要とする。また、データ取得部は「おんど
２０００」のために設計製作されており、正しく調整す
るのは開発メーカーでなければ困難である。これら
の条件により、本業務を遂行できるのは、本システ
ムを設計製作したワイエスアイ・ナノテック（株）が唯
一の者であり、、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14583
呉市長
呉市中央4-1-6

呉港事務所用地借入

国土交通省中国地方整
備局広島港湾・空港整
備事務所所長　岩見吉
輝
広島市南区宇品海岸3-
10-28

H17.4.1 1,097,488

　呉市長との間で締結している呉港事務所用地借
入ついては、呉港事務所の敷地として使用するた
めに、呉市と賃貸借契約しているものであるが、現
在、呉港では防波堤や水深７．５ｍ岸壁の整備を
行っており、平成１７年度も引き続き現場に職員が
常駐勤務することが必要であり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14584
松岡クリーナー（株）
広島市南区出島1-6-1

ごみ処理（広島地区）

国土交通省中国地方整
備局広島港湾・空港整
備事務所所長　岩見吉
輝
広島市南区宇品海岸3-
10-28

H17.4.11 2,406,600

　松岡クリーナー（株）との間で締結しているごみ処
理（広島地区）については、当所海面清掃船「おん
ど２０００」が収集した海洋浮遊ごみを処理するもの
である。
　本業務の対象は公害の原因となるおそれもある
ごみであり、処理にあたっては十分な配慮とともに、
迅速且つ確実な処理を必要とし、また、業務内容の
特殊性から、ごみの陸揚げスケジュールに合わせ
た対応が必要不可欠である。このような条件のもと
対応可能な業者を調査したが、当該業者以外では
対応不可能であった。また、同社は数年来、旧清掃
船「おんど」の収集した海洋浮遊ごみの処理を請負
い、処理技術上も十分信頼できるものであり、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

「単価契約」コンテ
ナ１個あたり200,550
円



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14585
呉市衛生興業（株）
呉市広多賀2-4-11

ごみ処理（呉地区）

国土交通省中国地方整
備局広島港湾・空港整
備事務所所長　岩見吉
輝
広島市南区宇品海岸3-
10-28

H17.4.11 1,726,200

　呉市衛生興業（株）との間で締結しているごみ処
理（呉地区）については、当所海面清掃船「おんど２
０００」が収集した海洋浮遊ごみを処理するものであ
る。
　本業務の対象は公害の原因となるおそれもある
ごみであり、処理にあたっては十分な配慮とともに、
迅速且つ確実な処理を必要とし、また、業務内容の
特殊性から、ごみの陸揚げスケジュールに合わせ
た対応が必要不可欠である。このような条件のもと
対応可能な業者を調査したが当該業者以外では対
応不可能であった。また、同社は数年来、旧清掃船
「おんど」の収集した海洋浮遊ごみの処理を請負
い、処理技術上も十分信頼できるものであり、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

「単価契約」コンテ
ナ１個あたり143,850
円

14586
リコー中国（株）
広島市中区八丁堀5-7

複写機ファクシミリ兼
用機等保守管理（その
３）

国土交通省中国地方整
備局広島港湾・空港整
備事務所所長　岩見吉
輝
広島市南区宇品海岸3-
10-28

H17.5.31 1,352,500

　リコー中国（株）との間で締結している複写機ファ
クシミリ兼用機等保守管理（その３）については、広
島港湾・空港整備事務所及び福山・尾道糸崎港事
務所において使用する複写機ファクシミリ兼用機等
の保守を行うものである。
  業務を遂行するにあたり、導入している複写機を
十分熟知していることが必要条件であり、リコー中
国（株）はその条件を満足する唯一の業者であり、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

「単価契約」1,000枚
まで　7.2円、4,000
枚まで　5.2円、
4,000枚以上　4.8円

14587
（株）神田造船所
呉市吉浦新町1-6-21

海面清掃船「おんど２０
００」洗浄等

国土交通省中国地方整
備局広島港湾・空港整
備事務所所長　岩見吉
輝
広島市南区宇品海岸3-
10-28

H17.8.12 2,554,650

　（株）神田造船所との間で締結している海面清掃
船「おんど２０００」洗浄等については、平成１７年８
月１０日に山口県柳井市沖において発生した貨物
船の衝突事故により大量の油が流出したことから、
第六管区海上保安本部からの出動要請に基づき、
当所所有の海面清掃船「おんど２０００」により流出
油の回収作業を行った際、「おんど２０００」および
搭載している調査艇の船体に付着した油を洗浄す
ると共に、浮遊ごみ回収作業中、流出油によって不
具合が生じた調査艇機関部について修理を行うも
のである。
　本業務は、帰港した際に周辺海域の油による汚
染を防ぐとともに、直ちに通常運航ができるよう、緊
急に作業を行う必要がある。このため、帰港時に速
やかに対応できるよう海洋環境事務所近辺の業者
を調査したところ、（株）神田造船所は呉市若葉町に
ドックを有しており、また周辺海域の汚染を防止す
るためのオイルフェンスも備えていること等、履行期
間・作業体制において緊急に作業する事ができるこ
とから、同社が契約の相手方として 適であり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に
一般競争入札に
移行）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14588
大和工商リース（株）
広島市西区楠木町3-1-
40

広島空港建設事務所
賃貸借（その２）

国土交通省中国地方整
備局広島港湾・空港整
備事務所所長　岩見吉
輝
広島市南区宇品海岸3-
10-28

H17.11.28 1,134,000

大和工商リース（株）との間で締結している広島空
港建設事務所賃貸借（その２）については、事務室
として使用するために平成７年１２月より賃貸借契
約しているものであるが、現在、広島空港ではター
ミナルの拡張や計器着陸装置の高度化の整備を
行っており、平成１７年度も引き続き現場に職員が
常駐勤務することが必要であり、競争を許さないた

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14589
富士ゼロックス（株）
広島市南区稲荷町2-16

複写機２台保守

国土交通省中国地方整
備局広島港湾空港技術
調査事務所所長　松本
英雄
広島市中区三川町2-10

H17.4.1 4,147,536

　富士ゼロックス（株）との間で締結している複写機
２台保守については、中国地方整備局広島港湾空
港技術調査事務所において使用する複写機の保
守を行うものである。
　業務を遂行するにあたっては、導入している複写
機を十分熟知していることが必要条件であり、当該
業者がその条件を満足する唯一の業者であり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

「単価契約」5,000枚
まで　6.16円、
10,000枚まで　5.28
円、15,000枚まで
4.85円、15,001枚以
上　4.41円

14590
合同産業（株）
広島市中区大手町2-7-
10

庁舎清掃業務

国土交通省中国地方整
備局広島港湾空港技術
調査事務所所長　松本
英雄
広島市中区三川町2-10

H17.4.1 1,215,774

合同産業（株）との間で締結している庁舎清掃につ
いては、当局が庁舎として借り上げている愛媛ビル
の賃貸借室内の清掃を行うものである。当該契約
については、ビルの管理上、同社に一元的に委託
することが庁舎の賃貸借契約書で決められており、
庁舎の賃貸借の調達と不可分な関係にあることか
ら、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14591
アレック電子（株）
神戸市西区井吹台東町
7-2-3

瀬戸内海水質連続観
測業務

国土交通省中国地方整
備局広島港湾空港技術
調査事務所所長　松本
英雄
広島市中区三川町2-10

H17.5.18 2,310,000

　アレック電子（株）との間で締結している瀬戸内海
水質連続観測業務については、瀬戸内海総合水質
調査データの検証並びに補完等を目的とするもの
で、当事務所所有の観測機器（水温水深計及び塩
分水温計）により、海水温、塩分濃度及び潮位を年
間を通じて連続的に観測するものである。
　観測機器の要件としては、高精度かつ大量の
データ記録容量の機能、機器の設置及び保守管理
の容易性等が求められるが、アレック電子（株）が
開発した観測機器は、小型軽量タイプにも係わらず
一定期間の大量のデータを記録する機能があり、
また小型軽量ということでデータ解析において定期
的なデータ取得が必要な時に取扱いが便利である
ことから、平成14年度から昨年度までアレック電子
（株）の機器で観測を行っている。また、正確で継続
的な測定を行うためには、定期的な機器の作動テ
スト、分解整備等のメンテナンス及び重大な故障時
の迅速な対応は不可欠であり、これは機器の構造
に精通した製造元である当該業者しか行うことがで
きないものであり、競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14592
復建調査設計（株）
広島市東区光町2-11-
31

造成及び自然干潟現
地調査

国土交通省中国地方整
備局広島港湾空港技術
調査事務所所長　松本
英雄
広島市中区三川町2-10

H17.5.30 20,475,000

　復建調査設計（株）との間で締結している造成及
び自然干潟現地調査については、造成干潟の機能
発揮要因の検証並びに設計・施工技術の検討に必
要な各種調査・分析を実施するものである。
　本業務は、標準プロポーザル方式により技術提
案書の提出要請を５社に行なった結果、４社から技
術提案書が提出された。広島港湾空港技術調査事
務所建設コンサルタント等選定委員会により評価し
た結果、当該業者の評価が も高かったため、本
業務の契約の相手方として特定されたものであり、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14593
日本工営（株）
広島市南区西荒神町1-
8

岩国港道路（１号線）
基本設計

国土交通省中国地方整
備局広島港湾空港技術
調査事務所所長　松本
英雄
広島市中区三川町2-10

H17.12.1 19,950,000

　日本工営（株）との間で締結している岩国港道路
（１号線）基本設計については、岩国港道路のうち１
号橋について、基本設計レベルの検討及び動的解
析法による耐震性能の照査結果に基づき、構造形
式の比較案の選定や検討等を行うものである。
　本業務は、標準プロポーザル方式により技術提
案書の提出要請を４社に行った結果、全社から技
術提案書が提出された。広島港湾空港技術調査事
務所建設コンサルタント等選定委員会により評価し
た結果、当該業者の評価が も高かったため、本
業務の契約相手方として特定されたものであり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14594
富士通リース（株）
東京都新宿区西新宿二
丁目７番１号

港湾空港ＷＡＮシステ
ム用パーソナルコン
ピュータ等賃貸借

四国地方整備局次長矢
下忠彦高松市番町３丁
目４番１８号

H17.4.1 46,053,000

富士通リース（株）と間で締結している港湾空港ＷＡ
Ｎシステム用パーソナルコンピュータ等賃貸借につ
いては、平成１６年３月から３年リースの契約をして
おり、場所が限定されることにより、供給者が一に
特定されるとしている賃貸借契約等であって当該場
所でなければ行政事務を行うことが不可能であり、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

14595

（株）オオクボエンタープ
ライズ
香川県木田郡庵治町１
０番地７

五番丁ビル賃貸借
四国地方整備局次長矢
下忠彦高松市番町３丁
目４番１８号

H17.4.1 42,956,172

（株）オオクボエンタープライズとの間で締結してい
る五番庁ビル賃貸借は、四国地方整備局の庁舎と
して使用するものである。契約にあたり調査したとこ
ろ、当方の希望する条件（敷地面積・敷地内に駐車
場があること・執務室の面積・利便性等）を満たす
物件は当物件しかない。これらの条件を満たす者
は当該法人をおいて他になく、場所が限定されるこ
とにより、供給者が一に特定されるとしている賃貸
借契約等であって当該場所でなければ行政事務を
行うことが不可能であり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14596
富士通リース（株）
東京都新宿区西新宿二
丁目７番１号

港湾空港ＷＡＮシステ
ム機器等保守業務

四国地方整備局次長矢
下忠彦高松市番町３丁
目４番１８号

H17.4.1 14,364,000

富士通リース（株）との間で締結している港湾空港
ＷＡＮシステム機器等保守業務は、四国地方整備
局港湾空港ＷＡＮシステムを円滑かつ効率的に運
用するためにネットワーク機器・ネットワークソフト
ウェアの保守業務を行うものである。富士通リース
（株）は「港湾空港ＷＡＮシステム用パーソナルコン
ピュータ等賃貸借」の契約相手であることから本業
務の対象機種の所有権は同社が保有している。現
在同社は障害発生時において、必要な修理・交換
部品を常備確保し敏速に対応を行っており、導入し
ている機器・ネットワークソフトウェアに充分精通し
ている。従って、当該業務を遂行できる唯一の者で
あり、場所が限定されることにより、供給者が一に
特定されるとしている賃貸借契約等であって当該場
所でなければ行政事務を行うことが不可能であり、
競争を許さないため。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に
一般競争入札に
移行）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14597
住友生命保険（相）
大阪府大阪市中央区城
見１丁目４番３５号

高松港湾空港技術調
査事務所賃貸借

四国地方整備局次長矢
下忠彦高松市番町３丁
目４番１８号

H17.4.1 11,333,676

住友生命保険（相）との間で締結している高松港湾
空港技術調査事務所賃貸借は、四国地方整備局
高松港湾空港技術調査事務所の庁舎として使用す
るものである。契約にあたり調査したところ、当方の
希望する条件（敷地面積・執務室の面積・利便性
等）を満たす物件は当物件しかない。これらの条件
を満たす者は当該法人をおいて他になく、場所が限
定されることにより、供給者が一に特定されるとして
いる賃貸借契約等であって当該場所でなければ行
政事務を行うことが不可能であり、競争を許さない
ため（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14598
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内
三丁目４番１号

サーバ及び端末装置
賃貸借・保守

四国地方整備局次長矢
下忠彦高松市番町３丁
目４番１８号

H17.4.1 4,523,400

日本電子計算機（株）との間で締結しているサーバ
及び端末装置賃貸借・保守は、港湾情報処理シス
テムを構成するサーバおよびネットワーク機器港湾
技術の研究・開発及び港湾・空港整備事業を支援
するため、四国地方整備局に設置されている港湾
情報処理システムの賃貸借・保守および据付調査
を行うものである。本システムは国土技術総合政策
研究所と本省そして地方整備局等からネットワーク
を介して利用する共同利用のシステムである。本件
を遂行するに当たって現在稼働中の港湾情報処理
システムは、港湾関係独自の複雑なシステムを多
数連携又はデータ連携をさせて運用しており、なお
かつ国土技術政策総合研究所に集中化し、ネット
ワークを介して各地方整備局等から利用する共同
利用システムであるため、国土技術総合政策研究
所の機器等とも互換性が保たれていること。・現在
稼働中のシステムについて機器構成を把握してい
ると共に、港湾ＷＡＮのネットワーク構成を把握し、
統括的な機器の保守管理が可能なこと。全ての機
器の円滑な運用を実現するためには、システムの
保守だけでなく迅速な修理や部品交換が受けられ
ることが重要となる。全国各地に営業所と保守サー
ビスセンターを備え、専門技術者を有する者は、当
該法人をおいて他になく、場所が限定されることに
より、供給者が一に特定されるとしている賃貸借契
約等であって当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14599
富士通リース（株）
東京都新宿区西新宿二
丁目７番１号

港湾空港WANｼｽﾃﾑ用
ルータ等機器賃貸借

四国地方整備局次長矢
下忠彦高松市番町３丁
目４番１８号

H17.4.1 4,073,076

富士通リース（株）との間で締結している港湾空港
ＷＡＮシステム用ルータ等機器賃貸借は、同社と平
成１７年３月から２年リースの契約をしており、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

14600
（株）時事通信社
東京都中央区銀座５－
１５－８

情報提供業務
四国地方整備局次長矢
下忠彦高松市番町３丁
目４番１８号

H17.4.1 1,512,000

（株）時事通信社との間で締結している情報提供業
務は、中央省庁や地方自治体の動向についてきめ
細かな情報提供を受けるほか、内外の政治、経
済、社会のニュースについても、的確かつ敏速に提
供を受けるものである。（株）時事通信社は、専門の
「i-JAMP」を用いて中央省庁、自治体に配置した取
材記者から現行を敏速に校正、処理できる「時事通
信社i-JAMPセンター」からインターネットにより四国
地方整備局の各端末に接続できる体制を確立して
いることから、本業務を執行することにより有益な情
報を的確かつ敏速に入手できるようになる。本業務
における「時事通信社i-JAMPセンター」は同社が独
自に開発し、そこで発信される情報はすべて同社が
著作権を有する。「時事通信社i-JAMPセンター」を
利活用することが必要不可欠となるとともに、同社
のみしか本ネットワークを構築し、各今後の運用を
行うことができない。以上のことから当該法人が本
業務を遂行できる唯一の法人であり、特許権、著作
権に関わる技術、機器、設備又はシステム等を用
いる必要があり、競争を許さないため。（会計法２９
条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14601
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内
三丁目４番１号

工事帳票システム用
パーソナルコンピュー
タ賃貸借・保守

四国地方整備局次長矢
下忠彦高松市番町３丁
目４番１８号

H17.4.1 1,280,160

日本電子計算機（株）との間で締結している工事帳
票システム用パーソナルコンピュータ賃貸借・保守
は、日本電子計算機（株）と平成１６年８月から２年
８ヶ月リースの契約をしており、場所が限定されるこ
とにより、供給者が一に特定されるとしている賃貸
借契約等であって当該場所でなければ行政事務を
行うことが不可能であり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14602
国際警備保障（株）　香
川県高松市高松町３００
９番地４

坂出港事務所庁舎警
備

四国地方整備局高松港
湾・空港整備事務所長
桑島　隆一　高松市浜ノ
町７２－９

H17.4.1 1,436,400

国際警備保障（株）との間で締結している坂出港庁
舎警備について、既設のシステムを有しており経済
的に有利であり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14603
ダイオーペーパーテック
（株）　四国中央市三島
紙屋町５番１号

三島川之江港工事用
地賃貸借（その１）

四国地方整備局松山港
湾・空港整備事務所長
中村　正勝　松山市海
岸通２４２６番地１

H17.4.1 8,972,600

ダイオーペーパーテック（株）との間で締結して
いる三島川之江港工事用地賃貸借（その１）に
ついては、条件を満たす用地が外になく、当該
場所でなければ行政事務を行うことが不可能
であり、、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（工事
終了後に公募手
続きを行う）

14604

ダイオーペーパーコン
バーティング（株）　四国
中央市寒川町４７６５番
地１１

三島川之江港工事用
地賃貸借（その２）

四国地方整備局松山港
湾・空港整備事務所長
中村　正勝　松山市海
岸通２４２６番地１

H17.4.1 6,511,806

ダイオーペーパーコンバーティング（株）との間
で締結している三島川之江港工事用地賃貸借
（その２）については、条件を満たす用地が外
になく、当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であり、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（工事
終了後に公募手
続きを行う）

14605
ダイオーエンジニアリン
グ（株）　四国中央市寒
川町４７６５番地の２

三島川之江港工事用
地賃貸借（その３）

四国地方整備局松山港
湾・空港整備事務所長
中村　正勝　松山市海
岸通２４２６番地１

H17.4.1 3,986,640

ダイオーエンジニアリング（株）との間で締結し
ている三島川之江港工事用地賃貸借（その３）
については、条件を満たす用地が外になく、当
該場所でなければ行政事務を行うことが不可
能であり、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（工事
終了後に公募手
続きを行う）

14606
松山市長　松山市二番
町４－７－２

事務所用地借上（その
２）

四国地方整備局松山港
湾・空港整備事務所長
中村　正勝　松山市海
岸通２４２６番地１

H17.4.1 2,414,734

松山市との間で締結している事務所用地借上
（その２）については、継続使用であり、当該場
所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14607
四国中央市長　四国中
央市三島宮川４丁目６
番５５号

三島川之江港事務所
借上

四国地方整備局松山港
湾・空港整備事務所長
中村　正勝　松山市海
岸通２４２６番地１

H17.4.1 1,832,548

四国中央市との間で締結している三島川之江
港事務所借上については、継続使用であり、
当該場所でなければ行政事務を行うことが不
可能であり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
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（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14608
愛媛綜合警備保障（株）
松山市空港通二丁目６
番２７号

庁舎等警備保障

四国地方整備局松山港
湾・空港整備事務所長
中村　正勝　松山市海
岸通２４２６番地１

H17.4.1 1,828,575

愛媛綜合警備保障（株）との間で締結している
庁舎等警備保障については、同社により設置
した自動警報装置の耐用年数内であり、同社
以外の者から調達等をしたならばその使用、
利用に著しい支障が生ずるおそれがあり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14609
今治市長　今治市別宮
町１－４－１

今治港事務所借上

四国地方整備局松山港
湾・空港整備事務所長
中村　正勝　松山市海
岸通２４２６番地１

H17.4.1 1,776,994

今治市との間で締結している今治港事務所借
上については、継続使用であり、当該場所でな
ければ行政事務を行うことが不可能であり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14610
日成ビルド工業（株）
松山市朝生田町１－８
－６

仮設倉庫等賃貸借

四国地方整備局松山港
湾・空港整備事務所長
中村　正勝　松山市海
岸通２４２６番地１

H17.4.1 1,596,000

日成ビルド工業（株）との間で締結している仮
設倉庫等賃貸借については、当該物件は同社
により設置しており、当該場所でなければ行政
事務を行うことが不可能であり、競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14611

徳島県
徳島県徳島市万代町１
丁目１番地

庁舎敷地借入

四国地方整備局小松島
港湾・空港整備事務所
長　礒田　賢一　小松島
市小松島町字新港９－
３

H17.4.1 3,118,759

徳島県との間で締結している庁舎敷地借入に
ついては、場所が限定されることにより、供給
者が一に特定されるとしている賃借契約であ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14612
（株）ポルテック　　東京
都港区新橋４丁目３番１
号

車輌管理業務

四国地方整備局小松島
港湾・空港整備事務所
長　礒田　賢一　小松島
市小松島町字新港９－
３

H17.4.1 6,338,187 予算決算及び会計令第９９条の２ 見直しの余地あり 競争入札に移行
単価契約　基本月
額４６２，０００円等



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14613
（株）ゼニライトブイ
岡山県倉敷市玉島乙島
８２３４－１６

高知港三里地区標識
灯点検
１式

四国地方整備局　高知
港湾・空港整備事務所
長　菅沼　史典　高知県
高知市種崎８７４番地

H17.4.1 10,499,500

（株）ゼニライトブイとの間で締結している許可
標識灯の点検は、その重要性から、万が一の
故障発生時にも即修理可能な保守体制が充
実していることが要求されるとともに、標識灯の
性能仕様を熟知している必要があることから、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14614
（株）ゼニライトブイ
岡山県倉敷市玉島乙島
８２３４－１６

須崎港湾口地区標識
灯点検
１式

四国地方整備局　高知
港湾・空港整備事務所
長　菅沼　史典　高知県
高知市種崎８７４番地

H17.4.1 6,856,500

（株）ゼニライトブイとの間で締結している許可
標識灯の点検は、その重要性から、万が一の
故障発生時にも即修理可能な保守体制が充
実していることが要求されるとともに、標識灯の
性能仕様を熟知している必要があることから、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14615
大和工商リース（株）
高知県南国市明見字大
政所９６０－１

須崎港湾建設事務所
賃貸借
１戸

四国地方整備局　高知
港湾・空港整備事務所
長　菅沼　史典　高知県
高知市種崎８７４番地

H17.4.1 6,550,812

大和工商リース（株）との間で締結している本
物件は、須崎港湾建設事務所用建物として使
用するものである。須崎港湾建設事務所用建
物はリース方式を採用しており、平成２２年３月
３１日までの契約となっており、競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14616

高知ハイヤー共同チ
ケット（株）
高知県高知市桜馬場９
番８号

タクシー乗車券使用

四国地方整備局　高知
港湾・空港整備事務所
長　菅沼　史典　高知県
高知市種崎８７４番地

H17.4.1 4,279,060

高知ハイヤー共同チケット（株）との間で締結し
ている本業務は、高知市内全域及び高知県内
のタクシー会社で使用可能なタクシーチケット
を取り扱う会社と契約する必要があるが、この
条件を満たすのは高知ハイヤー共同チケット
（株）以外なく、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14617
住友大阪セメント（株）
香川県高松市寿町２丁
目２番１０号

作業ヤード賃貸借（そ
の４）
２，７３０ｍ２、３，２７６
ｍ２

四国地方整備局　高知
港湾・空港整備事務所
長　菅沼　史典　高知県
高知市種崎８７４番地

H17.4.1 4,001,715

住友大阪セメント（株）との間で締結している本
作業ヤード賃貸借は、高知港三里地区防波堤
（東第一）建設に使用するブロック類の製作・仮
置をするために使用するものである。前年度に
引き続き今年度も使用する必要があるため並
びに当方の希望する要件を満たす用地が他に
なく、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（工事
終了後に公募手
続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所
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14618
綜合警備保障（株）
高知県高知市駅前町５
番５号

庁舎等警備
１式

四国地方整備局　高知
港湾・空港整備事務所
長　菅沼　史典　高知県
高知市種崎８７４番地

H17.4.1 3,767,400

綜合警備保障（株）との間で締結している本業
務は、当所の警備は綜合警備保障（株）が警
備施設を設置しており、当所の警備対象箇所
についても熟知しており、また同社の警備能力
は高度な物であり十分信頼できる。以上の理
由により当所の警備計画に適合する警備を実
施できるのは綜合警備保障（株）しかなく、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14619
個人情報保護法に基づ
き非公表

作業ヤード賃貸借（そ
の５）
５，６００．０５８ｍ２

四国地方整備局　高知
港湾・空港整備事務所
長　菅沼　史典　高知県
高知市種崎８７４番地

H17.4.1 3,000,000

本作業ヤード賃貸借は、須崎港湾口地区防波
堤建設に使用するブロック類の製作・仮置をす
るために使用するものである。前年度に引き続
き今年度も使用する必要があるため並びに当
方の希望する要件を満たす用地が他になく、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施（工事
終了後に公募手
続きを行う）

14620
宝ハイヤー(有）
高知県須崎市原町１丁
目９番２４号

タクシー乗車券使用

四国地方整備局　高知
港湾・空港整備事務所
長　菅沼　史典　高知県
高知市種崎８７４番地

H17.4.1 2,347,040

宝ハイヤー（有）との間で締結している本業務
は、事務所からの距離などの立地条件及びタ
クシーチケット仕様の可否を考慮し事務所周辺
のタクシー会社を調査した結果、条件を満たす
のは宝ハイヤー（有）以外なく、競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14621
国見山石灰鉱業（株）
高知県高知市仁井田４
５６５－１

作業ヤード賃貸借（そ
の６）
１，６７９ｍ２

四国地方整備局　高知
港湾・空港整備事務所
長　菅沼　史典　高知県
高知市種崎８７４番地

H17.4.1 2,260,605

国見山石灰鉱業（株）との間で締結している本
作業ヤード賃貸借は、室津港室津地区作業
ヤード埋立に使用する土砂の仮置及び搬出す
るために使用するものである。前年度に引き続
き今年度も使用する必要があるため並びに当
方の希望する要件を満たす用地が他になく、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施（工事
終了後に公募手
続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14622
高知県石油業協同組合
高知県高知市大原町８
０番地２

揮発油外２点購入

四国地方整備局　高知
港湾・空港整備事務所
長　菅沼　史典　高知県
高知市種崎８７４番地

H17.4.1 1,699,173
事業協同組合保護育成のため、同組合から直
接に物件を買い入れるため。

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

単価契約
揮発油 @129.15
灯油  @80.85
軽油  @72.45

14623

高知県信用漁業協同組
合連合会
高知県高知市本町１丁
目６番２１号

室津港湾建設事務所
賃貸借
１戸

四国地方整備局　高知
港湾・空港整備事務所
長　菅沼　史典　高知県
高知市種崎８７４番地

H17.4.1 1,582,560

高知県信用漁業協同組合連合会との間で締
結している本物件は、室津港湾建設事務所用
地として使用するものである。前年度に引き続
き今年度も建物を使用する必要があり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14624
室戸タクシー（有）
高知県室戸市室津２４４
８番地６

タクシー乗車券使用

四国地方整備局　高知
港湾・空港整備事務所
長　菅沼　史典　高知県
高知市種崎８７４番地

H17.4.1 1,363,280

室戸タクシー（有）との間で締結している本業務
は、事務所からの距離などの立地条件及びタ
クシーチケット仕様の可否を考慮し事務所周辺
のタクシー会社を調査した結果、条件を満たす
のは室戸タクシー（有）以外なく、競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14625
住友生命保険（相）
大阪市中央区城見一丁
目４番３５号

事務所共益費

四国地方整備局高松港
湾空港技術調査事務所
長　野田　厳
高松市番町１－６－１

H17.4.1 5,886,084

住友生命保険（相）との間で締結している本業
務については、当事務所賃借に対応する共用
部分に関して、電気、水道、その他維持管理に
係る業務を履行するものである。それらは、ビ
ル賃貸借契約上の付帯条件となっていること
から、取り決め等明確な根拠に基づき契約の
相手方が特定される場合であり、競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14626
三井造船（株）
高松市亀井町５－１

船舶保管点検整備業
務

四国地方整備局高松港
湾空港技術調査事務所
長　野田　厳
高松市番町１－６－１

H17.4.1 2,310,000

三井造船（株）との間で締結している本業務
は、船舶（海面清掃兼油回収船）「いしづち」に
おける船体及び搭載機器・装置の保管点検整
備を行うものである。上記「いしづち」改造にあ
たっては、平成１５年度施工の船体一部更新、
船体艤装及び機関艤装の一部更新に引き続
き、平成１６年度には船体全般更新、船体艤装
及び機関部の一部更新、電気部並びに塵芥・
油回収装置の一部更新を実施し、平成１７年
度において本船全般更新が予定されている。
三井造船株式会社は、平成１５年度及び平成
１６年度における同船の改造に当たり、当局が
求める改造性能（船速等）を満足する設計を行
い、独自の経験工学的な技術を用いて施工を
実施していることから、現段階で同船の詳細部
分について熟知しているのは同社のみである。
本調達物件等に連接性のある場合であってそ
れらの相手方以外の者から調達等をしたなら
ばその使用、利用に著しい支障が生じるおそ
れがある場合であり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14627
郡ビルド（株）
徳島市沖浜東２丁目１３
番地

海水浄化実験施設賃
貸借

四国地方整備局高松港
湾空港技術調査事務所
長　野田　厳
高松市番町１－６－１

H17.4.1 2,125,620

郡ビルド（株）との間で締結している実験施設
賃貸借については、人工水路によるデータ取
得・解析等、現地調査を含め本格的調査を小
松島港湾・空港整備事務所において実施する
にあたり平成11年度より同事務所と郡ビルド㈱
の間で賃貸借契約を行ってきたものであるが、
平成14年度末をもって契約を終了することと
なった。しかしながら、高松港湾空港技術調査
事務所では、産学官が連携した技術開発的な
研究契約及び調査発注を計画しており、それら
においては今後も同施設における取得測定
データが必要不可欠となっている。依って平成
15年度からも、高松港湾空港技術調査事務所
において本施設を設置し継続使用していること
から、場所が限定され、供給者が一に特定され
る賃貸借契約等であって、当該場所でなけれ
ば行政事務を行うことが不可能である場合で
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

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

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14628
オリーブ美家工業（株）
高松市天神前４番３１号

庁舎清掃

四国地方整備局高松港
湾空港技術調査事務所
長　野田　厳
高松市番町１－６－１

H17.4.1 1,155,420

オリーブ美家工業（株）との間で締結している庁舎
清掃については、当局が庁舎として借り上げている
住友生命高松ビルの賃貸借室内の清掃を行うもの
である。当該契約については、ビルの管理上、同社
に一元的に委託することが庁舎の賃貸借契約書で
決められており、庁舎の賃貸借の調達と不可分な
関係にあることから、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14629
住友生命保険（相）
大阪市中央区城見一丁
目４番３５号

事務所賃貸借

四国地方整備局高松港
湾空港技術調査事務所
長　野田　厳
高松市番町１－６－１

H17.4.1 19,770,660

本賃貸借について調査したところ、当方の希望する
条件（面積・利便性等）を満たす物件は住友生命高
松ビルだけであることから、同ビルの所有者である
住友生命保険相互会社と、会計法第２９条の３第４
項の「契約の性質または目的が競争を許さない場
合」に基づき随意契約するものである。

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14630

（株）富士インダストリー
ズ
兵庫県神戸市中央区明
石町３２

船舶（海面清掃船）「み
ずき」改造

四国地方整備局次長矢
下忠彦高松市番町３丁
目４番１８号

H17.4.28 19,740,000

（株）富士インダストリーズとの間で締結している船
舶（海面清掃船）「みずき」改造は、当局の海洋環境
整備事業の一環として実施している瀬戸内海総合
水質調査に使用している総合水質測定装置の自動
化のための改造を行うものである。（株）富士インダ
ストリーズは、海面清掃船「みずき」に搭載している
総合水質測定装置の全体システムについて独自の
技術を駆使して開発制作したものである。装置の開
発及び制作に関しては、「みずき」の特性を生かし、
効率的な業務となることを考慮した装置として制作
されている。本改造を行うにあたり、同社は既存施
設に精通し、本装置の設計から制作の知識、経験
を持つ唯一の者であり、既調達物品等に連接して
使用する物品等の調達その他連接性のある調査・
委託及びシステムを継続して使用する場合であっ
て、それらの相手方以外の者から調達等をしたなら
ばその使用、利用に著しい支障が生ずるおそれが
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14631
今治市長　今治市別宮
町１－４－１

今治港工事用地賃貸
借

四国地方整備局松山港
湾・空港整備事務所長
中村　正勝　松山市海
岸通２４２６番地１

H17.6.3 2,886,400

今治市との間で締結している今治港工事用地
賃貸借については、継続使用であり、当該場
所でなければ行政事務を行うことが不可能で
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所
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14632
三井造船（株）
香川県高松市亀井町５
番地の１

船舶（海面清掃兼油回
収船）「いしづち」改造

四国地方整備局次長矢
下忠彦高松市番町３丁
目４番１８号

H17.6.23 434,889,000

三井造船（株）との間で締結している船舶（海面清
掃兼油回収船）「いしづち」改造は、松山港を基地
港とする海面清掃兼油回収船「いしづち」について、
老朽化した船体の更新並び機関を含めた各偽装の
換装、ゴミ回収能力の向上を等を目的とした諸設備
更新等の改造を行うものである。本改造は、平成１
５、１６年度に引き続き実施するものであり、三井造
船（株）の自社造船所における施設配置、長年蓄積
された経験工学的な製造技術、高度な実験やシミュ
レーションのノウハウ、更にこれらが統合された品
質管理プロセス（ISO9000S）といった設計から製造
までのプロセスが三井造船独自のものとなってい
る。結果、現状においては、他造船所での作業との
互換性は低いものとなっている。こうしたことから、
平成１６年度の継続施工内容を他造船所に実施さ
せることはできない。なお、施工を一貫して同一業
者で実施することにより、所定の品質が確保でき、
改造後の瑕疵の所在が明白となる。以上のことか
ら、当該法人が本業務を遂行できる唯一の者であ
り、既調達物品等に連接して使用する物品等の調
達その他連接性のある調査・委託及びシステムを
継続して使用する場合であって、それらの相手方以
外の者から調達等をしたならばその使用、利用に
著しい支障が生ずるおそれがあり、競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14633
山陽映画（株）　岡山市
西川原１０－１

三島川之江港金子地
区記録ビデオ撮影

四国地方整備局松山港
湾・空港整備事務所長
中村　正勝　松山市海
岸通２４２６番地１

H17.7.8 2,782,500 予算決算及び会計令第９９条の２ 見直しの余地あり 競争入札に移行



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
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14634
四国ゼロックス（株）
香川県高松市磨屋町８
番地１

電子複写機保守等
５台

四国地方整備局　高知
港湾・空港整備事務所
長　菅沼　史典　高知県
高知市種崎８７４番地

H17.7.20 2,816,094

四国ゼロックスとの間で締結している保守業務
は、本機器を常時正常に使用するためには、
定期点検及び消耗品の補充（用紙は除く）は必
要不可欠である。製造元である四国ゼロックス
（株）は、本機器を熟知しており、技術的にも十
分信頼できる。また、消耗品の調達も他社では
調達できないことにより、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

単価契約　　DCC320CPﾓﾃﾞ
ﾙDD ２台 黒ﾓｰﾄﾞ 1～1,000
@6.7935 1,001～3,000
@6.09 3,001以上 @5.7435 ﾌ
ﾙｶﾗｰﾓｰﾄﾞ 1～1,000
@35.217 1,001～3,000
@30.8175 3,001以上
@26.418
DocuCentre 507CP １台 黒
ﾓｰﾄﾞ 1～15,000 @5.6385
15,001～30,000 @4.41
30,001～40,000 @3.969
40,001以上 @3.528
DocuCentreColor 500CP
507CP １台 黒ﾓｰﾄﾞ 1～
5,000 @6.1635 5,001～
10,000 @5.2815 10,001～
15,000 @4.851 15,001以上
@4.41 ﾌﾙｶﾗｰﾓｰﾄﾞ 1～1,000
@39.6165 1,001～3,000
@35.217 3,001以上
@30.8175
DocuColor 1250CPAD １台
黒ﾓｰﾄﾞ 1～5,000 @6.1635
5,001～10,000 @5.2815
10,001～15,000 @4.851
15,001以上 @4.41 ﾌﾙｶﾗｰ
ﾓｰﾄﾞ 1～1,000 @39.6165
1,001～3,000 @35.217 3,001
以上 @30.8175

14635
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコ
モ　香川県高松市錦町
２丁目４－８

危機管理用衛星電話・
画像伝送装置購入

四国地方整備局高松港
湾・空港整備事務所長
桑島　隆一　高松市浜ノ
町７２－９

H17.8.8 1,542,135

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモとの間で締結している危
機管理用衛星電話・画像伝送装置購入について、
当事務所保有の衛星電話等と互換性があり、災害
時の通信施設の復旧等について実績があり、衛星
電話の開発・普及において高い信頼性を有してお
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度から一
般競争入札に移
行）

14636
松山地方局長　松山市
北持田町１３２

ブロック製作ヤード借
上（その１）

四国地方整備局松山港
湾・空港整備事務所長
中村　正勝　松山市海
岸通２４２６番地１

H17.8.25 1,524,914

松山地方局との間で締結しているブロック製作
ヤード借上（その１）については、継続使用であ
り、当該場所でなければ行政事務を行うことが
不可能であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14637
アレック電子（株）　神戸
市西区井吹台東町７丁
目２番３

ダビット周辺機器制作
等取換え

四国地方整備局高松港
湾・空港整備事務所長
桑島　隆一　高松市浜ノ
町７２－９

H17.9.27 2,688,000

アレック電子（株）との間で締結しているダビット周
辺機器制作等取換えについては、周辺機器の製
作・取換えに必要な自動水質測定装置の構造特性
等に熟知しており、競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に
一般競争入札に
移行）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14638

特定非営利活動法人高
松まちづくり研究会　高
松市番町一丁目３番２８
－２０５

みなとまちづくり資料
作成業務

四国地方整備局高松港
湾・空港整備事務所長
桑島　隆一　高松市浜ノ
町７２－９

H17.9.30 2,700,000

特定非営利活動法人高松まちづくり研究会との間
で締結したみなとまちづくり資料作成業務につい
て、資料作成に必要な市民参加型社会の形成手法
に卓越した知見を持ち、かつ行政主導ではない中
立的な立場を有しており、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度から一
般競争入札に移
行）

14639
松山観光ターミナル
（株）　松山市高浜町５
－２２５９－１

松山みなとまち絵地図
購入

四国地方整備局松山港
湾・空港整備事務所長
中村　正勝　松山市海
岸通２４２６番地１

H17.10.5 6,600,000

松山観光ターミナル（株）との間で締結している
松山みなとまち絵地図購入については、当該
製品は同社が発行しており、出版元等からの
書籍等を購入するものであり、競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14640
（株）ゼニライトブイ
岡山県倉敷市玉島乙島
８２３４－１６

高知港灯浮標点検整
備
１式

四国地方整備局　高知
港湾・空港整備事務所
長　菅沼　史典　高知県
高知市種崎８７４番地

H17.10.12 2,467,500

（株）ゼニライトブイとの間で締結している本業
務は、（株）ゼニライトブイ社製（耐波浪型、
ZWB-130型）の灯浮標の整備であり、整備内
容は、灯浮標の構成部品である、同期点滅装
置及び点滅器の整備である。これらの作業は、
灯浮標の構造・仕様を熟知している必要があ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14641
（株）ゼニライトブイ
岡山県倉敷市玉島乙島
８２３４－１６

須崎港灯浮標点検整
備
１式

四国地方整備局　高知
港湾・空港整備事務所
長　菅沼　史典　高知県
高知市種崎８７４番地

H17.10.31 4,567,500

（株）ゼニライトブイとの間で締結している本業
務は、（株）ゼニライトブイ社製（3NC改造型７
基、耐波浪型 ZWB-130型２基）の灯浮標の整
備であり、これらの整備内容は、同期点滅装置
及び点滅器の整備、灯浮標の標体の塗装、消
耗品の交換をするものである。これらの作業
は、灯浮標の構造・仕様を熟知している必要が
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14642
ダイオーペーパーテック
（株）　四国中央市三島
紙屋町５番１号

三島川之江港工事用
地賃貸借（その６）

四国地方整備局松山港
湾・空港整備事務所長
中村　正勝　松山市海
岸通２４２６番地１

H17.11.1 3,118,850

ダイオーペーパーテック（株）との間で締結して
いる三島川之江港工事用地賃貸借（その６）に
ついては、条件を満たす用地が外になく、当該
場所でなければ行政事務を行うことが不可能
であり、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（工事
終了後に公募手
続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
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（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14643
企業組合　大崎造船鉄
工所
丸亀市蓮菜町１番地

船舶（海面清掃兼油回
収船）「わしゅう」修理

四国地方整備局高松港
湾空港技術調査事務所
長　野田　厳
高松市番町１－６－１

H17.11.1 14,490,000 予算決算及び会計令第９９条の２ 見直しの余地あり 競争入札に移行

14644

徳島県立産業観光交流
センター　アスティとくし
ま
徳島市山城町東浜傍示
１

会場等借上

四国地方整備局高松港
湾空港技術調査事務所
長　野田　厳
高松市番町１－６－１

H17.11.7 2,272,640

徳島県立産業観光交流センターアスティとくし
まとの間で締結している本借り上げは、「建設
フェアー」を開催するため、会場を借り上げるも
のである。本借り上げに際しては、当該説明会
の参加予定者数の収容に伴う会場の規模、実
施時期及び立地条件が適している会場を調査
した結果、徳島県立観光交流センターしかない
ことから、場所が限定され、供給者が一に特定
される賃貸借契約等であって、当該場所でなけ
れば行政事務を行うことが不可能である場合
であり、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14645
神戸船渠工業（株）
兵庫県神戸市兵庫区西
出町１丁目１番８号

船舶（海面清掃船）「み
ずき」修理

四国地方整備局次長矢
下忠彦高松市番町３丁
目４番１８号

H17.11.8 35,175,000 予算決算及び会計令第９９条の２ 見直しの余地あり 競争入札に移行

14646
（株）ゼニライトブイ　岡
山県倉敷市玉島乙島８
２３４－１６

松山港灯浮標等整備

四国地方整備局松山港
湾・空港整備事務所長
中村　正勝　松山市海
岸通２４２６番地１

H17.12.2 3,307,500

（株）ゼニライトブイとの間で締結している松山
港灯浮標等整備については、当該製品は同社
製であるため構造・仕様を熟知しており、同社
以外の者から調達等をしたならばその使用、
利用に著しい支障が生ずるおそれがあり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14647
（株）ゼニライトブイ　岡
山県倉敷市玉島乙島８
２３４－１６

三島川之江港灯浮標
整備

四国地方整備局松山港
湾・空港整備事務所長
中村　正勝　松山市海
岸通２４２６番地１

H17.12.7 1,890,000

（株）ゼニライトブイとの間で締結している三島川之
江港灯浮標整備については、当該製品は同社製で
あるため構造・仕様を熟知しており、同社以外の者
から調達等をしたならばその使用、利用に著しい支
障が生ずるおそれがあり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14648
（株）村上組　香川県高
松市東ハゼ町８７７番地

高松空港場周柵改良
等工事

四国地方整備局高松港
湾・空港整備事務所長
桑島　隆一　高松市浜ノ
町７２－９

H17.12.16 109,200,000 予算決算及び会計令第９９条の２ 見直しの余地あり 競争入札に移行



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14649
東芝ソリューション（株）
香川県高松市鍛冶屋町
３番地

国有財産管理システム
改良業務

四国地方整備局次長矢
下忠彦高松市番町３丁
目４番１８号

H17.12.19 3,230,850

東芝ソリューション（株）との間で締結している国有
財産管理システム改良業務は、現在導入している
国有財産管理システムのバージョンアップ及び価
格改定機能の追加を行うものである。今回機能を
追加する国有財産台帳の価格改定は、国有財産法
に基づき５年ごとに実施することとなっており、今年
度がこの作業年度となっている。東芝ソリューション
（株）は国有財産システムを開発した会社であり本
システムのバージョンアップ及び価格改定機能の
追加作業を行える唯一の会社であり、既調達物品
等に連接して使用する物品等の調達その他連接性
のある調査・委託及びシステムを継続して使用する
場合であって、それらの相手方以外の者から調達
等をしたならばその使用、利用に著しい支障が生ず
るおそれがあり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14650
住友大阪セメント（株）
香川県高松市寿町２丁
目２番１０号

作業ヤード賃貸借（そ
の７）

四国地方整備局　高知
港湾・空港整備事務所
長　菅沼　史典　高知県
高知市種崎８７４番地

H17.12.20 1,369,710

住友大阪セメント（株）との間で締結している本
作業ヤードは、高知港三里地区防波堤（東第
一）に使用するテトラポッドの製作をするために
使用するものである。用地選定の結果、当方
の希望する要件を満たす用地が他になく、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施（工事
終了後に公募手
続きを行う）

14651
（株）エイトコンサルタン
ト　香川県高松市福田
町１２－４

高松港（朝日地区）漁
業補償調査業務

四国地方整備局高松港
湾・空港整備事務所長
桑島　隆一　高松市浜ノ
町７２－９

H17.12.26 9,502,500

（株）エイトコンサルタントとの間で締結している高松
港（朝日地区）漁業補償調査については、香川県が
発注した調査業務とのデータの共有、補償額算定
の整合が図れるなど、業務を効率的に実施でき、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度から一
般競争入札に移
行）

14652
（株）エイトコンサルタン
ト　香川県高松市福田
町１２－４

非常用電源設備設置
等工事監理業務

四国地方整備局高松港
湾・空港整備事務所長
桑島　隆一　高松市浜ノ
町７２－９

H17.12.26 3,307,500

（株）エイトコンサルタントとの間で締結した非常用
電源設備設置等工事監理業務については、指名競
争を２回執行したが落札業者がなく、既に着手して
いた非常用電源設備設置等工事の監理を迅速に
行う必要があり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１８年度から一
般競争入札に移
行）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
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契約を締結した日
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（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14653
（株）カイジョーソニック
大阪府大阪市淀川区西
宮原１丁目４番３０号

与島検潮所システム改
良業務

四国地方整備局高松港
湾・空港整備事務所長
桑島　隆一　高松市浜ノ
町７２－９

H17.12.26 2,415,000

（株）カイジョーソニックとの間で締結している与島
検潮所システム改良業務については、既存のシス
テムに精通しており、機器間の互換性やシステム全
体の安定について熟知しており、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に
一般競争入札に
移行）

14654
錦浦漁業協同組合
高知県須崎市浜町二丁
目４番９号

須崎港交通船用船

四国地方整備局　高知
港湾・空港整備事務所
長　菅沼　史典　高知県
高知市種崎８７４番地

H18.2.8 1,543,500

錦浦漁業協同組合との間で締結している本交
通船は、須崎港における当所の請負工事監督
用として使用するものであり、須崎港及びその
周辺において調査したところ、同者しか借上可
能な船舶を所有しておらず、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に
一般競争入札に
移行）

14655
（株）ゼニライトブイ　岡
山県倉敷市玉島乙島８
２３４－１６

灯浮標補修・点検

四国地方整備局高松港
湾・空港整備事務所長
桑島　隆一　高松市浜ノ
町７２－９

H18.2.17 14,175,000

（株）ゼニライト・ブイとの間で締結している灯浮標補
修・点検については、点検・調整・灯器の取り外しに
必要な灯浮標の性能及び機能を熟知しており、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に
一般競争入札に
移行）

14656
（株）カイジョーソニック
大阪府大阪市淀川区西
宮原１丁目４番３０号

高知港波浪観測機器
修理

四国地方整備局　高知
港湾・空港整備事務所
長　菅沼　史典　高知県
高知市種崎８７４番地

H18.2.21 10,815,000

（株）カイジョーソニックとの間で締結している波高
波向観測装置においては、近年、既存ストックの有
効活用における国有港湾施設の点検診断の実施
や大規模地震による津波の防災対策など危機管理
への要請の高まりから、ナウファスの観測データ収
集をリアルタイム化し、港湾整備における一層高度
な施工管理に資するもの、及びインターネットにより
台風時等の波高等の防災情報として公開できる波
高波向観測装置の改良・修理等を実施するもので
あるが、実施にあたっては波高、波向を一体的に観
測でき、得られたデータをインターネットで公開する
という観点から、波高、波向を一体的に観測できる
とともに、同時に潮位、風向、風速、気圧の観測も
できること、波高周期のほか、波浪の方向スペクト
ルを同時に算出することができること、同一地点の
長期観測ができることという特徴を有する海象計を
使う必要がある。しかしながらこの特徴を有する海
象計は同社のものしかなく、特許を保有しているこ
とから、他の者では改良。修理等を行うことができ
ない。よって特許権、著作権に関わる技術、機器、
設備又はシステム等を用いる必要があり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14657

（株）富士インダストリー
ズ
神戸市中央区明石町３
２番地

船舶（海面清掃船）「み
ずき」改造（その２）

四国地方整備局高松港
湾空港技術調査事務所
長　野田　厳
高松市番町１－６－１

H18.2.21 1,898,400

（株）富士インダストリーズとの間で締結してい
る本業務は、当局の海洋環境事業の一環とし
て実施している瀬戸内海総合水質調査に使用
している総合水質測定装置の改造を行うもの
である。本改造を行うためには総合水質測定
装置本体、及び船舶搭載型装置の測定方法に
関することに精通している必要がある。（株）イ
ンダストリーズは、海面清掃船「みずき」に搭載
している総合水質装置全体のシステムについ
て、独自の技術を活用して開発制作した者であ
る。装置の開発及び制作に際しては「みずき」
の特性を生かし、効率的な業務となることを考
慮した装置として制作されていることから、本
調達物件等に連接性のある場合であってそれ
らの相手方以外の者から調達等をしたならば
その使用、利用に著しい支障が生じるおそれ
がある場合であり、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14658
（株）カイジョーソニック
大阪府大阪市淀川区西
宮原１丁目４番３０号

波浪観測機器改良

四国地方整備局　高知
港湾・空港整備事務所
長　菅沼　史典　高知県
高知市種崎８７４番地

H18.2.28 5,932,500

（株）カイジョーソニックとの間で締結している波高
波向観測装置においては、近年、既存ストックの有
効活用における国有港湾施設の点検診断の実施
や大規模地震による津波の防災対策など危機管理
への要請の高まりから、ナウファスの観測データ収
集をリアルタイム化し、港湾整備における一層高度
な施工管理に資するもの、及びインターネットにより
台風時等の波高等の防災情報として公開できる波
高波向観測装置の改良・修理等を実施するもので
あるが、実施にあたっては波高、波向を一体的に観
測でき、得られたデータをインターネットで公開する
という観点から、波高、波向を一体的に観測できる
とともに、同時に潮位、風向、風速、気圧の観測も
できること、波高周期のほか、波浪の方向スペクト
ルを同時に算出することができること、同一地点の
長期観測ができることという特徴を有する海象計を
使う必要がある。しかしながらこの特徴を有する海
象計は同社のものしかなく、特許を保有しているこ
とから、他の者では改良。修理等を行うことができ
ない。よって特許権、著作権に関わる技術、機器、
設備又はシステム等を用いる必要があり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
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（円）
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14659
（株）ゼニライトブイ
岡山県倉敷市玉島乙島
８２３４－１６

須崎港灯浮標整備

四国地方整備局　高知
港湾・空港整備事務所
長　菅沼　史典　高知県
高知市種崎８７４番地

H18.3.3 1,344,000

（株）ゼニライトブイとの間で締結している本業
務は、（株）ゼニライトブイ社製（3NC 改造型、
耐波浪型 ZWB-130型、ﾎﾟﾘﾌﾛｰﾄｽｰﾊﾟｰﾌﾞｲ）の
灯浮標の整備であり、これらの整備は、灯浮標
の製造販売元である（株）ゼニライトブイしかで
きないことにより、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14660
フルノ関西販売（株）
愛媛県宇和島市明倫町
５丁目１－１０

水深管理ソフト購入

四国地方整備局松山港
湾・空港整備事務所長
中村　正勝　松山市海
岸通２４２６番地１

H18.3.6 1,675,800

フルノ関西販売（株）との間で締結している水
深管理ソフト購入については、当該製品と相互
関係にある水深測定器は同社が販売してお
り、同社以外の者から調達等をしたならばその
使用、利用に著しい支障が生ずるおそれがあ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14661
（株）ゼニライトブイ　岡
山県倉敷市玉島乙島８
２３４－１６

今治港灯浮標整備

四国地方整備局松山港
湾・空港整備事務所長
中村　正勝　松山市海
岸通２４２６番地１

H18.3.10 2,782,500

（株）ゼニライトブイとの間で締結している今治
港灯浮標整備については、当該製品は同社製
であるため構造・仕様を熟知しており、同社以
外の者から調達等をしたならばその使用、利
用に著しい支障が生ずるおそれがあり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14662
水道機工（株）
東京都世田谷区桜丘５
丁目４８番１６号

海水淡水化装置購入

四国地方整備局　高知
港湾・空港整備事務所
長　菅沼　史典　高知県
高知市種崎８７４番地

H18.3.13 3,255,000

水道機工（株）との間で締結している海水淡水
化装置の購入は、海水淡水化装置選定にあた
り、飲料水等を相当分確保するには６ｌ／分の
淡水化能力を有することや、非常用電源用架
台と海面の高低差から、揚程７ｍ以上の能力
を有することが必要となる。各社取扱い製品の
設計・改造費等を比較しても、本能力を有する
海水淡水化装置は、水道機工（株）の形式ＡＷ
－７２００－ＭⅡしかなく、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所
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14663

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコ
モ四国
高知県高知市北本町４
丁目５番４０号

危機管理用衛星携帯
電話・画像伝達装置購
入

四国地方整備局　高知
港湾・空港整備事務所
長　菅沼　史典　高知県
高知市種崎８７４番地

H18.3.15 1,131,900

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモとの間で締結してい
る本購入は、同社がこれまで数々の衛星携帯
電話機器の開発・普及を行ってきており、高い
信頼性・経験を有している。また、国内一の情
報伝達速度を備えた機器を有している者であ
り、「港湾の危機管理情報システム」における
情報通信手段と構築することが出来る唯一の
者であり、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14664
ワイエスアイ・ナノテック
（株）　川崎市川崎区貝
塚１－１５－４

自動水質測定システム
保守管理技術指導業
務

四国地方整備局松山港
湾・空港整備事務所長
中村　正勝　松山市海
岸通２４２６番地１

H18.3.16 1,382,850

ワイエスアイ・ナノテック（株）との間で締結して
いる自動水質測定システム保守管理技術指導
業務については、当該システムは同社が設計
製作しており、同社以外の者から調達等をした
ならばその使用、利用に著しい支障が生ずる
おそれがあり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14665
アレック電子（株）　神戸
市井吹台東町７丁目２
番３

自動水質測定装置総
合点検調整

四国地方整備局松山港
湾・空港整備事務所長
中村　正勝　松山市海
岸通２４２６番地１

H18.3.16 1,197,000

アレック電子（株）との間で締結している自動水
質測定装置総合点検調整については、当該製
品は同社製であるため製品について熟知して
おり、同社以外の者から調達等をしたならばそ
の使用、利用に著しい支障が生ずるおそれが
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14666
三井造船鉄構工事（株）
岡山県岡山市幸町８番
２９号

いしづち修理

四国地方整備局松山港
湾・空港整備事務所長
中村　正勝　松山市海
岸通２４２６番地１

H18.3.20 1,178,100

三井造船鉄構工事（株）との間で締結している
いしづち修理については、修理箇所である油
回収装置は同社が設計しており、同社以外の
者から調達等をしたならばその使用、利用に著
しい支障が生ずるおそれがあり、競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
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14667

キャノンシステムアンド
サポート（株）
下関市一の宮本町２丁
目５番１５号

デジタル電子（複合）複
写機賃貸借及保守②

九州地方整備局下関港
湾空港技術調査事務所
長吉田秀樹下関市東大
和町２－２９－１

H17.4.1 3,259,455

キャノンシステムアンドサポ－ト（株）との間で締結し
ているデジタル電子（複合）複写機賃貸借及保守
（２）事業については、継続して賃貸借した方が経済
的に得策であり、またさらにキャノン製品の保守業
務は同社以外には不可能であり、既調達物品等に
連接して使用する物品等の調達その他連接性のあ
る調査・委託及びシステムを継続して使用する場合
であって、それらの相手方以外の者から調達等をし
たならばその使用、利用に著しい支障が生ずるお
それがあり、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項)

見直しの余地あり

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

単価契約

14668
住商リース（株）
大阪市中央区北浜４丁
目５番３３号

パーソナルコンピュー
タ1式賃貸借⑦

九州地方整備局下関港
湾空港技術調査事務所
長吉田秀樹下関市東大
和町２－２９－１

H17.4.1 2,835,000

住商リース(株)との間で締結しているパーソナルコ
ンピュータ1式賃貸借⑦事業については、継続して
賃貸借した方が経済的に得策であり、既調達物品
等に連接して使用する物品等の調達その他連接性
のある調査・委託及びシステムを継続して使用する
場合であって、それらの相手方以外の者から調達
等をしたならばその使用、利用に著しい支障が生ず
るおそれがあり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項)

見直しの余地あり

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

14669
下関タクシーチケットセ
ンター（有）
下関市赤間町３番２４号

乗用自動車による旅
客運送

九州地方整備局下関港
湾空港技術調査事務所
長吉田秀樹下関市東大
和町２－２９－１

H17.4.1 2,053,700

下関タクシーチケットセンター（有）との間で締結して
いる乗用自動車による旅客運送事業については、
予算決算及び会計令第99条の8に該当するもので
あり、法令、条約、閣議決定、地方公共団体との取
り決め等明確な根拠に基づき契約の相手方が特定
され、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

単価契約

14670
（株）ソルネット
北九州市八幡東区中央
２丁目８番１３号

ネットワーク保守

九州地方整備局下関港
湾空港技術調査事務所
長吉田秀樹下関市東大
和町２－２９－１

H17.4.1 1,438,500

(株)ソルネットとの間で締結しているネットワーク保
守事業については、平成9年から当事務所の情報
処理ネットワークを同社が全てを構築してきたもの
であり、既調達物品等に連接して使用する物品等
の調達その他連接性のある調査・委託及びシステ
ムを継続して使用する場合であって、それらの相手
方以外の者から調達等をしたならばその使用、利
用に著しい支障が生ずるおそれがあり、競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に
一般競争入札に
移行）



点検結果 講ずる措置 備考件数
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14671

キャノンシステムアンド
サポート（株）
下関市一の宮本町２丁
目５番１５号

カラープリンタ（複合）
賃貸借及保守

九州地方整備局下関港
湾空港技術調査事務所
長吉田秀樹下関市東大
和町２－２９－１

H17.4.1 1,438,072

キャノンシステムサンドサポ－ト（株）との間で締結
しているカラープリンタ(複合）賃貸借及保守事業に
ついては、継続して賃貸借した方が経済的に得策
であり、またさらにキャノン製品の保守業務は同社
以外には不可能であり、既調達物品等に連接して
使用する物品等の調達その他連接性のある調査・
委託及びシステムを継続して使用する場合であっ
て、それらの相手方以外の者から調達等をしたなら
ばその使用、利用に著しい支障が生ずるおそれが
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第
４項)

見直しの余地あり

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

単価契約

14672
三井リース事業（株）
広島市中区大手町２丁
目７番１０号

パーソナルコンピュー
タ1式賃貸借④

九州地方整備局下関港
湾空港技術調査事務所
長吉田秀樹下関市東大
和町２－２９－１

H17.4.1 1,219,680

三井リース事業株式会社広島支店との間で締結し
ているパーソナルコンピュータ1式賃貸借④事業に
ついては、継続して賃貸借した方が経済的に得策
であり、既調達物品等に連接して使用する物品等
の調達その他連接性のある調査・委託及びシステ
ムを継続して使用する場合であって、それらの相手
方以外の者から調達等をしたならばその使用、利
用に著しい支障が生ずるおそれがあり、競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり

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

14673
富士ゼロックス（株）
大分市都町１－１－２３

デジタル電子複合複写
機3台賃貸借及び保守

九州地方整備局別府港
湾･空港整備事務所長
尾坐巧別府市石垣東
10-3-15

H17.4.1 4,289,256

富士ゼロックス（株）大分営業所との間で締結して
いるデジタル電子複合複写機3台賃貸借及保守事
業については、継続して賃貸借した方が経済的に
得策であり、またさらにゼロックス社製品の保守業
務は同社以外には不可能であり、既調達物品等に
連接して使用する物品等の調達その他連接性のあ
る調査・委託及びシステムを継続して使用する場合
であって、それらの相手方以外の者から調達等をし
たならばその使用、利用に著しい支障が生ずるお
それがあり、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項)

見直しの余地あり

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

単価契約



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14674
三井リース事業（株）
福岡市博多区下川端町
２番１号

LANシステム用パーソ
ナルコンピュータ1式賃
貸借⑤

九州地方整備局別府港
湾･空港整備事務所長
尾坐巧別府市石垣東
10-3-15

H17.4.1 2,297,352

三井リース事業株式会社福岡支店との間で締結し
ているLANシステム用パーソナルコンピュータ1式賃
貸借⑤事業については、継続して賃貸借した方が
経済的に得策であり、既調達物品等に連接して使
用する物品等の調達その他連接性のある調査・委
託及びシステムを継続して使用する場合であって、
それらの相手方以外の者から調達等をしたならば
その使用、利用に著しい支障が生ずるおそれがあ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項)

見直しの余地あり

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

14675
三井リース事業（株）
福岡市博多区下川端町
２番１号

パーソナルコンピュー
タ1式外3件賃貸借

九州地方整備局別府港
湾･空港整備事務所長
尾坐巧別府市石垣東
10-3-15

H17.4.1 1,881,684

三井リース事業株式会社福岡支店との間で締結し
ているLANシステム用パーソナルコンピュータ1式賃
貸借⑤事業については、継続して賃貸借した方が
経済的に得策であり、既調達物品等に連接して使
用する物品等の調達その他連接性のある調査・委
託及びシステムを継続して使用する場合であって、
それらの相手方以外の者から調達等をしたならば
その使用、利用に著しい支障が生ずるおそれがあ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項)

見直しの余地あり

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

14676
ＮＥＣリース（株）
福岡市博多区御供所町
１番１号

LANシステム用パーソ
ナルコンピュータ1式賃
貸借④

九州地方整備局別府港
湾･空港整備事務所長
尾坐巧別府市石垣東
10-3-15

H17.4.1 1,781,640

ＮＥＣリース株式会社九州支社との間で締結してい
るLANシステム用パーソナルコンピュータ1式賃貸
借④事業については、継続して賃貸借した方が経
済的に得策であり、既調達物品等に連接して使用
する物品等の調達その他連接性のある調査・委託
及びシステムを継続して使用する場合であって、そ
れらの相手方以外の者から調達等をしたならばそ
の使用、利用に著しい支障が生ずるおそれがあり、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり

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

14677
リコーリース（株）
東京都中央区銀座７丁
目１６番３号

LANシステム用パーソ
ナルコンピュータ1式賃
貸借

九州地方整備局別府港
湾･空港整備事務所長
尾坐巧別府市石垣東
10-3-15

H17.4.1 1,274,700

リコーリース株式会社との間で締結しているLANシ
ステム用パーソナルコンピュータ1式賃貸借事業に
ついては、継続して賃貸借した方が経済的に得策
であり、既調達物品等に連接して使用する物品等
の調達その他連接性のある調査・委託及びシステ
ムを継続して使用する場合であって、それらの相手
方以外の者から調達等をしたならばその使用、利
用に著しい支障が生ずるおそれがあり、競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり

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



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14678
富士ゼロックス（株）
大分市都町１－１－２３

デジタル電子複合複写
機2台賃貸借及び保守

九州地方整備局別府港
湾･空港整備事務所長
尾坐巧別府市石垣東
10-3-15

H17.4.1 1,146,096

富士ゼロックス（株）大分営業所との間で締結して
いるデジタル電子複合複写機2台賃貸借及保守事
業については、継続して賃貸借した方が経済的に
得策であり、またさらにゼロックス社製品の保守業
務は同社以外には不可能であり、既調達物品等に
連接して使用する物品等の調達その他連接性のあ
る調査・委託及びシステムを継続して使用する場合
であって、それらの相手方以外の者から調達等をし
たならばその使用、利用に著しい支障が生ずるお
それがあり、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項)

見直しの余地あり

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

単価契約

14679
個人情報保護法に基づ
き非公表

大分港事務所賃貸借

九州地方整備局別府港
湾･空港整備事務所長
尾坐巧別府市石垣東
10-3-15

H17.4.1 1,011,000

土地所有者との間で締結している大分港事務所賃
貸借事業については、交通の利便性等を考慮し、
事務所用地として借り上げるものであり、場所が限
定されることにより、供給者が一に特定されるとして
いる賃貸借契約等であって当該場所でなければ行
政事務を行うことが不可能であり、競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14680

（株）イー・ディー・アイ
東京都港区虎ノ門１丁
目２－８　　　虎ノ門琴
平タワー１９階

土地35,880.69㎡賃貸
借

九州地方整備局下関港
湾事務所長小原和行下
関市東大和町2丁目10-
2

H17.4.1 16,270,000

（株）イー・ディー・アイとの間で締結している土地
35,80.69㎡事業については、下関沖合人工島整備
事業を施工する際に必要なブロック等製作及び同
仮置ヤードとして賃貸借契約し、使用するものであ
り、場所が限定されることにより、供給者が一に特
定されるとしている賃貸借契約等であって当該場所
でなければ行政事務を行うことが不可能であり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（工事
終了後に公募手
続きを行う）

14681
三井化学（株）
東京都港区東新橋１－
５－２

土地24,912.96㎡賃貸
借

九州地方整備局下関港
湾事務所長小原和行下
関市東大和町2丁目10-
2

H17.4.1 13,770,000

三井化学(株)との間で締結している土地24,912.96
㎡事業については、下関沖合人工島整備事業の一
環として、橋梁築造に必要な橋梁ブロック等の仮置
ヤードとして、賃貸借契約し使用するものであり、場
所が限定されることにより、供給者が一に特定され
るとしている賃貸借契約等であって当該場所でなけ
れば行政事務を行うことが不可能であり、競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（工事
終了後に公募手
続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
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随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14682
山口ゼロックス（株）
山口市小郡黄金町４―
１

複写機2台賃貸借及び
保守

九州地方整備局下関港
湾事務所長小原和行下
関市東大和町2丁目10-
2

H17.4.1 3,333,568

富士ゼロックス山口(株)との間で締結している複写
機2台賃貸借及び保守事業については、当所の港
湾整備事業における計画、積算、調査、設計及び
施工等に係る各種資料及び図面等の作成を円滑
に遂行するために契約するものである。これまで
は、白黒複写、カラ－複写及びパソコンプリンタ－
それぞれの単体機を導入し使用してきたが、白黒・
カラ－・プリンタ－の３機能を備えた複合機を導入
することにより経済性が図れるので、これに大型図
面を主に複写するための白焼機を加えて複写機市
場を調査したところ、業務の遂行に大きな支障を来
さない性能を有するものであり、既調達物品等に連
接して使用する物品等の調達その他連接性のある
調査・委託及びシステムを継続して使用する場合で
あって、それらの相手方以外の者から調達をしたな
らばその使用、利用に著しい支障が生ずるおそれ
があり、競争を許さない。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（２１年度に一般
競争入札を行い
次年度以降は、
国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）

単価契約

14683
東京リース（株）
福岡市中央区天神
１丁目１３―６

パーソナルコンピュー
タ1式賃貸借②

九州地方整備局下関港
湾事務所長小原和行下
関市東大和町2丁目10-
2

H17.4.1 2,696,400

東京リース(株)との間で締結しているパーソナルコ
ンピュータ1式賃貸借②事業については、継続して
賃貸借した方が経済的に得策であり、既調達物品
等に連接して使用する物品等の調達その他連接性
のある調査・委託及びシステムを継続して使用する
場合であって、それらの相手方以外の者から調達
等をしたならばその使用、利用に著しい支障が生ず
るおそれがあり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項)

見直しの余地あり

競争入札に移行
（２１年度に一般
競争入札を行い
次年度以降は、
国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）

単価契約

14684
山口リコー（株）
下関市一の宮町
２丁目１６―１５

デジタル電子複合複写
機2台賃貸借及び保守

九州地方整備局下関港
湾事務所長小原和行下
関市東大和町2丁目10-
2

H17.4.1 1,513,449

山口リコー(株)との間で締結しているデジタル電子
複合複写機２台賃貸借及び保守事業については、
当所の港湾整備事業における計画、積算、調査、
設計、及び施工等に係る各種資料等の作成を円滑
に遂行するために賃貸借及び保守契約するもので
ある。本物件は平成１５年２月１日より山口リコ－株
式会社下関支店と契約し使用してきたものである
が、継続して賃貸借及び保守契約を締結する方が
経済的に得策であるので、既調達物品等に連接し
て使用する物品等の調達その他連接性のある調
査・委託及びシステムを継続して使用する場合で
あって、それらの相手方以外の者から調達等をした
ならばその使用、利用に著しい支障が生ずるおそ
れがあり、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項)

見直しの余地あり

競争入札に移行
（２１年度に一般
競争入札を行い
次年度以降は、
国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）

単価契約



点検結果 講ずる措置 備考件数
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14685
（株）ソルネット
北九州市八幡東区中央
２丁目８―１３

ネットワーク保守

九州地方整備局下関港
湾事務所長小原和行下
関市東大和町2丁目10-
2

H17.4.1 1,470,000

(株)ソルネットとの間で締結しているネットワーク保
守事業については、平成9年から当事務所の情報
処理ネットワークを同社が全てを構築してきたもの
であり、既調達物品等に連接して使用する物品等
の調達その他連接性のある調査・委託及びシステ
ムを継続して使用する場合であって、それらの相手
方以外の者から調達等をしたならばその使用、利
用に著しい支障が生ずるおそれがあり、競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に
一般競争入札に
移行）

14686
ダイワボウ情報システ
ム（株）北九州市戸畑区
中原新町２－１

情報処理ネットワーク
保守管理

九州地方整備局副局長
岩瀧清治山口県下関市
竹崎町4-6-1

H17.4.1 10,710,000

ダイワボウ情報システム(株)との間で締結している
情報処理ネットワーク保守管理事業については、管
内の情報システムを円滑かつ効率的に運用するこ
とを目的に、ハードウェアの保守管理、各種サー
バ・クライアントの運用管理、ネットワーク機器等の
管理・監視及び技術的なサポートを行うものであ
る。本業務を実施するにあたっては、港湾WANのシ
ステム構成、構築意図を詳細にわたり十分理解し
ていることが不可欠であり、情報セキュリティの確保
からも不特定の業者にパスワードやアドレスを公開
することは不適切である。ダイワボウ情報システム
株式会社は、港湾WANネットワーク回線の増速化
に伴う新システムの構築及び、インターネット関連
機器の導入に携わっており、港湾WANシステム全
体を熟知している。したがって、情報セキュリティの
確保及び万一の障害にも迅速かつ適切に対応でき
る業者は同社をおいてほかにない。よって、特許
権、著作権に関わる技術、機器、設備又はシステム
等を用いる必要があり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に
一般競争入札に
移行）

14687
山口ゼロックス（株）
山口市小郡黄金町４－
１

デジタル電子複合複写
機４台賃貸借及び保守

九州地方整備局副局長
岩瀧清治山口県下関市
竹崎町4-6-1

H17.4.1 8,831,329

富士ゼロックス山口（株）との間で締結しているデジ
タル電子複合複写機４台賃貸借及保守事業につい
ては、継続して賃貸借した方が経済的に得策であ
り、またさらにゼロックス社製品の保守業務は同社
以外には不可能であり、既調達物品等に連接して
使用する物品等の調達その他連接性のある調査・
委託及びシステムを継続して使用する場合であっ
て、それらの相手方以外の者から調達等をしたなら
ばその使用、利用に著しい支障が生ずるおそれが
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第
４項)

見直しの余地あり

競争入札に移行
（２１年度に一般
競争入札を行い
次年度以降は、
国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）

単価契約



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14688

キャノンシステムアンド
サポート（株）
下関市一の宮本町２丁
目５－１５

デジタル電子複合複写
機５台賃貸借及び保守

九州地方整備局副局長
岩瀧清治山口県下関市
竹崎町4-6-1

H17.4.1 6,234,293

キャノンS&S（株）との間で締結しているデジタル電
子複合複写機５台賃貸借及保守事業については、
継続して賃貸借した方が経済的に得策であり、また
さらにキャノン社製品の保守業務は同社以外には
不可能であり、既調達物品等に連接して使用する
物品等の調達その他連接性のある調査・委託及び
システムを継続して使用する場合であって、それら
の相手方以外の者から調達等をしたならばその使
用、利用に著しい支障が生ずるおそれがあり、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり

競争入札に移行
（２１年度に一般
競争入札を行い
次年度以降は、
国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）

単価契約

14689
（株）時事通信社
福岡市中央区天神２－
１３－７

行財政情報サービス
提供業務

九州地方整備局副局長
岩瀧清治山口県下関市
竹崎町4-6-1

H17.4.1 5,040,000

（株）時事通信社との間で締結している行財政情報
サ－ビス提供業務については、中央省庁や地方自
治体の動向についてきめ細かな情報提供を受ける
ほか、国内外の清治、経済、社会のニュースについ
ても、インターネットを通じて的確かつ迅速に情報提
供を受けるものである。近年の社会情勢は日々め
まぐるしく展開し、公共事業を司る行政官庁として
は、リアルタイムに的確な情報を収集し、事業執行
のよりいっそうの向上を図る必要がある。㈱時事通
信社福岡支社は、中央省庁、各自治体に配置した
専属記者からの原稿を迅速に校正・処理できる独
自のネットワークを持ち、それらの情報を的確かつ
迅速にインターネットにて配信を行っている。本業
務を遂行するにあたり必要不可欠な条件である広
域的かつ的確で迅速に情報を提供できる業者は㈱
時事通信社福岡支社をおいて他になく、競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14690
ダイワボウ情報システ
ム（株）北九州市戸畑区
中原新町２－１

ＷＡＮシステム用パー
ソナルコンピュータ１式
賃貸借

九州地方整備局副局長
岩瀧清治山口県下関市
竹崎町4-6-1

H17.4.1 3,982,860

ダイワボウ情報システム(株)北九州支店との間で締
結しているＷＡＮシステム用パーソナルコンピュータ
１式賃貸借事業は、継続して賃貸借した方が経済
的に得策であり、既調達物品等に連接して使用す
る物品等の調達その他連接性のある調査・委託及
びシステムを継続して使用する場合であって、それ
らの相手方以外の者から調達等をしたならばその
使用、利用に著しい支障が生ずるおそれがあり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり

競争入札に移行
（２１年度に一般
競争入札を行い
次年度以降は、
国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量
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（具体的かつ詳細に記載）

14691
佐川急便（株）
広島市南区出島一丁目
１９番２０号

小荷物運送
九州地方整備局副局長
岩瀧清治山口県下関市
竹崎町4-6-1

H17.4.1 3,980,830

佐川急便（株）との間で締結している小荷物運送事
業については、予算決算及び会計令第99条の8に
該当するものであり、法令、条約、閣議決定、地方
公共団体との取り決め等明確な根拠に基づき契約
の相手方が特定され、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に
一般競争入札に
移行）

単価契約

14692
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内
三丁目４番１号

電子計算機端末装置
１式賃貸借及び保守

九州地方整備局副局長
岩瀧清治山口県下関市
竹崎町4-6-1

H17.4.1 3,025,260

日本電子計算機(株)との間で締結している電子計
算機端末装置１式賃貸借及び保守事業について
は、港湾情報処理システム専用の端末であり、調
査・設計・積算・発注・施工等の業務処理アプリケー
ションやデータベースの利用において、機能や動作
の保証上の理由から本製品以外では不可能であ
り、またさらに継続賃借する方が経済的に得策であ
る。よって、既調達物品等に連接して使用する物品
等の調達その他連接性のある調査・委託及びシス
テムを継続して使用する場合であって、それらの相
手方以外の者から調達等をしたならばその使用、
利用に著しい支障が生ずるおそれがあり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14693
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内
三丁目４番１号

電子計算機端末装置
１式賃貸借及び保守②

九州地方整備局副局長
岩瀧清治山口県下関市
竹崎町4-6-1

H17.4.1 2,658,600

日本電子計算機(株)との間で締結している電子計
算機端末装置１式賃貸借及び保守②事業について
は、港湾情報処理システム専用の端末であり、調
査・設計・積算・発注・施工等の業務処理アプリケー
ションやデータベースの利用において、機能や動作
の保証上の理由から本製品以外では不可能であ
り、またさらに継続賃借する方が経済的に得策であ
る。よって、既調達物品等に連接して使用する物品
等の調達その他連接性のある調査・委託及びシス
テムを継続して使用する場合であって、それらの相
手方以外の者から調達等をしたならばその使用、
利用に著しい支障が生ずるおそれがあり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14694
ＮＥＣリース（株）
広島市中区紙屋町二丁
目２番１２号

パーソナルコンピュー
タ１式賃貸借（７）

九州地方整備局副局長
岩瀧清治山口県下関市
竹崎町4-6-1

H17.4.1 1,809,360

ＮＥＣリ－ス(株)との間で締結しているパーソナルコ
ンピュータ1式賃貸借（７）事業については、継続して
賃貸借した方が経済的に得策であり、既調達物品
等に連接して使用する物品等の調達その他連接性
のある調査・委託及びシステムを継続して使用する
場合であって、それらの相手方以外の者から調達
等をしたならばその使用、利用に著しい支障が生ず
るおそれがあり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項)

見直しの余地あり

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



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所
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14695
エヌ・ティ・ティ・リース
（株）　　　　　　　　広島
市中区立町２番２７号

パーソナルコンピュー
タ１式賃貸借（９）

九州地方整備局副局長
岩瀧清治山口県下関市
竹崎町4-6-1

H17.4.1 1,791,090

エヌ・ティ・ティ・リ－ス(株)との間で締結している
パーソナルコンピュータ1式賃貸借（９）事業につい
ては、継続して賃貸借した方が経済的に得策であ
り、既調達物品等に連接して使用する物品等の調
達その他連接性のある調査・委託及びシステムを
継続して使用する場合であって、それらの相手方以
外の者から調達等をしたならばその使用、利用に
著しい支障が生ずるおそれがあり、競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり

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

14696
山口パトロール警備
（株）
下関市宝町１１番５号

下関地方合同庁舎警
備保障

九州地方整備局副局長
岩瀧清治山口県下関市
竹崎町4-6-1

H17.4.1 1,387,180

山口パトロール警備(株)との間で締結している下関
地方合同庁舎警備保障事業については、下関地方
合同庁舎の火災・盗難を防止し庁舎施設等の保全
を図り、業務の円滑な運営に寄与するため、同社が
昭和53年に設置し、同社内の操作盤により操作さ
れるシステムにより、機械警備を実施しており、既
調達物品等に連接して使用する物品等の調達その
他連接性のある調査・委託及びシステムを継続して
使用する場合であって、それらの相手方以外の者
から調達等をしたならばその使用、利用に著しい支
障が生ずるおそれがあり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14697

三菱電機ビルテクノ
サービス（株）
広島市中区中町７番２２
号

エレベーター運行管理
保守

九州地方整備局副局長
岩瀧清治山口県下関市
竹崎町4-6-1

H17.4.1 1,378,644

三菱電機ビルテクノサービス(株)との間で締結して
いるエレベーター運航管理保守事業については、
現在設置されているエレベーターが三菱電機株式
会社の製品であり、監視室に設置している災害時
防災管理用の遠隔監視制御装置は、三菱電機株
式会社から保守業務の委託を受けた、三菱電機ビ
ルテクノサービス株式会社が保有するキースイッチ
のみ操作可能であり、特許権、著作権に関わる技
術、機器、設備又はシステム等を用いる必要があ
り、競争を許さないため。(会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14698
下関タクシーチケット
（有）
下関市赤間町３番２４号

乗用自動車による旅
客運送

九州地方整備局副局長
岩瀧清治山口県下関市
竹崎町4-6-1

H17.4.1 1,182,600

下関タクシーチケットセンター（有）との間で締結して
いる乗用自動車による旅客運送事業については、
予算決算及び会計令第99条の8に該当するもので
あり、法令、条約、閣議決定、地方公共団体との取
り決め等明確な根拠に基づき契約の相手方が特定
され、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

単価契約



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
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（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14699
富士ゼロックス（株）
鹿児島市下荒田１丁目
１番１号

複合複写機賃貸借及
び保守

九州地方整備局鹿児島
港湾・空港整備事務所
長　関　憲一　鹿児島市
城南町23-1

H17.4.1 4,820,734

富士ゼロックス(株)鹿児島営業所との間で締結して
いる複合複写機賃貸借及び保守事業については、
継続して賃貸借した方が経済的に得策であり、また
さらにゼロックス社製品の保守業務は同社以外に
は不可能であり、既調達物品等に連接して使用す
る物品等の調達その他連接性のある調査・委託及
びシステムを継続して使用する場合であって、それ
らの相手方以外の者から調達等をしたならばその
使用、利用に著しい支障が生ずるおそれがあり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり

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

単価契約

14700
富士ゼロックス（株）
鹿児島市下荒田１丁目
１番１号

カラー複合複写機賃貸
借及び保守

九州地方整備局鹿児島
港湾・空港整備事務所
長　関　憲一　鹿児島市
城南町23-1

H17.4.1 1,788,000

富士ゼロックス(株)鹿児島営業所との間で締結して
いる複合複写機賃貸借及び保守事業については、
継続して賃貸借した方が経済的に得策であり、また
さらにゼロックス社製品の保守業務は同社以外に
は不可能であり、既調達物品等に連接して使用す
る物品等の調達その他連接性のある調査・委託及
びシステムを継続して使用する場合であって、それ
らの相手方以外の者から調達等をしたならばその
使用、利用に著しい支障が生ずるおそれがあり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり

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

単価契約

14701
住商リース（株）
鹿児島市山之口町２番
３０号

パーソナルコンピュー
タ１式賃貸借②

九州地方整備局鹿児島
港湾・空港整備事務所
長　関　憲一　鹿児島市
城南町23-1

H17.4.1 1,566,180

住商リース(株)との間で締結しているパーソナルコ
ンピュータ1式賃貸借②事業については、継続して
賃貸借した方が経済的に得策であり、既調達物品
等に連接して使用する物品等の調達その他連接性
のある調査・委託及びシステムを継続して使用する
場合であって、それらの相手方以外の者から調達
等をしたならばその使用、利用に著しい支障が生ず
るおそれがあり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項)

見直しの余地あり

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

14702
ＮＥＣリース（株）
鹿児島市中町１１番１１
号

パーソナルコンピュー
タ１式賃貸借①

九州地方整備局鹿児島
港湾・空港整備事務所
長　関　憲一　鹿児島市
城南町23-1

H17.4.1 1,184,400

NECリース(株)との間で締結しているパーソナルコ
ンピュータ1式賃貸借①事業については、継続して
賃貸借した方が経済的に得策であり、既調達物品
等に連接して使用する物品等の調達その他連接性
のある調査・委託及びシステムを継続して使用する
場合であって、それらの相手方以外の者から調達
等をしたならばその使用、利用に著しい支障が生ず
るおそれがあり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項)

見直しの余地あり

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



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14703
佐賀県
佐賀市城内１丁目１番５
９号

土地3,798.40ｍ3使用
料

九州地方整備局唐津港
湾事務所長 鈴木徹 佐
賀県唐津市二夕子3丁
目216番地１

H17.4.1 2,735,280

佐賀県との間で締結している土地3,798.40㎡使用
料次長については、唐津港湾事務所庁舎等用地と
して使用するため、
本地は昭和４２年３月に庁舎を建設して以来、継続
して使用してきており、場所が限定されることによ
り、供給者が一に特定されるとしている賃貸借契約
等であって当該場所でなければ行政事務を行うこと
が不可能であり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14704
河原石油（株）
伊万里市新天町６１番
地

土地656.16ｍ3賃貸借

九州地方整備局唐津港
湾事務所長 鈴木徹 佐
賀県唐津市二夕子3丁
目216番地１

H17.4.1 2,535,396

河原石油(株)との間で締結している土地656.16㎡使
用料事業については、交通の利便性等を考慮し、
伊万里市内に建設管理官室の事務所用地として借
り上げるものであり、場所が限定されることにより、
供給者が一に特定されるとしている賃貸借契約等
であって当該場所でなければ行政事務を行うことが
不可能であり、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14705
リコー九州（株）
北九州市小倉北区東港
１丁目１番５号

フルカラーデジタル電
子（複合）複写機２台
賃貸借及び保守

九州地方整備局苅田港
湾事務所長麻生正利
福岡県京都郡苅田町港
町

H17.4.1 2,018,206

リコー九州(株)との間で締結しているフルカラーデジ
タル電子（複合）複写2台賃貸借及び保守事業につ
いては、継続して賃貸借した方が経済的に得策で
あり、またさらにリコー社製品の保守業務は同社以
外には不可能であり、既調達物品等に連接して使
用する物品等の調達その他連接性のある調査・委
託及びシステムを継続して使用する場合であって、
それらの相手方以外の者から調達等をしたならば
その使用、利用に著しい支障が生ずるおそれがあ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項)

見直しの余地あり

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

単価契約

14706

エヌ・ティ・ティ・リース
（株）　　　　　　　　　福岡
市博多区博多駅前２丁
目２番１号

パーソナルコンピュー
タ９台　　外１点賃貸借

九州地方整備局苅田港
湾事務所長麻生正利
福岡県京都郡苅田町港
町

H17.4.1 1,543,500

エヌ・ティ・ティ・リース(株)との間で締結している
パーソナルコンピュータ9台外1点賃貸借事業につ
いては、継続して賃貸借した方が経済的に得策で
あり、既調達物品等に連接して使用する物品等の
調達その他連接性のある調査・委託及びシステム
を継続して使用する場合であって、それらの相手方
以外の者から調達等をしたならばその使用、利用
に著しい支障が生ずるおそれがあり、競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり

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



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14707
三井リース事業（株）
福岡市博多区下川端町
２番１号

パーソナルコンピュー
タ１１台　外３点賃貸借

九州地方整備局苅田港
湾事務所長麻生正利
福岡県京都郡苅田町港
町

H17.4.1 1,029,000

三井リース事業(株)との間で締結しているパーソナ
ルコンピュータ１１台外３点賃貸借事業については、
継続して賃貸借した方が経済的に得策であり、既調
達物品等に連接して使用する物品等の調達その他
連接性のある調査・委託及びシステムを継続して使
用する場合であって、それらの相手方以外の者か
ら調達等をしたならばその使用、利用に著しい支障
が生ずるおそれがあり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり

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

14708
フルノ九州販売（株）下
関支店下関市大和町１
丁目１１番３号

関門航路測量管理業
務

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H17.4.1 36,462,699

フルノ九州販売(株)との間で締結している関門航路
測量管理業務事業については、当所が実施してい
る関門航路の管理に関する測量及び関門周辺直
轄事務所から依頼される補正測量等の広域測量
を、測量船「コスモ」と所内に設置している測量装置
を使用して行い、各測量データの収集・整理・保存
等を一元的に行うものである。これらの業務を安全
かつ的確に遂行するには、当所の測量業務と当所
が所有している測量機器に関する専門的知識・操
作経験を有する必要がある。当地区で、これらの条
件を満足して当該契約を遂行できる会社または協
会としては、当所が所有している測量機器の開発・
販売、または計測機器の技術的支援業務を主たる
業務として行っており、競争を許さない。（会計法２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14709

（株）東洋信号通信社九
州船舶情報センター北
九州市門司区港町９番
１１号

関門航路通航船舶実
態調査

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H17.4.1 13,303,500

(株)東洋信号通信社との間で締結している関門航
路通航船舶実態調査事業については、関門航路
は、北部九州の主要港と我が国の重要経済圏とを
結ぶ国内幹線航路として日本の経済を支えると共
に、国内主要港と北部九州諸港を経由して韓国、中
国をはじめとする北東アジアとを結ぶ国際航路の要
衝となっており、その重要性から航行船舶への安全
性、利便性が常に求められている。本業務は、関門
航路における関門港入出港船舶及び関門航路通
過船舶の実態を把握し、今後の関門航路整備計画
の基礎資料とするために実施するものである。　本
業務を的確に遂行するためには、刻々と変化する
船舶の運航状態を正確に把握するための広域な情
報のネットワーク、専門的な知識と経験、観測実施
における施設と統計処理能力が必要である。(株)東
洋信号通信社は、港湾関係情報の提供を主たる事
業とする日本で唯一の港湾関係情報企業であり、
船舶の運航状況等を正確に把握し関係企業等に提
供することにより、港湾の諸機能が円滑で効率的に
進められている。また、同社九州船舶情報センター
は、従前より当該航路通航船舶について通年目視
観測を実施しているとともに、本船とのＶＨＦ交信、
港湾管理者や水先人会などとの港湾関連情報の
動静通信業務を行っており、他機関にはこの種の
観測測量とその精度、統計処理能力を保持すると
ころはなく、国家の治安維持等の社会防衛の必要
があり、競争をゆるさないため。（会計法２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14710
計測情報システム（株）
東京都中央区日本橋室
町１丁目８番８号

ＧＰＳ基準局データ利
用料

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H17.4.1 7,350,000

計測情報システム（株）との間で締結しているＧＰＳ
基準局デ－タ利用料については、当局が必要とす
るＧＰＳサービスを提供できる社がここしかなく、競
争をゆるさないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14711

富士ゼロックス（株）北
九州営業所北九州市小
倉北区堺町１丁目２番１
６号

デジタル電子複合複写
機７台賃貸借及び保守

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H17.4.1 4,491,272

富士ゼロックス(株)との間で締結しているデジタル
電子複合複写機7台賃貸借及び保守事業について
は、継続して賃貸借した方が経済的に得策であり、
既調達物品等に連接して使用する物品等の調達そ
の他連接性のある調査・委託及びシステムを継続
して使用する場合であって、それらの相手方以外の
者から調達等をしたならばその使用、利用に著しい
支障が生ずるおそれがあり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり

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

単価契約

14712
（株）ソルネット北九州
市八幡東区中央２丁目
８番１３号

気象・海象データホー
ムページ保守管理

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H17.4.1 3,795,120

（株）ソルネットとの間で締結している気象・海象デ
－タホ－ムペ－ジ保守管理については、他のシス
テム等の保守管理との連携を考慮し、既調達物品
等に連接して使用する物品等の調達その他連接性
のある調査・委託及びシステムを継続して使用した
場合であって、それらの相手方以外の者から調達し
たならばその使用、利用に著しい支障が生ずるお
それがあり、競争を許さない。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に
一般競争入札に
移行）

14713
三井リース事業（株）福
岡支店福岡市博多区下
川端町２番１号

パーソナルコンピュー
ター２１台外１点賃貸
借

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H17.4.1 2,552,760

三井リース事業(株)との間で締結しているパーソナ
ルコンピュータ21台外1点賃貸借事業については、
継続して賃貸借した方が経済的に得策であり、既調
達物品等に連接して使用する物品等の調達その他
連接性のある調査・委託及びシステムを継続して使
用する場合であって、それらの相手方以外の者か
ら調達等をしたならばその使用、利用に著しい支障
が生ずるおそれがあり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり

競争入札に移行
（２１年度に一般
競争入札を行い
次年度以降は、
国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）

14714
アレック電子（株）神戸
市西区井吹台東町７丁
目２番３号

自動水質測定装置賃
貸借及び保守管理

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H17.4.1 2,215,500

アレックス電子（株）との間で締結している自動水質
測定装置賃貸借及び保守管理については、当局の
測定条件を満たす機器が他社にはなく、競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14715
東芝ソリューション（株）
九州支社福岡市中央区
長浜２丁目４番１号

コスモ属具保守管理

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H17.4.1 1,988,280

東芝ソリューション(株)との間で締結しているコスモ
属具保守管理事業については、同社が当該プログ
ラムを開発しており、特許権、著作権に関わる技
術、機器、設備又はシステム等を用いる必要があ
り、競争を許さないため。(会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14716
ＮＥＣリース（株）九州支
社福岡市博多区御供所
町１番１号

パーソナルコンピュー
ター１３台外１点賃貸
借

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H17.4.1 1,873,494

NECリース(株)との間で締結しているパーソナルコ
ンピュータ１３台外1点賃貸借事業については、継続
して賃貸借した方が経済的に得策であり、既調達物
品等に連接して使用する物品等の調達その他連接
性のある調査・委託及びシステムを継続して使用す
る場合であって、それらの相手方以外の者から調
達等をしたならばその使用、利用に著しい支障が生
ずるおそれがあり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項)

見直しの余地あり

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

14717
太刀浦埠頭（株）北九州
市門司区大字田野浦１
１６番地の１

用水

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H17.4.1 1,403,165

太刀浦埠頭（株）との間で締結している用水につい
ては、当該地区の給水業務は条例により太刀浦埠
頭(株)しか行えないため、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

単価契約

14718
（株）三井リース事業
福岡市博多区下川端町
２番１号

ＬＡＮシステム用パーソ
ナルコンピュータ1式賃
貸借①

九州地方整備局北九州
港湾・空港整備事務所
長吉本靖俊北九州市門
司区西海岸１－４－４０

H17.4.1 2,590,812

三井リース事業(株)との間で締結しているLANシス
テム用パーソナルコンピュータ1式賃貸借①事業に
ついては、継続して賃貸借した方が経済的に得策
であり、既調達物品等に連接して使用する物品等
の調達その他連接性のある調査・委託及びシステ
ムを継続して使用する場合であって、それらの相手
方以外の者から調達等をしたならばその使用、利
用に著しい支障が生ずるおそれがあり、競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり

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

14719
ＮＴＴリース（株）
福岡市博多区博多駅前
２丁目２番１号

ＬＡＮシステム用パーソ
ナルコンピュータ1式賃
貸借⑤

九州地方整備局北九州
港湾・空港整備事務所
長吉本靖俊北九州市門
司区西海岸１－４－４０

H17.4.1 1,741,320

NTTリース(株)との間で締結しているLANシステム
用パーソナルコンピュータ1式賃貸借⑤事業につい
ては、継続して賃貸借した方が経済的に得策であ
り、既調達物品等に連接して使用する物品等の調
達その他連接性のある調査・委託及びシステムを
継続して使用する場合であって、それらの相手方以
外の者から調達等をしたならばその使用、利用に
著しい支障が生ずるおそれがあり、競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり

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



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14720
（株）東芝ファイナンス
東京都中央区銀座五丁
目２番１号

ＬＡＮシステム用パーソ
ナルコンピュータ1式賃
貸借④

九州地方整備局北九州
港湾・空港整備事務所
長吉本靖俊北九州市門
司区西海岸１－４－４０

H17.4.1 1,609,020

東芝ファイナンス(株)との間で締結しているLANシス
テム用パーソナルコンピュータ1式賃貸借④事業に
ついては、継続して賃貸借した方が経済的に得策
であり、既調達物品等に連接して使用する物品等
の調達その他連接性のある調査・委託及びシステ
ムを継続して使用する場合であって、それらの相手
方以外の者から調達等をしたならばその使用、利
用に著しい支障が生ずるおそれがあり、競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり

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

14721

（株）熊本流通情報セン
ター
熊本市流通団地１丁目
２４番地

環境情報公表システム
保守管理業務

九州地方整備局熊本港
湾・空港整備事務所長
中村義文
熊本市川尻2丁目８－６
１

H17.4.1 4,151,700

（株）熊本流通情報センタ－との間で締結している
環境情報公表システム保守管理業務については、
地場に幅広いネットワーク環境を有し、システムを
安全に運用管理するための環境施設が必要であ
る。同社は、国、熊本市、熊本県と地元企業の出資
によって作られた第３セクターであり、地場に幅広い
ネットワーク環境を有している。また、情報セキュリ
ティマネジメントシステムも取得しており本システム
を運用管理する環境において適している唯一の地
場機関であり、法令、条例、閣議決定、地方公共団
体との取り決め等明確な根拠に基づき契約の相手
方が特定されることにより、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14722
富士ゼロックス（株）
熊本市尾ノ上１丁目６
番１号

デジタル電子複合複写
機３台賃貸借及び保守

九州地方整備局熊本港
湾・空港整備事務所長
中村義文
熊本市川尻2丁目８－６
１

H17.4.1 3,202,775

富士ゼロックス（株）との間で締結しているデジタル
電子複合複写機３台賃貸借及び保守については、
継続して賃貸借することが も経済的であり、既調
達物品等に連接して使用する物品等の調達その他
連接性のある調査・委託及びシステムを継続して使
用する場合であって、それらの相手方以外の者か
ら調達等をしたならばその使用、利用に著しい支障
が生ずるおそれがあり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

単価契約



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14723

松下リース・クレジット
（株）
熊本市石原２丁目４番１
２号

パーソナルコンピュー
タ２２台賃貸借

九州地方整備局熊本港
湾・空港整備事務所長
中村義文
熊本市川尻2丁目８－６
１

H17.4.1 1,615,320

松下リ－ス・クレジット（株）との間で締結しているパ
－ソナルコンピュ－タ２２台賃貸借については、継
続して賃貸借することが も経済的であり、既調達
物品等に連接して使用する物品等の調達その他連
接性のある調査・委託及びシステムを継続して使用
する場合であって、それらの相手方以外の者から
調達をしたならばその使用、利用に著しい支障が生
ずるおそれがあり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（２１年度に一般
競争入札を行い
次年度以降は、
国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）

14724
ＮＥＣリース（株）
熊本市水道町８番６号

電話機１式賃貸借②

九州地方整備局熊本港
湾・空港整備事務所長
中村義文
熊本市川尻2丁目８－６
１

H17.4.1 1,186,920

ＮＥＣリ－ス（株）との間で締結している電話機１式
賃貸借②については、継続して賃貸借することが
も経済的であり、既調達物品等に連接して使用する
物品等の調達その他連接性のある調査・委託及び
システムを継続して使用する場合であって、それら
の相手方以外の者から調達をしたならばその使
用、利用に著しい支障が生ずるおそれがあり、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（２２年度に一般
競争入札を行い
次年度以降は、
国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）

14725
熊本県
熊本市水前寺６丁目１８
番１号

土地１，８２９．１８㎡

九州地方整備局熊本港
湾・空港整備事務所長
中村義文
熊本市川尻2丁目８－６
１

H17.4.1 1,141,920

熊本県との間で締結している土地１、８２９．１８㎡に
ついては、庁舎及び資材置場が建っている土地の
所有者であり、場所が限定されることにより、供給
者が一に特定されるとしている賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行うことが不可
能であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14726
協同リース（株）
福岡市博多区博多駅前
１－１５－２０

パーソナルコンピュー
ター１式賃貸借③

九州地方整備局志布志
港湾事務所長　水之浦
壽　志布志市志布志町
帖6617-182

H17.4.1 2,238,768

協同リ－ス（株）との間で締結しているパ－ソナルコ
ンピュ－タ－１式賃貸借③については、調査、設
計、積算等の各種資料作成に業務の能率向上を図
るとともに、情報化推進のために賃借するものであ
る。本契約は平成１５年度より協同リース（株）福岡
支店と賃貸借契約し使用してきたものであるが、継
続賃借する方が経済的に得策であり、既調達物品
等に連接して使用する物品等の調達その他連接性
のある調査・委託及びシステムを継続して使用する
場合であって、それらの相手方以外の者から調達
等をしたならばその使用、利用に著しい支障が生ず
るおそれがあり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（２１年度に一般
競争入札を行い
次年度以降は、
国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14727
鹿児島県志布志湾港湾
事務所　　志布志市志
布志町帖６６１７－１７

公共空地８，３１１㎡使
用料

九州地方整備局志布志
港湾事務所長　水之浦
壽　志布志市志布志町
帖6617-182

H17.4.1 1,371,320

鹿児島県志布志港湾事務所との間で締結している
公共空地８，３１１㎡使用料については、本事務所
の必要としている土地を鹿児島県が所有しているた
め、場所が限定されることにより、供給者が一に特
定されるとしている賃貸借契約等であって当該場所
でなければ行政事務を行うことが不可能であり、競
争を許さないため。（会計法２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14728
鹿児島県志布志湾港湾
事務所　　志布志市志
布志町帖６６１７－１７

公共空地８，１１６㎡使
用料

九州地方整備局志布志
港湾事務所長　水之浦
壽　志布志市志布志町
帖6617-182

H17.4.1 1,339,140

鹿児島県志布志港湾事務所との間で締結している
公共空地８，１１６㎡使用料については、本事務所
の必要としている土地を鹿児島県が所有しているた
め、場所が限定されることにより、供給者が一に特
定されるとしている賃貸借契約等であって当該場所
でなければ行政事務を行うことが不可能であり、競
争を許さないため。（会計法２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14729
福岡市
福岡市中央区天神１丁
目８番１号

福岡空港埋蔵文化財
調査

九州地方整備局博多港
湾・空港整備事務所長
元野一生福岡市中央区
大手門２－５－３３

H17.4.1 21,196,703

福岡市との間で締結している福岡空港埋蔵文化財
調査については、当局が実施する月隈調節池の工
事区域が埋蔵文化財包蔵地区にあたるため、文化
財保護法に基づき調査を実施するものである。本
調査委託を遂行するためには、文化財保護法等の
関係法令に精通し、考古学に関する極めて高度な
知識を有する専門家が不可欠であり、調査対象個
所周辺地域に存在する遺跡との歴史的関連性等に
ついても熟知している必要がある。福岡市教育委
員会は、調査個所を管轄する行政機関であり、埋
蔵文化財の発掘調査においても、多くの調査実績
を持ち、知見を得ている。また、開発に伴う埋蔵文
化財の発掘調査は、権威ある機関の調査・鑑定が
必要であり、法令、条約、閣議決定、地方公共団体
との取り決め等明確な根拠に基づき契約の相手方
が特定されることにより、競争を許さないため。（会
計法２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14730
日通商事（株）
福岡市博多区下呉服町
１番１号

ＷＡＮシステム用パー
ソナルコンピュータ１式
賃貸借（その３）

九州地方整備局博多港
湾・空港整備事務所長
元野一生福岡市中央区
大手門２－５－３３

H17.4.1 2,084,040

日通商事（株）との間に締結しているＷＡＮシステム
用パーソナルコンピュータ１式賃貸借（その3）は、当
所業務の効率向上を図るとともに情報化推進の一
環として、パーソナルコンピュータによるネットワー
クシステム（ＬＡＮ／ＷＡＮ）を導入するため賃貸借
するものである。　同機器は、日通商事㈱福岡支店
と賃貸借契約し使用してきたものであり、継続して
賃貸借する方が経済的であり、既調達物品等に連
接して使用する物品等の調達その他連接性のある
調査・委託及びシステムを継続して使用する場合で
あって、それらの相手方以外の者から調達等をした
ならばその使用、利用に著しい支障が生ずる場合
があり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（２１年度に一般
競争入札を行い
次年度以降は、
国庫債務負担行
為を活用し複数
年度契約を行う）

14731
松下リース・クレジット
（株）　　福岡市南区西
長住１丁目１番５２号

電話設備１式賃貸借

九州地方整備局博多港
湾・空港整備事務所長
元野一生福岡市中央区
大手門２－５－３３

H17.4.1 1,137,780

松下リ－ス・クレジット（株）との間で締結している電
話設備１式賃貸借については、博多港湾・空港整
備事務所において通信業務に使用するため賃貸借
するものである。　本機器は、松下リース・クレジット
（株）九州支店と賃貸借契約し使用してきたもので
あり、継続して賃貸借する方が経済的であり、既調
達物品等に連接して使用する物品等の調達その他
連接性のある調査・委託及びシステムを継続して使
用する場合であって、それらの相手方以外の者か
ら調達等をしたならばその使用、利用に著しい支障
が生ずるおそれがあり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

14732
ランドマーク（有）
中津市大字中殿５６３番
地１

中津港事務所賃貸借

九州地方整備局別府港
湾･空港整備事務所長
尾坐巧別府市石垣東
10-3-15

H17.4.1 4,613,100

ランドマ－ク（有）との間で締結している中津港事務
所賃貸借は、中津港の監督業務や打ち合わせ等の
事務所として賃貸借するものであるが、現場への対
応を円滑にするためには事務所を現場近くである
中津市内に置くことが必要である。また、港湾管理
者等との施工打ち合わせなどを開催することが多
く、これらに関して交通の利便性等を考慮したとき、
中津市内に事務所を確保する必要がある。そのた
め、これらの条件をもとに調査した結果、ランドマー
ク有限会社の所有する当該物件を、引き続き継続
して契約することが、経済的に得策であり、場所が
限定されることにより、供給者が一に特定されるとし
ている賃貸借契約等であって当該場所でなければ
行政事務を行うことが不可能であり、競争を許さな
いため。（会計法２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14733
岡村産興（株）
佐伯市西浜２番４１号

佐伯港事務所賃貸借

九州地方整備局別府港
湾･空港整備事務所長
尾坐巧別府市石垣東
10-3-15

H17.4.1 2,380,000

岡村産興(株)との間で締結している佐伯港事務所
賃貸借については、佐伯港の監督業務や打ち合わ
せ等の事務所として賃貸借するものであるが、現場
への対応を円滑にするためには事務所を現場近く
である佐伯市内に置くことが必要である。また、港
湾管理者等との施工打ち合わせなどを開催するこ
とが多く、これらに関して交通の利便性等を考慮し
たとき、佐伯市内に事務所を確保する必要がある。
そのため、これらの条件をもとに調査した結果、岡
村産興株式会社の所有する当該物件を、引き続き
継続して契約することが、経済的に得策であり、場
所が限定されることにより、供給者が一に特定され
るとしている賃貸借契約等であって当該場所でなけ
れば行政事務を行うことが不可能であり、競争を許
さないため。（会計法２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14734
三井造船（株）
大分市大字日吉原３番
地

土地6,786.76㎡賃貸借

九州地方整備局別府港
湾･空港整備事務所長
尾坐巧別府市石垣東
10-3-15

H17.4.1 1,806,911

三井造船(株)との間で締結している土地６，７８６．７
６㎡については、平成16年度迄に発注した別府港
（石垣地区）岸壁（ｰ10m）のケーソン製作工事で完
成しているケーソンの仮置場所として土地の借り上
げを行うものである。当該土地は、平成16年度まで
の工事施工に伴い、完成したケーソンの仮置場所
として、契約を行ったものであるが、現状で、ケーソ
ン据付を行わないことから、仮置場所として、引き続
き土地の借り上げを行う必要が生じたことにより、
場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ行政事務を行うことが不可能であり、競争を
許さないため。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（工事
終了後に公募手
続きを行う）

14735
富士ゼロックス（株）
宮崎市広島２－５－１１

デジタル電子複合複写
機賃貸借

九州地方整備局宮崎港
湾・空港整備事務所長
岸良安治宮崎市港1-16

H17.4.1 2,639,055

富士ゼロックス(株)との間で締結しているデジタル
電子複合複写機賃貸借については、当局における
業務の能率の向上を図る目的で賃貸借及び保守を
行うもので、前契約より富士ゼロックス株式会社と
賃貸借及び保守契約をし、使用してきたものである
が、継続賃貸借する方が経済的に得策であり、既
調達物品等に連接して使用する物品等の調達その
他連接性のある調査・委託及びシステムを継続して
使用する場合であって、それらの相手方以外の者
から調達等をしたならばその使用、利用に著しい支
障が生ずるおそれがあり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14736
中部港湾事務所
宮崎市港１－１８

土地１，８７５．０１㎡使
用料

九州地方整備局宮崎港
湾・空港整備事務所長
岸良安治宮崎市港1-16

H17.4.1 1,044,803

中部港湾事務所との間で締結している土地１，８７
５．０１㎡使用料については、宮崎港湾・空港整備
事務所庁舎等用地として昭和50年３月に庁舎を建
設して以来、継続して使用しており、場所が限定さ
れることにより、供給者が一に特定されるとしている
賃貸借契約等であって当該場所でなければ行政事
務を行うことが不可能であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14737
旭化成（株）
延岡市旭町２－１－３

土地７，１１１．３㎡賃
貸借

九州地方整備局宮崎港
湾・空港整備事務所長
岸良安治宮崎市港1-16

H17.4.1 3,210,300

旭化成(株)との間で締結している土地２，４４４．８㎡
賃貸借については、細島港南沖防波堤に設置する
消波ブロックの仮置ヤードを借り上げるものであり、
場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ行政事務を行うことが不可能であり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（工事
終了後に公募手
続きを行う）

14738
関門港石油協同組合下
関市大和町１丁目１６番
１号

軽油　（４月分）

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H17.4.4 2,428,200

関門港石油協同組合との間で締結している軽油(４
月分)事業について、予算決算及び会計令第９９条
第１８号事業協同組合の保護育成であり、法令、条
約、閣議決定、地方公共団体との取り決め等明確
な根拠に基づき契約の相手方が特定され、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

単価契約



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14739

ワイエスアイ・ナノテック
（株）
川崎市川崎区貝塚１－
１５－４

自動水質測定及び鉛
直水質測定システム保
守管理

九州地方整備局熊本港
湾・空港整備事務所長
中村義文
熊本市川尻2丁目８－６
１

H17.4.4 2,877,000

　ワンエスアイ・ナノテック（株）との間で締結してい
る自動水質測定及び鉛直水質測定システム保守管
理については、調査観測兼清掃船「海輝」に搭載し
ている自動水質測定システム並びに鉛直採水器付
属の水質測定システムの保守管理を行うものであ
る。
　本システムは、大きく分けるとセンサー部とデータ
取得部に分かれている。センサー部は、船舶に搭
載されていることから一般に流通していない特別に
コンパクトな機器を使用しており、その調整は非常
に高度な技術を必要とする。データ取得部は、「海
輝」のために設計製作されており、正しく調整する
のは開発メーカーでなければ困難である。
　これらの条件より、本業務を遂行できるのは、本
システムの設計製作したワイエスアイナノテック
（株）において他になく、特許権、著作権に関わる技
術、機器、設備又はシステム等を用いる必要があ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に
一般競争入札に
移行）

14740
山陽映画（株）
岡山市西川原１０―１

下関港（新港地区）工
事記録ビデオ製作

九州地方整備局下関港
湾事務所長小原和行下
関市東大和町2丁目10-
2

H17.4.14 5,040,000

山陽映画(株)との間で締結している下関港(新港地
区)工事記録ビデオ製作事業については、平成８年
度より下関沖合人工島の施工状況を記録し、港湾
工事技術の向上、紹介に役立てるため、施工状況
を撮影し、平成１６年度工事分までラッシュ編集を終
えている。下関沖合人工島事業は、完成まで数年
を要するため、単年度では一部工事の粗編集しか
できず、工事完成までを一連の映画として関連性を
保ちながら記録ビデオ化するためには、同一業者
による撮影の遂行が必要であり、既調達物品等に
連接して使用する物品等の調達その他連接性のあ
る調査・委託及びシステムを継続して使用する場合
であって、それらの相手方以外の者から調達等をし
たならばその使用、利用に著しい支障が生ずるお
それがあり、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項)

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に
一般競争入札に
移行）

14741
鹿児島県志布志湾港湾
事務所　　志布志市志
布志町帖６６１７－１７

野積場１１，２２０㎡使
用料

九州地方整備局志布志
港湾事務所長　水之浦
壽　志布志市志布志町
帖6617-182

H17.4.15 3,162,250

鹿児島県志布志港湾事務所との間で締結している
野積場１１，２２０㎡使用料については、本事務所の
必要としている土地を鹿児島県が所有しているた
め、場所が限定されることにより、供給者が一に特
定されるとしている賃貸借契約等であって当該場所
でなければ行政事務を行うことが不可能であり、競
争を許さないため。（会計法２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14742
太刀浦埠頭（株）北九州
市門司区大字田野浦１
１６番地の１

ゴミ運搬処理業務

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H17.4.18 2,286,900

太刀浦埠頭（株）との間で締結しているゴミ運搬処
理業務については、作業場所に近く、必要な車輌を
保有している業者であるため、競争を許さない。（会
計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

単価契約

14743
（株）漁連石油
下関市大和町１－１６－
１

船舶1隻用船
九州地方整備局宮崎港
湾・空港整備事務所長
岸良安治宮崎市港1-16

H17.4.20 4,754,715

（株）漁連石油との間で締結している船舶１隻用船
については、宮崎港（東地区）南防波堤工事の監
督、測量及び検査業務等に使用するためのもので
ある。
本契約にあたっては、船舶の規格、旅客定員、乗組
員数、使用期間等当局が必要とする条件に基づき
指名業者選定にあたった結果、当該条件を満たす
船舶を保有し提供出来得る業者は２社しかいな
かったため、２社による指名競争入札を予定し指名
通知を行ったところ、入札前日までに１社から「入札
辞退届」が提出されたため、再度宮崎港及びその
近隣地域において、当該条件を満たす船舶を保有
し提供出来得る者を調査したが該当するのは株式
会社漁連石油だけであり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に
一般競争入札に
移行）

14744
関門港石油協同組合下
関市大和町１丁目１６番
１号

重油　１００，０００Ｌ

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H17.4.27 5,722,500

関門港石油協同組合との間で締結している重油
100,000L事業について、予算決算及び会計令第９９
条第１８号事業協同組合の保護育成であり、法令、
条約、閣議決定、地方公共団体との取り決め等明
確な根拠に基づき契約の相手方が特定され、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14745
古野電気（株）
西宮市芦原町９番５２号

名瀬港（立神地区）防
波堤（沖）動態調査

九州地方整備局鹿児島
港湾・空港整備事務所
長　関　憲一　鹿児島市
城南町23-1

H17.5.9 5,565,000

古野電気(株)との間で締結している名瀬港(立神地
区）防波堤(沖)動態調査事業については、本防波堤
が、陸域から約1kmしか離れていないが冬季はほと
んど堤体上に近寄れないことから、通常の基準点
測量では定期的な調査が出来ないため古野電気
株式会社と下関機械整備事務所（現：下関港湾空
港技術調査事務所）が共同開発し、同社が有してい
る「GPS港湾構造物動態観測システム」を使用して
実施するものであり、特許権、著作権に関わる技
術、機器、設備又はシステム等を用いる必要があ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項)

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14746
関門港石油協同組合下
関市大和町１丁目１６番
１号

軽油　（５月分）

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H17.5.9 2,263,950

関門港石油協同組合との間で締結している軽油(５
月分)事業について、予算決算及び会計令第９９条
第１８号事業協同組合の保護育成であり、法令、条
約、閣議決定、地方公共団体との取り決め等明確
な根拠に基づき契約の相手方が特定され、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

単価契約

14747
（株）ゼニライトブイ九州
支社　　福岡市東区土
井２－３－２４

浮標灯５基改造

九州地方整備局長崎港
湾・空港整備事務所長
中山政勝　長崎市小ヶ
倉町３丁目７６－７２

H17.5.9 2,142,000

（株）ゼニライトブイとの間で締結している浮標灯５
基改造については、平戸瀬戸航路内に設置する浮
標灯の灯火について、佐世保海上保安部から点滅
方法（同期点滅）の変更を求められたため行うもの
である。浮標灯は株式会社ゼニライトブイの製品で
ある。本改造にあたっては、株式会社ゼニライトブイ
により浮標灯の灯火のみを交換すれば、他社製品
を本体から購入するよりも経済的に得策であると思
慮される。また、株式会社ゼニライトブイは浮標灯
の構造を熟知しており、本改造を適切、且つ迅速に
出来るのは同社をおいて他にないものであり、特許
権、著作権に関わる技術、機器、設備又はシステム
等を用いる必要があり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14748
宮崎トヨタ自動車（株）
宮崎市大字芳士字谷口
６９２－１７

交換による小型乗用
自動車1台

九州地方整備局宮崎港
湾・空港整備事務所長
岸良安治宮崎市港1-16

H17.5.10 3,269,500

宮崎トヨタ自動車（株）との間で締結している交換に
よる小型乗用自動車１台は宮崎港湾・空港整備事
務所で使用するもので、交換により購入するもので
ある。
現在、当事務所においては、港湾及び空港整備事
業を円滑に実施するため、細島分室（日向市）をは
じめ宮崎県内の各関係機関等への移動、また下関
庁舎及び福岡庁舎への４００ｋｍを超える長距離移
動も頻繁に行われている。
上記の状況を踏まえ今般、小型乗用自動車の選定
にあたっては、「国等による環境物品等の調達の推
進等に関する法律」に基づく「環境物品等の調達の
推進に関する基本方針」において定められた自動
車に適合したもので、経済性、交通事情等を考慮し
比較的大型にならない自動車（５ナンバー）、かつ、
搭乗者、運転手の負担を軽減する為、ゆとりがあり
快適な装備を搭載した２０００ｃｃ程度の自動車が条
件となる。
以上の条件を満たす自動車は、現在のところトヨタ
クラウンセダンマイルドハイブリッド車しかなく、この
自動車を納入している会社は宮崎県内においては
宮崎トヨタ自動車株式会社のみであり、競争を許さ
ないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に
一般競争入札に
移行）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14749
（株）鹿児島地域経済研
究所鹿児島市呉服町３
番１０号

志布志港開発効果調
査

九州地方整備局志布志
港湾事務所長　水之浦
壽　志布志市志布志町
帖6617-182

H17.5.13 5,000,000

（株）鹿児島港地域経済研究所との間で締結してい
る志布志港開発効果調査については、港湾整備が
地域経済とどのようにかかわっているかを把握する
ことで、港湾施設の社会基盤としての価値を図るこ
とを目的とし、経済的効果などについて調査するも
のである。本業務の遂行にあたっては、志布志港の
背後圏（大隅半島）という広範囲の立地企業・蓄産
業の動向と現状及び将来見通しのほか、世間より
求められている社会基盤である港湾整備に対する
批判的な意見情報などについて、広範な知識を有
していることが必要である。また、地元地域での情
報収集を展開する上で県内の地元経済団体との連
携が不可欠であることから、公平、中立な立場での
検討が必要である。株式会社鹿児島地域経済研究
所は、鹿児島県内の経済に関する調査・研究を数
多く実施しており、県内地域での自然環境、社会環
境及び経済に関する総合的かつ高度な情報の蓄
積がある。特に、近年では、自治体、民間、各種団
体などにより、経済、産業、社会及び地域開発など
の分野に関する調査を実施しており、地域経済に
関する十分な知識を有している。さらに、県内の各
業種の景況、企業紹介、主要経済指標等が記載さ
れた月刊誌「地域経済情報」を発行するなど、業務
の実施にあたって、立地企業・蓄産業に精通してお
り、公平かつ中立な立場での検討が行えるため、競
争を許さないため。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１９年度以降に
企画競争を実施）

14750
関門港石油協同組合下
関市大和町１丁目１６番
１号

重油　１００，０００Ｌ

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H17.5.17 5,775,000

関門港石油協同組合との間で締結している重油
100,000L事業について、予算決算及び会計令第９９
条第１８号事業協同組合の保護育成であり、法令、
条約、閣議決定、地方公共団体との取り決め等明
確な根拠に基づき契約の相手方が特定され、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所
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14751
長野日本無線（株）
東京都渋谷区千駄ヶ谷
五丁目３３番８号

海洋短波レーダー観
測システム製作設置

九州地方整備局副局長
岩瀧清治山口県下関市
竹崎町4-6-1

H17.5.18 121,800,000

長野日本無線(株)との間で締結している海洋短波
レーダー観測システム製作設置事業については、
有明・八代海域に配備された環境整備船「海輝」に
よる浮遊ゴミの移動予測による回収の効率化及び
海域再生に向けた干潟再生等の施策検討のため
の基礎情報を得ることを目的に、流況と波高の面的
観測を可能とする閉鎖性海域における観測システ
ムの政策及び設置を行うものである。本業務の遂
行にあたっては、陸域に囲まれた閉鎖湾での海洋
短波レーダーによる観測について熟知したうえ、下
記に示す性能を有する観測システム政策の実績と
設置に際しての観測制度ならびに安全性の確保に
関する高度な専門技術を有することが不可欠であ
る。①観測データの解析により、流況（流速・流向）・
波浪（波高・周期）観測が可能であること。②国土交
通省国土技術政策総合研究所が開発したソフト
ウェア「東京湾表層流況リアルタイム配信システム」
との互換性を有すること。③閉鎖性海域においてＲ
Ｃ製護岸等の周辺環境や航行船舶等による電波へ
の影響が少なく、安定的に観測データを取得した実
績があること。④船舶ノイズ除去機能（特許番号第
２９１６１２０号）を有すること。　これを満たすもの
は、国土交通省国土技術政策総合研究所が閉鎖
湾である東京湾において観測を実現している海洋
短波レーダーを製作した「長野日本無線株式会社」
のみであり、ほかに当該業務を遂行できる者はいな
い。よって、特許権、著作権に関わる技術、機器、
設備又はシステム等を用いる必要があり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14752

特定非営利活動法人玄
海ライフセービングシス
テムズ　　　福岡県京都
郡苅田町松原町２０－１
９

苅田港地域連携検討
調査

九州地方整備局苅田港
湾事務所長麻生正利
福岡県京都郡苅田町港
町

H17.5.18 1,470,000

特定非営利活動法人玄海ライフセービングシステ
ムズとの間で締結している苅田港地域連携検討調
査事業については、将来を担う子供たちに対して、
海や港などを通じて強度の歴史や自然環境を学ぶ
「自然体験学習会」を開催するとともに苅田港を中
心とした港湾整備事業の紹介を行い、自然環境の
大切さ、自分たちの生活を支えている港の役割に
ついて理解を深めてもらうものである。本業務を実
施するにあたっては、主な港湾利用者・商工業関係
者・苅田町民・地域団体及び行政関係者と中立な
立場で遂行する経験と情報交換等を適切に先導す
る知識が必要であり、特定非営利活動法人玄海ﾗｲ
ﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑｽﾞが適切である。特定非営利活動
法人玄海ﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑｽﾞは、地域住民と行政
関係者との情報交換及び交流について、企画・運
営・広報の面はもとより多方面にわたる調整能力を
有している。また、港湾整備に関する知識に精通
し、幅広く提言、提唱を行うことができ、本業務を遂
行できる唯一の 適な契約対象であり、競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
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14753
長野日本無線（株）
東京都渋谷区千駄ヶ谷
５丁目３３番８号

海洋短波レーダー現
地工事実施設計

九州地方整備局熊本港
湾・空港整備事務所長
中村義文
熊本市川尻2丁目８－６
１

H17.5.19 6,405,000

　長野日本無線（株）との間で締結している海洋短
波レ－ダ－現地工事実施設計については、環境整
備船「海輝」による浮遊ゴミの移動予測による回収
の効率化及び海域再生に向けた干潟再生等の施
策検討のための基礎情報を得ることを目的に、流
況と波高の面的観測を可能とする観測システム設
置における現地工事の実施設計を行うものである。
　本業務の遂行にあたっては、長野日本無線株式
会社製の海洋短波レーダーについて熟知している
ことが必要不可欠である。
　これを満たすものは、唯一同海洋短波レーダーを
製作できる「長野日本無線株式会社」のみであり、
特許権、著作権に関わる技術、機器、設備又はシ
ステム等を用いる必要があり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14754
三井造船（株）
大分市大字日吉原３番
地

土地6,200㎡賃貸借

九州地方整備局別府港
湾･空港整備事務所長
尾坐巧別府市石垣東
10-3-15

H17.5.31 3,651,194

三井造船(株)との間で締結している土地６，２００㎡
賃貸借については、大分港（大在地区）防波堤災害
復旧工事に伴う、雑石及びコンクリート殻仮置用地
として使用するものであるが、工事を円滑に施工す
るためには、施工箇所の直近に所在する土地を使
用する必要がある。そのため、上記条件のもとに検
討した結果、当該土地を除き、近辺に雑石及びコン
クリート殻仮置用地として使用可能な土地が外に所
在しないことから、当該土地を雑石及びコンクリート
殻仮置用の土地として使用しようとするものであり、
場所が限定されることにより、供給者が一に特定さ
れるとしている賃貸借契約等であって当該場所でな
ければ行政事務を行うことが不可能であり、競争を
許さないため。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（工事
終了後に公募手
続きを行う）

14755
三井造船（株）
大分市大字日吉原３番
地

土地10,500㎡賃貸借

九州地方整備局別府港
湾･空港整備事務所長
尾坐巧別府市石垣東
10-3-15

H17.5.31 3,607,027

三井造船(株)との間で締結している土地１０，５００
㎡賃貸借においては、大分港（大在地区）防波堤災
害復旧工事に伴う、ケーソン製作ヤードの用地とし
て使用するものであるが、工事を円滑に施工するた
めには、施工箇所の直近に所在する土地を使用す
る必要がある。そのため、上記条件のもとに検討し
た結果、当該土地を除き、近辺にケーソン製作ヤー
ドとして使用可能な土地が外に所在しないことか
ら、当該土地をケーソン製作ヤード用の土地として
使用しようとするものであり、場所が限定されること
により、供給者が一に特定されるとしている賃貸借
契約等であって当該場所でなければ行政事務を行
うことが不可能であり、競争を許さないため。（会計
法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（工事
終了後に公募手
続きを行う）
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14756
関門港石油協同組合下
関市大和町１丁目１６番
１号

軽油　（６月分）

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H17.6.1 3,044,400

関門港石油協同組合との間で締結している軽油(6
月分)事業について、予算決算及び会計令第９９条
第１８号事業協同組合の保護育成であり、法令、条
約、閣議決定、地方公共団体との取り決め等明確
な根拠に基づき契約の相手方が特定され、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

単価契約

14757
鹿児島県志布志湾港湾
事務所　　志布志市志
布志町帖６６１７－１７

公共空地１０，３８０㎡
使用料

九州地方整備局志布志
港湾事務所長　水之浦
壽　志布志市志布志町
帖6617-182

H17.6.9 2,140,880

鹿児島県志布志港湾事務所との間で締結している
公共空地１０，３８０㎡使用料については、本事務所
の必要としている土地を鹿児島県が所有しているた
め、場所が限定されることにより、供給者が一に特
定されるとしている賃貸借契約等であって当該場所
でなければ行政事務を行うことが不可能であり、競
争を許さないため。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（工事
終了後に公募手
続きを行う）

14758

（株）アイ・エイチ・アイマ
リンユナイテッド東京都
港区海岸３丁目２２番２
３号

舷外排送施設修理工
事

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H17.6.14 10,710,000

(株)アイ・エイチ・アイマリンユナイテッドとの間で締
結している舷外拝送施設修理工事事業について
は、同社が当該装置を作成し、構造を熟知してお
り、特許権、著作権に関わる技術、機器、設備又は
システム等を用いる必要があり、競争を許さないた
め。(会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14759
（株）キューヤマ北九州
市門司区港町７番８号

フレキシブルホース１７
本外３点

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H17.6.17 11,917,500

(株)キューヤマとの間で締結しているフレキシブル
ホース17本外3点事業について、同社が当該製品
の販売に関する九州・山口地区における唯一の代
理店であり、既調達物品等に連接して使用する物
品等の調達その他連接性のある調査・委託及びシ
ステムを継続して使用する場合であって、それらの
相手方以外の者から調達等をしたならばその使
用、利用に著しい支障が生ずるおそれがあり、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14760
関門港石油協同組合下
関市大和町１丁目１６番
１号

重油　１００，０００Ｌ

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H17.6.22 5,250,000

関門港石油協同組合との間で締結している重油
100,000L事業について、予算決算及び会計令第９９
条第１８号事業協同組合の保護育成であり、法令、
条約、閣議決定、地方公共団体との取り決め等明
確な根拠に基づき契約の相手方が特定され、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14761
三井造船（株）
大分市大字日吉原３番
地

土地6,200㎡賃貸借

九州地方整備局別府港
湾･空港整備事務所長
尾坐巧別府市石垣東
10-3-15

H17.6.23 3,359,606

三井造船との間に締結している土地６，２００㎡につ
いては、大分港（大在地区）防波堤災害復旧工事に
伴う、中詰砂仮置用地として使用するものである
が、工事を円滑に施工するためには、施工箇所の
直近に所在する土地を使用する必要がある。その
ため、上記条件のもとに検討した結果、当該土地を
除き、近辺に中詰砂仮置用地として使用可能な土
地が外に所在しないことから、当該土地を中詰砂仮
置用の土地として使用しようとするものであり、場所
が限定されることにより、供給者が一に特定される
としている賃貸借契約等であって当該場所でなけ
れば行政事務を行うことが不可能であり、競争を許
さないため。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（工事
終了後に公募手
続きを行う）

14762
（株）アクシス
北九州市八幡西区瀬板
１丁目１６－１

ひびきコンテナターミナ
ル竣工記念式典業務

九州地方整備局北九州
港湾・空港整備事務所
長吉本靖俊北九州市門
司区西海岸１－４－４０

H17.6.30 2,257,500

(株)アクシスとの間で締結しているひびきコンテナ
ターミナル竣工記念式典業務事業については、ひ
びきコンテナターミナル(以下ひびきＣＴ）及びひびき
ＣＴヤードが完成したことを記念して、当局、北九州
市及びひびきコンテナターミナル㈱（以下ＨＣＴ㈱）
の三者により共催するものである。本式典におい
て、当局はテント等の設置・撤去を分担することとし
ているが北九州市、ＨＣＴ㈱において分担される運
営部分を行うのが㈱アクシスである。本式典開催に
当たっては、式典自体が総合的、有機的且つ機動
的に実施される事が必要であり、式典の運営とテン
ト等の設置・撤去においては一体不可分であるた
め、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14763
関門港石油協同組合下
関市大和町１丁目１６番
１号

軽油　（７月分）

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H17.7.1 2,678,600

関門港石油協同組合との間で締結している軽油(７
月分)事業について、予算決算及び会計令第９９条
第１８号事業協同組合の保護育成であり、法令、条
約、閣議決定、地方公共団体との取り決め等明確
な根拠に基づき契約の相手方が特定され、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

単価契約

14764
鹿児島県志布志湾港湾
事務所　　志布志市志
布志町帖６６１７－１７

野積場１１，２２０㎡使
用料

九州地方整備局志布志
港湾事務所長　水之浦
壽　志布志市志布志町
帖6617-182

H17.7.1 3,552,260

鹿児島県志布志港湾事務所との間で締結している
野積場１１，２２０㎡使用料については、本事務所の
必要としている土地を鹿児島県が所有しているた
め、場所が限定されることにより、供給者が一に特
定されるとしている賃貸借契約等であって当該場所
でなければ行政事務を行うことが不可能であり、競
争を許さないため。（会計法２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14765
常石ポートサービス
（株）　　　広島県福山市
沼隈町大字常石１０８３

民間空地８，００９㎡賃
貸借

九州地方整備局志布志
港湾事務所長　水之浦
壽　志布志市志布志町
帖6617-182

H17.7.7 3,075,456

常石サポ－トサ－ビス（株）との間で締結している民
間空地８，００９㎡賃貸借については、本事務所の
必要としている土地を常石ポートサービス（株）が所
有しているため、場所が限定されることにより、供給
者が一に特定されるとしている賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行うことが不可
能であり、競争を許さないため。（会計法２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（工事
終了後に公募手
続きを行う）

14766

特定非営利活動法人ゆ
めみなと鹿児島
鹿児島市本港新町３番
地

奄美地域連携検討調
査

九州地方整備局鹿児島
港湾・空港整備事務所
長　関　憲一　鹿児島市
城南町23-1

H17.7.8 3,360,000

特定非営利活動法人ゆめみなと鹿児島との間で締
結している奄美地域連携検討調査において、本業
務を実施するに当たっては、みなとを介し海と人と
の共生を図り地域社会に貢献する目的を持ってい
ること、主な港湾利用者・商工業関係者・鹿児島市
民・地域団体及び行政関係者との中立的な立場で
進行する経験と情報交換を適切に先導する知識が
不可欠の要件である。特定非利益活動法人　ゆめ
みなと鹿児島は、上記の目的を達成するために設
立された特定非営利活動法人であること、独自に鹿
児島港の利用促進、港湾に対する親しみや理解の
促進を図るための活動を行っている。また平成16年
には屋久島で自然体験学習会を開催しており、実
施にあたってのノウハウを有しているなど、地域住
民と行政関係者との情報交換及び交流について、
企画・運営・広報の面はもとより多方面にわたる調
整能力を有しており、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14767
鹿児島県志布志湾港湾
事務所　　志布志市志
布志町帖６６１７－１７

野積場３，０００㎡使用
料

九州地方整備局志布志
港湾事務所長　水之浦
壽　志布志市志布志町
帖6617-182

H17.7.8 1,771,620

鹿児島県志布志港湾事務所との間で締結している
野積場３，０００㎡使用料については、本事務所の
必要としている土地を鹿児島県が所有しているた
め、場所が限定されることにより、供給者が一に特
定されるとしている賃貸借契約等であって当該場所
でなければ行政事務を行うことが不可能であり、競
争を許さないため。（会計法２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14768

大分ウォーターフロント
研究会
大分市府内町三丁目九
番十五号

みなと利用促進検討業
務

九州地方整備局別府港
湾･空港整備事務所長
尾坐巧別府市石垣東
10-3-15

H17.7.8 3,150,000

大分ウォ－タ－フロント研究会との間で締結してい
るみなと利用促進検討業務については、みなとをモ
デルとした社会実験及び、既存ストックの利活用等
の実施に向けた協議を行い、みなとの利用促進検
討を行うものである。本業務を実施するに当たって
は、地域住民及び行政関係者との中立な立場で進
行する経験と地域の情報交換を適切に先導する知
識が必要であり、特定非営利活動法人が適切であ
る。特定非営利活動法人大分ウォーターフロント研
究会は、地域住民と行政関係者との情報交換及び
交流について、港湾事業の専門知識に精通し、か
つ、多分野にわたるアドバイザーによる豊富な知識
を有しており、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14769
（株）ニッコウエンジニア
リング下関市彦島江の
浦町２丁目１番９号

がんりゅう修理工事

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H17.7.14 3,097,500

（株）ニッコウエンジニアリングとの間で締結している
がんりゅう修理工事（第２次）については、油流出事
故の緊急出動に伴う修理工事で、「がんりゅう」に精
通し、緊急に作業できる業者であり、競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に
一般競争入札に
移行）

14770
（株）カイジョーソニック
福岡市博多区豊１丁目
２番１５号

八代港・本渡瀬戸潮位
データ伝送装置設置
業務

九州地方整備局熊本港
湾・空港整備事務所長
中村義文
熊本市川尻2丁目８－６
１

H17.7.15 2,730,000

（株）カイジョーソニックとの間で締結している波高
波向観測装置においては、近年、既存ストックの有
効活用における国有港湾施設の点検診断の実施
や大規模地震による津波の防災対策など危機管理
への要請の高まりから、ナウファスの観測データ収
集をリアルタイム化し、港湾整備における一層高度
な施工管理に資するもの、及びインターネットにより
台風時等の波高等の防災情報として公開できる波
高波向観測装置の改良・修理等を実施するもので
あるが、実施にあたっては波高、波向を一体的に観
測でき、得られたデータをインターネットで公開する
という観点から、波高、波向を一体的に観測できる
とともに、同時に潮位、風向、風速、気圧の観測も
できること、波高周期のほか、波浪の方向スペクト
ルを同時に算出することができること、同一地点の
長期観測ができることという特徴を有する海象計を
使う必要がある。しかしながらこの特徴を有する海
象計は同社のものしかなく、特許を保有しているこ
とから、他の者では改良。修理等を行うことができ
ない。よって特許権、著作権に関わる技術、機器、
設備又はシステム等を用いる必要があり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
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及び数量

契約担当官等の氏名並び
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（具体的かつ詳細に記載）

14771
（株）測研
北九州市戸畑区境川２
丁目４番５号

八代港風向風速観測
装置改良外２件

九州地方整備局熊本港
湾・空港整備事務所長
中村義文
熊本市川尻2丁目８－６
１

H17.7.15 1,617,000

　（株）測研との間で締結している八代港風向風速
観測装置改良外２件については、八代港では、八
代港の風向風速、潮位及び本渡瀬戸航路の潮位を
観測しており、観測データについては集録装置及び
中継装置を設置し、既存のLANに接続することによ
り、データの整備・保存・印刷を行い、経済的かつ効
率的に業務遂行してきている。
　今般、全国沿岸の気象・海象データを港湾整備に
おける一層高度な施工管理等に資するもの、及び
台風時等の気象・海象データの防災情報としてリア
ルタイム化し、公開する必要性から観測データ伝送
装置の改良を実施しており、この改良に伴って、本
システムを改良し調整をする必要がある。
　本システムにおいては、既存システム製作者であ
る（株）測研の製作している機器が経済性及びシス
テムの信頼性を考慮すると も円滑に業務を遂行
できる唯一のものであり、既調達物品等に連接して
使用する物品等の調達その他連接性のある調査・
委託及びシステムを継続して使用する場合であっ
て、それらの相手方以外の者から調達等をしたなら
ばその使用、利用に著しい支障が生ずるおそれが
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14772
岡本土木（株）
中津市牛神町１丁目２１
番地の２

別府港海岸（餅ヶ浜地
区）仮設材管理業務

九州地方整備局別府港
湾･空港整備事務所長
尾坐巧別府市石垣東
10-3-15

H17.7.15 2,152,500

岡本土木（株）との間で締結している別府港海岸
（餅ヶ浜地区）仮設材管理業務については、別府港
海岸（餅ヶ浜地区）において、護岸を築造する（構造
形式は緩傾斜護岸）ため、土留めとして打設した仮
設材（鋼矢板）の管理業務を行うものである。岡本
土木株式会社中津本店は、別件工事の別府港海
岸（餅ヶ浜地区）護岸（改良）本体外1件築造工事に
おいて本仮設材を打設しており、現場条件等内容を
熟知している唯一の業者であり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14773
大分県佐伯土木事務所
大分県佐伯市長島町１
丁目２番１号

佐伯港（鶴谷野積場）
使用料

九州地方整備局別府港
湾･空港整備事務所長
尾坐巧別府市石垣東
10-3-15

H17.7.19 1,950,230

大分県佐伯土木事務所との間で締結している佐伯
港(鶴谷野積場）使用料事業については、「佐伯港
（女島地区）岸壁（－14ｍ）築造工事」で、底版ブロッ
ク及び直立消波ブロックの製作ヤードとして、佐伯
港（鶴谷野積場）を使用するものである。工事施工
場所である近隣地区には、底版ブロック及び直立
消波ブロックを製作できる広大な土地がほかにな
く、据付の利便性等を考慮しても当該港湾施設を使
用するのが得策であり、場所が限定されることによ
り、供給者が一に特定されるとしている賃貸借契約
等であって当該場所でなければ行政事務を行うこと
が不可能であり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14774
関門港石油協同組合下
関市大和町１丁目１６番
１号

軽油　（８月分）

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H17.8.1 2,217,600

関門港石油協同組合との間で締結している軽油(８
月分)事業について、予算決算及び会計令第９９条
第１８号事業協同組合の保護育成であり、法令、条
約、閣議決定、地方公共団体との取り決め等明確
な根拠に基づき契約の相手方が特定され、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

単価契約

14775
（株）カイジョーソニック
福岡市博多区豊１－２
－１５

玄界灘波浪観測装置
修理

九州地方整備局博多港
湾・空港整備事務所長
元野一生福岡市中央区
大手門２－５－３３

H17.8.1 15,225,000

（株）カイジョーソニックとの間で締結している波高
波向観測装置においては、近年、既存ストックの有
効活用における国有港湾施設の点検診断の実施
や大規模地震による津波の防災対策など危機管理
への要請の高まりから、ナウファスの観測データ収
集をリアルタイム化し、港湾整備における一層高度
な施工管理に資するもの、及びインターネットにより
台風時等の波高等の防災情報として公開できる波
高波向観測装置の改良・修理等を実施するもので
あるが、実施にあたっては波高、波向を一体的に観
測でき、得られたデータをインターネットで公開する
という観点から、波高、波向を一体的に観測できる
とともに、同時に潮位、風向、風速、気圧の観測も
できること、波高周期のほか、波浪の方向スペクト
ルを同時に算出することができること、同一地点の
長期観測ができることという特徴を有する海象計を
使う必要がある。しかしながらこの特徴を有する海
象計は同社のものしかなく、特許を保有しているこ
とから、他の者では改良。修理等を行うことができ
ない。よって特許権、著作権に関わる技術、機器、
設備又はシステム等を用いる必要があり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14776

（株）カイジョーソニック
九州支店
福岡市博多区豊１－２
－１５

長崎港波高観測装置
改良業務

九州地方整備局長崎港
湾・空港整備事務所長
中山政勝　長崎市小ヶ
倉町３丁目７６－７２

H17.8.2 7,927,500

（株）カイジョーソニックとの間で締結している波高
波向観測装置においては、近年、既存ストックの有
効活用における国有港湾施設の点検診断の実施
や大規模地震による津波の防災対策など危機管理
への要請の高まりから、ナウファスの観測データ収
集をリアルタイム化し、港湾整備における一層高度
な施工管理に資するもの、及びインターネットにより
台風時等の波高等の防災情報として公開できる波
高波向観測装置の改良・修理等を実施するもので
あるが、実施にあたっては波高、波向を一体的に観
測でき、得られたデータをインターネットで公開する
という観点から、波高、波向を一体的に観測できる
とともに、同時に潮位、風向、風速、気圧の観測も
できること、波高周期のほか、波浪の方向スペクト
ルを同時に算出することができること、同一地点の
長期観測ができることという特徴を有する海象計を
使う必要がある。しかしながらこの特徴を有する海
象計は同社のものしかなく、特許を保有しているこ
とから、他の者では改良。修理等を行うことができ
ない。よって特許権、著作権に関わる技術、機器、
設備又はシステム等を用いる必要があり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14777
（株）測研
北九州市戸畑区境川２
－４－５

長崎港風向風速装置
改良業務外２件

九州地方整備局長崎港
湾・空港整備事務所長
中山政勝　長崎市小ヶ
倉町３丁目７６－７２

H17.8.3 2,215,500

（株）測研との間で締結している長崎港風向風速装
置改良業務外2件については、既存の風向風速観
測装置の改良及び潮位データ集録装置の改造を行
い、ナウファス高度化に伴う観測データ収集のリア
ルタイム化に対応し、インターネット上で台風時等に
おける波高等の防災情報として公開することが出
来るようにするものである。当該装置は、長崎管内
の気象・海象データを集約・集録し、遠隔監視ソフト
を通じて各観測所データが事務所内で閲覧可能な
システムとなっており、今回の改良・改造をもって、
港湾整備における一層高度な施工管理に資するも
のである。本業務を実施するには、当該装置及び
周辺機器のみならず、データ構造やデータ処理方
式を十分熟知していることが必要不可欠である。当
該装置及び周辺機器は、株式会社測研が独自に
開発したシステムであり、既調達物品等に連接して
使用する物品等の調達その他連接性のある調査・
委託及びシステムを継続して使用する場合であっ
て、それらの相手方以外の者から調達等をしたなら
ばその使用、利用に著しい支障が生ずるおそれが
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14778
常石ポートサービス
（株）　　　広島県福山市
沼隈町大字常石１０８３

民間空地４，７５２㎡賃
貸借

九州地方整備局志布志
港湾事務所長　水之浦
壽　志布志市志布志町
帖6617-182

H17.8.4 1,824,768

常石サポ－トサ－ビス（株）との間で締結している民
間空地４，７５２㎡賃貸借については、本事務所の
必要としている土地を常石ポートサービス（株）が所
有しているため、場所が限定されることにより、供給
者が一に特定されるとしている賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行うことが不可
能であり、競争を許さないため。（会計法２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（工事
終了後に公募手
続きを行う）

14779
（株）カイジョーソニック
福岡市博多区豊１丁目
２番１５号

名瀬港波浪観測装置
製作設置

九州地方整備局副局長
岩瀧清治山口県下関市
竹崎町4-6-1

H17.8.11 66,150,000

（株）カイジョーソニックとの間で締結している波高
波向観測装置においては、近年、既存ストックの有
効活用における国有港湾施設の点検診断の実施
や大規模地震による津波の防災対策など危機管理
への要請の高まりから、ナウファスの観測データ収
集をリアルタイム化し、港湾整備における一層高度
な施工管理に資するもの、及びインターネットにより
台風時等の波高等の防災情報として公開できる波
高波向観測装置の改良・修理等を実施するもので
あるが、実施にあたっては波高、波向を一体的に観
測でき、得られたデータをインターネットで公開する
という観点から、波高、波向を一体的に観測できる
とともに、同時に潮位、風向、風速、気圧の観測も
できること、波高周期のほか、波浪の方向スペクト
ルを同時に算出することができること、同一地点の
長期観測ができることという特徴を有する海象計を
使う必要がある。しかしながらこの特徴を有する海
象計は同社のものしかなく、特許を保有しているこ
とから、他の者では改良。修理等を行うことができ
ない。よって特許権、著作権に関わる技術、機器、
設備又はシステム等を用いる必要があり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14780
（株）ニッコウエンジニア
リング下関市江の浦町
２丁目１番９号

がんりゅう修理工事
（第２次）

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H17.8.16 4,672,500

（株）ニッコウエンジニアリングとの間で締結している
がんりゅう修理工事（第２次）については、油流出事
故の緊急出動に伴う修理工事で、「がんりゅう」に精
通し、緊急に作業できる業者であり、競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に
一般競争入札に
移行）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14781
国立大学法人九州大学
福岡市東区箱崎６丁目
１０番１号

新たな埋没防止工法
に関する研究調査委
託

九州地方整備局下関港
湾空港技術調査事務所
長吉田秀樹下関市東大
和町２－２９－１

H17.8.18 5,000,000

国立大学法人九州大学との間で締結している新た
な埋没防止工法に関する研究調査委託事業につい
ては、同大学が豊富に有するデータ等を利用して
波浪や潮流等の往復流場に非対称構造物を設置
して底質移動の制御を可能とする新たな埋没防止
工法の特性及び効果を研究調査するものであり、
特許権、著作権に関わる技術、機器、設備又はシ
ステム等を用いる必要があり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14782
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）　福岡市西区
愛宕南１丁目１番７号

福岡空港能力向上抜
本方策検討調査

九州地方整備局副局長
岩瀧清治山口県下関市
竹崎町4-6-1

H17.8.24 23,252,500

パシフィックコンサルタンツ(株)との間で締結してい
る福岡空港能力向上抜本方策検討調査事業につ
いては、抜本的な空港能力向上方策に係わる空港
の計画要件の検討、現空港における滑走路増設の
検討、新空港の検討を実施するものである。本業務
の遂行にあたっては、空港計画の策定や空域、航
空機の運航方式等の分野の豊富な知識や高度な
技術を要することから、受注者においては、①予定
技術者の経験及び能力（技術者資格、業務執行技
術力、専任性等）②業務実施方針（業務理解度、業
務実施手順）等の観点からプロポーザル（技術提案
書）の提出を求めたものである。建設コンサルタント
等の特定手続きに基づき調査審査の結果、パシ
フィックコンサルタンツ㈱が今回の業務内容を委託
するにあたり 適業者であると判断されることから、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１７年度から企
画競争を実施）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14783
（株）カイジョーソニック
福岡市博多区豊１丁目
２番１５号

潮位データ伝送装置
設置業務

九州地方整備局唐津港
湾事務所長 鈴木徹 佐
賀県唐津市二夕子3丁
目216番地１

H17.8.29 1,827,000

（株）カイジョーソニックとの間で締結している波高
波向観測装置においては、近年、既存ストックの有
効活用における国有港湾施設の点検診断の実施
や大規模地震による津波の防災対策など危機管理
への要請の高まりから、ナウファスの観測データ収
集をリアルタイム化し、港湾整備における一層高度
な施工管理に資するもの、及びインターネットにより
台風時等の波高等の防災情報として公開できる波
高波向観測装置の改良・修理等を実施するもので
あるが、実施にあたっては波高、波向を一体的に観
測でき、得られたデータをインターネットで公開する
という観点から、波高、波向を一体的に観測できる
とともに、同時に潮位、風向、風速、気圧の観測も
できること、波高周期のほか、波浪の方向スペクト
ルを同時に算出することができること、同一地点の
長期観測ができることという特徴を有する海象計を
使う必要がある。しかしながらこの特徴を有する海
象計は同社のものしかなく、特許を保有しているこ
とから、他の者では改良。修理等を行うことができ
ない。よって特許権、著作権に関わる技術、機器、
設備又はシステム等を用いる必要があり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14784

（株）アイ・エイチ・アイマ
リンユナイテッド東京都
港区海岸３丁目２２番２
３号

舷外排送施設修理工
事（第２次）

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H17.8.30 8,925,000

(株)アイ・エイチ・アイマリンユナイテッドとの間で締
結している舷外拝送施設修理工事事業について
は、同社が当該装置を作成し、構造を熟知してお
り、特許権、著作権に関わる技術、機器、設備又は
システム等を用いる必要があり、競争を許さないた
め。(会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14785

（株）イー・ディー・アイ
東京都港区虎ノ門１丁
目２－８　　　　虎ノ門琴
平タワー１９階

土地14,950.79㎡賃貸
借

九州地方整備局下関港
湾事務所長小原和行下
関市東大和町2丁目10-
2

H17.8.31 3,730,000

(株)イー・ディー・アイとの間で締結している土地
14,950.79㎡事業については、下関沖合人工島整備
事業を施工する際に必要なブロック等製作及び同
仮置ヤードとして賃貸借契約し、使用するものであ
り、場所が限定されることにより、供給者が一に特
定されるとしている賃貸借契約等であって当該場所
でなければ行政事務を行うことが不可能であり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（工事
終了後に公募手
続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14786
関門港石油協同組合下
関市大和町１丁目１６番
１号

軽油　（９月分）

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H17.9.1 3,339,600

関門港石油協同組合との間で締結している軽油(9
月分)事業について、予算決算及び会計令第９９条
第１８号事業協同組合の保護育成であり、法令、条
約、閣議決定、地方公共団体との取り決め等明確
な根拠に基づき契約の相手方が特定され、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

単価契約

14787
東洋建設（株）
福岡市中央区天神１－
１０－２４

宮崎港被災状況調査
九州地方整備局宮崎港
湾・空港整備事務所長
岸良安治宮崎市港1-16

H17.9.9 4,200,000

東洋建設(株)との間で締結している宮崎港被災状
況調査については、直轄港湾等災害復旧事業取扱
要綱に基づき、直轄災害発生後３０日以内に直轄
港湾等災害調書を提出しなければならないが、調
書の提出にあたっては、被災個所の復旧工法の検
討・被災額の算出等を行う必要があり、緊急の必要
により競争に付することができないことにより、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14788
五洋建設（株）
鹿児島市山之口町２－
１

細島港被災状況調査
九州地方整備局宮崎港
湾・空港整備事務所長
岸良安治宮崎市港1-16

H17.9.9 2,625,000

五洋建設(株)との間で締結している宮崎港被災状
況調査については、直轄港湾等災害復旧事業取扱
要綱に基づき、直轄災害発生後３０日以内に直轄
港湾等災害調書を提出しなければならないが、調
書の提出にあたっては、被災個所の復旧工法の検
討・被災額の算出等を行う必要があり、緊急の必要
により競争に付することができないことにより、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14789
五洋建設（株）
鹿児島市山之口町２番
１号

志布志港（若松地区）
防波堤（沖）被災状況
調査

九州地方整備局志布志
港湾事務所長　水之浦
壽　志布志市志布志町
帖6617-182

H17.9.12 4,830,000

五洋建設（株）との間で締結している志布志港（若
松地区）防波堤（沖）被災状況調査については、平
成１７年９月６日に来襲した台風１４号により被災し
た志布志港（若松地区）防波堤（沖）の被災状況を
把握するために実施するものである。災害において
は、発生から１ヶ月以内に、その災害調書を国土交
通大臣に提出することが義務づけられており、ま
た、復旧予算要求のための資料作成や本省の災害
査定など緊急を要する対応が早急に求められるこ
とにより、緊急の必要により競争に付することがで
きないことにより、競争を許さない。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14790
東洋建設（株）
福岡市中央区天神１丁
目１０番２４号

志布志港（若松地区）
防波堤（沖）被災状況
調査（第２次）

九州地方整備局志布志
港湾事務所長　水之浦
壽　志布志市志布志町
帖6617-182

H17.9.12 4,830,000

東洋建設（株）との間で締結している志布志港（若
松地区）防波堤（沖）被災状況調査については、平
成１７年９月６日に来襲した台風１４号により被災し
た志布志港（若松地区）防波堤（沖）の被災状況を
把握するために実施するものである。災害において
は、発生から１ヶ月以内に、その災害調書を国土交
通大臣に提出することが義務づけられており、ま
た、復旧予算要求のための資料作成や本省の災害
査定など緊急を要する対応が早急に求められるこ
とにより、緊急の必要により競争に付することがで
きないことにより、競争を許さない。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14791
常石ポートサービス
（株）　　　広島県福山市
沼隈町大字常石１０８３

民間空地８，１８４㎡賃
貸借

九州地方整備局志布志
港湾事務所長　水之浦
壽　志布志市志布志町
帖6617-182

H17.9.13 4,566,672

常石サポ－トサ－ビス（株）との間で締結している民
間空地８，１８４㎡賃貸借については、本事務所の
必要としている土地を常石ポートサービス（株）が所
有しているため、場所が限定されることにより、供給
者が一に特定されるとしている賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行うことが不可
能であり、競争を許さないため。（会計法２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（工事
終了後に公募手
続きを行う）

14792
（株）カイジョーソニック
福岡市博多区豊１－２
－１５

宮崎港風向風速デー
タ集録装置外1点改良

九州地方整備局宮崎港
湾・空港整備事務所長
岸良安治宮崎市港1-16

H17.9.13 1,890,000

（株）カイジョーソニックとの間で締結している波高
波向観測装置においては、近年、既存ストックの有
効活用における国有港湾施設の点検診断の実施
や大規模地震による津波の防災対策など危機管理
への要請の高まりから、ナウファスの観測データ収
集をリアルタイム化し、港湾整備における一層高度
な施工管理に資するもの、及びインターネットにより
台風時等の波高等の防災情報として公開できる波
高波向観測装置の改良・修理等を実施するもので
あるが、実施にあたっては波高、波向を一体的に観
測でき、得られたデータをインターネットで公開する
という観点から、波高、波向を一体的に観測できる
とともに、同時に潮位、風向、風速、気圧の観測も
できること、波高周期のほか、波浪の方向スペクト
ルを同時に算出することができること、同一地点の
長期観測ができることという特徴を有する海象計を
使う必要がある。しかしながらこの特徴を有する海
象計は同社のものしかなく、特許を保有しているこ
とから、他の者では改良。修理等を行うことができ
ない。よって特許権、著作権に関わる技術、機器、
設備又はシステム等を用いる必要があり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14793
関門港石油協同組合下
関市大和町１丁目１６番
１号

重油　１６０，０００Ｌ

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H17.9.15 9,408,000

関門港石油協同組合との間で締結している重油
160,000L事業について、予算決算及び会計令第９９
条第１８号事業協同組合の保護育成であり、法令、
条約、閣議決定、地方公共団体との取り決め等明
確な根拠に基づき契約の相手方が特定され、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14794

特定非営利活動法人ゆ
めみなと鹿児島
鹿児島市本港新町３番
地

鹿児島港整備計画調
査

九州地方整備局鹿児島
港湾・空港整備事務所
長　関　憲一　鹿児島市
城南町23-1

H17.9.22 2,730,000

特定非営利活動法人ゆめみなと鹿児島との間で締
結している鹿児島港整備計画調査事業は、みなと
を介し海と人との共生を図り地域社会に貢献する目
的を持っていること、市民・地域団体及び行政関係
者との中立的な立場で進行する経験と情報交換を
適切に先導する知識が不可欠の要件である。特定
非利益活動法人　ゆめみなと鹿児島は、上記の目
的を達成するために設立された特定非営利活動法
人であること、独自に鹿児島港の利用促進、港湾に
対する親しみや理解の促進を図るための活動を
行っている。また港湾施設見学会実施にあたっての
ノウハウを有しているなど、地域住民と行政関係者
との情報交換及び交流について、企画・運営・広報
の面はもとより多方面にわたる調整能力を有してい
る。さらに港湾に対する理解も深く幅広く提言、提唱
を行うことができ、競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14795
九州洋伸建設（株）
福岡市博多区沖浜町１
２番１号

博多港（須崎ふ頭地
区）岸壁（－１２ｍ）（改
良）復旧工事

九州地方整備局博多港
湾・空港整備事務所長
元野一生福岡市中央区
大手門２－５－３３

H17.9.22 6,615,000

九州洋伸建設(株)との間で締結している博多港（須
崎ふ頭地区）岸壁（-12m）（改良）復旧工事について
は、供用中の岸壁であり、かつ狭隘な場所であるた
め、安全性に十分な配慮を行い効率的かつ迅速な
施工及び対応が必要となってくる。　九州洋伸株式
会社は、現在、博多港（須崎ふ頭地区）岸壁（－１１
ｍ）災害復旧工事を受注し、背後施設利用者との調
整をしながら災害復旧工事を行ってきている。　ま
た、本工事に必要な作業用機械等も備えており、経
済的にも工期的にも有効なものと考えられ、本工事
を安全に効率的かつ迅速に施工するための体制を
整えていると判断されるため、緊急の必要により競
争に付することができないことにより、競争をゆるさ
ないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14796

（株）アイ・エイチ・アイマ
リンユナイテッド東京都
港区海岸３丁目２２番２
３号

舷外排送施設点検整
備

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H17.9.26 11,025,000

(株)アイ・エイチ・アイマリンユナイテッドとの間で締
結している舷外拝送施設点検整備事業について
は、同社が当該装置を作成し、構造を熟知してお
り、特許権、著作権に関わる技術、機器、設備又は
システム等を用いる必要があり、競争を許さないた
め。(会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14797
（株）測研
北九州市戸畑区境川２
－４－５

細島港風向風速計修
理外1件

九州地方整備局宮崎港
湾・空港整備事務所長
岸良安治宮崎市港1-16

H17.9.27 1,680,000

(株)測研との間で締結している細島港風向風速計
修理外１件については、宮崎港湾・空港整備事務
所細島事務所の既設の風向風速計の修理及び改
良を行い、風向風速データ集録装置との調整を行う
こととしており、特許権、著作権に関わる技術、機
器、設備又はシステム等を用いる必要があり、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14798
関門港石油協同組合下
関市大和町１丁目１６番
１号

重油　１４０，０００Ｌ

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H17.9.28 8,232,000

関門港石油協同組合との間で締結している重油
140,000L事業について、予算決算及び会計令第９９
条第１８号事業協同組合の保護育成であり、法令、
条約、閣議決定、地方公共団体との取り決め等明
確な根拠に基づき契約の相手方が特定され、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14799
三井造船（株）
大分市大字日吉原３番
地

土地6,786.76㎡外1件
賃貸借

九州地方整備局別府港
湾･空港整備事務所長
尾坐巧別府市石垣東
10-3-15

H17.9.30 3,059,112

三井造船との間で締結している土地６，７８６．７６㎡
外１件賃貸借については、別府港（石垣地区）岸壁
（-10m）ケーソン製作工事を施工するにあたり、
ケーソンの製作・仮置場所として土地の借り上げを
行うものである。工事施工に伴い、ケーソン製作・仮
置する土地を確保する必要が生じたが、当該工事
施工箇所である別府港石垣地区周辺には、ケーソ
ンの製作・仮置が可能な土地がないので、ケーソン
製作に必要な規模を有し、且つ、ケーソン据付場所
までの海上輸送に適した土地を検討した結果、本
工事を円滑に遂行できるのは三井造船株式会社大
分事業所の土地以外には無いことにより、場所が
限定されることにより、供給者が一に特定されるとし
ている賃貸借契約等であって当該場所でなければ
行政事務を行うことが不可能であり、競争を許さな
いため。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（工事
終了後に公募手
続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14800
関門港石油協同組合下
関市大和町１丁目１６番
１号

軽油　（１０月分）

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H17.10.3 3,640,000

関門港石油協同組合との間で締結している軽油(10
月分)事業について、予算決算及び会計令第９９条
第１８号事業協同組合の保護育成であり、法令、条
約、閣議決定、地方公共団体との取り決め等明確
な根拠に基づき契約の相手方が特定され、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

単価契約

14801

（株）東洋信号通信社九
州船舶情報センター北
九州市門司区港町９番
１１号

関門航路情報収集・伝
達業務（第３次）

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H17.10.3 1,638,000

（株）東洋信号通信社との間で締結している関門航
路情報収集・伝達業務（第３次）については当該業
務を遂行できる会社が他にいなく、競争を許さない
ため。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14802
鹿児島県志布志湾港湾
事務所　　志布志市志
布志町帖６６１７－１７

野積場１１，２２０㎡使
用料

九州地方整備局志布志
港湾事務所長　水之浦
壽　志布志市志布志町
帖6617-182

H17.10.3 2,557,270

鹿児島県志布志港湾事務所との間で締結している
野積場１１，２２０㎡使用料については、本事務所の
必要としている土地を鹿児島県が所有しているた
め、場所が限定されることにより、供給者が一に特
定されるとしている賃貸借契約等であって当該場所
でなければ行政事務を行うことが不可能であり、競
争を許さないため。（会計法２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14803
（株）カイジョーソニック
福岡市博多区豊１丁目
２番１５号

志布志港波浪観測装
置製作設置

九州地方整備局副局長
岩瀧清治山口県下関市
竹崎町4-6-1

H17.10.4 47,040,000

（株）カイジョーソニックとの間で締結している波高
波向観測装置においては、近年、既存ストックの有
効活用における国有港湾施設の点検診断の実施
や大規模地震による津波の防災対策など危機管理
への要請の高まりから、ナウファスの観測データ収
集をリアルタイム化し、港湾整備における一層高度
な施工管理に資するもの、及びインターネットにより
台風時等の波高等の防災情報として公開できる波
高波向観測装置の改良・修理等を実施するもので
あるが、実施にあたっては波高、波向を一体的に観
測でき、得られたデータをインターネットで公開する
という観点から、波高、波向を一体的に観測できる
とともに、同時に潮位、風向、風速、気圧の観測も
できること、波高周期のほか、波浪の方向スペクト
ルを同時に算出することができること、同一地点の
長期観測ができることという特徴を有する海象計を
使う必要がある。しかしながらこの特徴を有する海
象計は同社のものしかなく、特許を保有しているこ
とから、他の者では改良。修理等を行うことができ
ない。よって特許権、著作権に関わる技術、機器、
設備又はシステム等を用いる必要があり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14804
（株）カイジョーソニック
福岡市博多区豊１丁目
２番１５号

熊本港波浪観測デー
タ伝送装置設置業務

九州地方整備局熊本港
湾・空港整備事務所長
中村義文
熊本市川尻2丁目８－６
１

H17.10.6 3,885,000

（株）カイジョーソニックとの間で締結している波高
波向観測装置においては、近年、既存ストックの有
効活用における国有港湾施設の点検診断の実施
や大規模地震による津波の防災対策など危機管理
への要請の高まりから、ナウファスの観測データ収
集をリアルタイム化し、港湾整備における一層高度
な施工管理に資するもの、及びインターネットにより
台風時等の波高等の防災情報として公開できる波
高波向観測装置の改良・修理等を実施するもので
あるが、実施にあたっては波高、波向を一体的に観
測でき、得られたデータをインターネットで公開する
という観点から、波高、波向を一体的に観測できる
とともに、同時に潮位、風向、風速、気圧の観測も
できること、波高周期のほか、波浪の方向スペクト
ルを同時に算出することができること、同一地点の
長期観測ができることという特徴を有する海象計を
使う必要がある。しかしながらこの特徴を有する海
象計は同社のものしかなく、特許を保有しているこ
とから、他の者では改良。修理等を行うことができ
ない。よって特許権、著作権に関わる技術、機器、
設備又はシステム等を用いる必要があり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14805
（株）測研
北九州市戸畑区境川２
丁目４番５号

熊本港風向風速発信
器外１点新設外１研

九州地方整備局熊本港
湾・空港整備事務所長
中村義文
熊本市川尻2丁目８－６
１

H17.10.6 1,900,500

　（株）測研との間で締結している熊本港風向風速
発信器外１点新設外１件については、熊本港では、
熊本港の風向風速、潮位及び波高を観測しており、
観測データについては集録装置及び中継装置を設
置し、既存のLANに接続することにより、データの整
備・保存・印刷を行い、経済的かつ効率的に業務遂
行してきている。
　今般、全国沿岸の気象・海象データを港湾整備に
おける一層高度な施工管理等に資するもの、及び
台風時等の気象・海象データの防災情報としてリア
ルタイム化し、公開する必要性から観測データ伝送
装置の改良を実施しており、この改良に伴って、本
システムを改良し調整をする必要がある。
　本システムにおいては、既存システム製作者であ
る（株）測研の製作している機器が経済性及びシス
テムの信頼性を考慮すると も円滑に業務を遂行
できる唯一のものであり、既調達物品等に連接して
使用する物品等の調達その他連接性のある調査・
委託及びシステムを継続して使用する場合であっ
て、それらの相手方以外の者から調達等をしたなら
ばその使用、利用に著しい支障が生ずるおそれが
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14806
（株）測研
北九州市戸畑区境川二
丁目４番５号

名瀬港波浪データ収
録装置改良外１件

九州地方整備局鹿児島
港湾・空港整備事務所
長　関　憲一　鹿児島市
城南町23-1

H17.10.7 1,596,000

(株)測研との間で締結している名瀬港波浪観測
データ収録装置改良外1件事業ついては、同社が
製作した当該装置の自動処理プログラムを改良す
るものであり、特許権、著作権に関わる技術、機
器、設備又はシステム等を用いる必要があり、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14807
（株）三洋コンサルタント
北九州市小倉北区京町
３丁目１４番１７号

名瀬港観測データ検
索システム改良

九州地方整備局鹿児島
港湾・空港整備事務所
長　関　憲一　鹿児島市
城南町23-1

H17.10.7 1,417,500

(株)三洋コンサルタントとの間で締結している名瀬
港観測データ検索システム改良事業については、
同社が下関港湾空港技術調査事務所から委託さ
れてプログラムの製作をおこなった当該システムの
中継装置の改良を行うものであり、特許権、著作権
に関わる技術、機器、設備又はシステム等を用いる
必要があり、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14808
福岡市
福岡市博多区沖浜町１
２番１号

博多港浚渫土砂処分
料

九州地方整備局博多港
湾・空港整備事務所長
元野一生福岡市中央区
大手門２－５－３３

H17.10.17 2,303,322

　 福岡市との間に締結している博多港浚渫土砂処
分料については、アイランドシティ地区廃棄物埋立
区域に航路・泊地等の整備に伴う発生土砂の投棄
料である。福岡市所有の埋立区域に投棄すること
により相手方が特定されており他の機関で実施不
可能なものであり、法令、条約、閣議決定、地方公
共団体との取り決め等明確な根拠に基づき契約の
相手方が特定されることにより、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14809
関門港石油協同組合下
関市大和町１丁目１６番
１号

重油　１５０，０００Ｌ

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H17.10.26 8,820,000

関門港石油協同組合との間で締結している重油
150,000L事業について、予算決算及び会計令第９９
条第１８号事業協同組合の保護育成であり、法令、
条約、閣議決定、地方公共団体との取り決め等明
確な根拠に基づき契約の相手方が特定され、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14810
関門港石油協同組合下
関市大和町１丁目１６番
１号

軽油　（１１月分）

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H17.10.31 2,262,400

関門港石油協同組合との間で締結している軽油(１
１月分)事業について、予算決算及び会計令第９９
条第１８号事業協同組合の保護育成であり、法令、
条約、閣議決定、地方公共団体との取り決め等明
確な根拠に基づき契約の相手方が特定され、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

単価契約

14811
国立大学法人九州大学
福岡市東区箱崎６丁目
１０番１号

浚渫土砂を利用した高
強度構造体の開発研
究調査委託

九州地方整備局下関港
湾空港技術調査事務所
長吉田秀樹下関市東大
和町２－２９－１

H17.11.4 3,000,000

国立大学法人九州大学との間で締結している浚渫
土砂を利用した高強度構造体の開発研究調査委託
事業については、浚渫土砂の活用を図るために、
同大学が蓄積分析したデータ等を利用し、高強度
構造体の大型化に向けた開発研究を行い、さらに
構造体の環境への影響も試験検討するものであ
り、特許権、著作権に関わる技術、機器、設備又は
システム等を用いる必要があり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14812
（株）トラストシステム
川崎市高津区新作３丁
目１５番１号

立体地図投影型模型
製作

九州地方整備局熊本港
湾・空港整備事務所長
中村義文
熊本市川尻2丁目８－６
１

H17.11.4 5,827,500

　（株）トランスシステムとの間で締結している立体
地図投影型模型製作については、有明・八代海の
環境改善に関する研究・開発の紹介、市民参加型
の環境学習の場の提供の一環として、説明用の立
体模型を製作・設置することとした。
　環境関連の説明では、海域特性および干潟特性
の違いによる生物生息域の変化など、説明には数
多くの資料が必要となる。したがって、従来の立体
模型で説明するには多数の模型を必要とするた
め、不経済かつ不効率となる。よって、本件では、
立体地図投影型模型を製作することとした。立体地
図投影型模型は、凹凸のある白色の地形スクリー
ンに複数の地形データをプロジェクタ方式で投影す
ることが可能であり、サブモニターを搭載しているこ
とから立体模型とナレーション付映像をリンクさせた
説明が可能である。したがって、専門的な表現を簡
易化して短時間で効率的な説明が実現できる。
（株）トラストシステムは、これまで立体地図投影模
型を製作した実績が多数あり、マスメディアにも、そ
れらの模型が採用されるなど高い技術力を有して
いる。また、映像と立体地図投影型模型がリンクし
た本システムの特許を取得している唯一の業者で
あり、特許権、著作権に関わる技術、機器、設備又
はシステム等を用いる必要があり、競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14813
日本海洋産業（株）下関
市伊崎町２丁目１１番１
号

インペラ４組

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H17.11.8 11,235,000

日本海洋産業(株)との間で締結しているインペラ4
組事業について、同社が当該製品の販売に関する
唯一の代理店であり、既調達物品等に連接して使
用する物品等の調達その他連接性のある調査・委
託及びシステムを継続して使用する場合であって、
それらの相手方以外の者から調達等をしたならば
その使用、利用に著しい支障が生ずるおそれがあ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項)

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14814
常石ポートサービス
（株）　　　広島県福山市
沼隈町大字常石１０８３

民間空地６，０９５㎡賃
貸借

九州地方整備局志布志
港湾事務所長　水之浦
壽　志布志市志布志町
帖6617-182

H17.11.11 1,481,085

常石サポ－トサ－ビス（株）との間で締結している民
間空地６，０９５㎡賃貸借については、本事務所の
必要としている土地を常石ポートサービス（株）が所
有しているため、場所が限定されることにより、供給
者が一に特定されるとしている賃貸借契約等であっ
て当該場所でなければ行政事務を行うことが不可
能であり、競争を許さないため。（会計法２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（工事
終了後に公募手
続きを行う）

14815
三井造船（株）
大分市大字日吉原３番
地

土地5,310.00㎡賃貸借

九州地方整備局別府港
湾･空港整備事務所長
尾坐巧別府市石垣東
10-3-15

H17.11.15 1,140,078

三井造船(株)との間で締結している土地5,310.00㎡
事業については、別府港（石垣地区）岸壁（－１0ｍ）
ケーソン製作外1件工事に伴う、ブロック製作ヤード
の用地として使用するものであり、場所が限定され
ることにより、供給者が一に特定されるとしている賃
貸借契約等であって当該場所でなければ行政事務
を行うことが不可能であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（工事
終了後に公募手
続きを行う）

14816
関門港石油協同組合下
関市大和町１丁目１６番
１号

重油　１４０，０００Ｌ

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H17.11.24 8,232,000

関門港石油協同組合との間で締結している重油
140,000L事業について、予算決算及び会計令第９９
条第１８号事業協同組合の保護育成であり、法令、
条約、閣議決定、地方公共団体との取り決め等明
確な根拠に基づき契約の相手方が特定され、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14817

三井共同建設コンサル
タント（株）
福岡市博多区博多駅東
２－１７－５

管内港湾利用促進重
点化モデル調査（第２
次）

九州地方整備局副局長
岩瀧清治山口県下関市
竹崎町4-6-1

H17.11.30 9,450,000

三井共同コンサルタント(株)との間で締結している
管内港湾利用促進重点化モデル調査(第2次)事業
については、南九州の西側における流通拠点として
整備中である川内港をモデルケ－スとして既存施
設や利用状況等を把握し、港湾背後において活動
している荷主企業の利便性向上のための支援策や
地元観光資源を活用するプロジェクトの検討を行
い、持続的な地域の発展を支えるための利用促進
策について検討するものであり、その利用促進策を
検討するにあたり、豊富な知識のみならず高度な技
術をようすることから、受注者においては、１．予定
技術者の経験および能力（技術者資格、業務執行
技術力、専任性等）２．業務実施方針（業務理解
度、業務実施手順）等の観点からプロポ－ザル（技
術提案書）の提出を求めたものである。建設コンサ
ルタント等の特定手続きに基づき調査審査の結果、
三井共同建設コンサルタント（株）が今回の業務内
容を委託するにあたり 適業者であると判断され、
競争を許さないため。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１７年度から企
画競争を実施）

14818
パシフィックコンサルタ
ンツ（株）　福岡市西区
愛宕南１丁目１番７号

管内港湾利用促進重
点化モデル調査

九州地方整備局副局長
岩瀧清治山口県下関市
竹崎町4-6-1

H17.11.30 8,295,000

パシフィックコンサルタンツ(株)との間で締結してい
る管内港湾利用促進重点化モデル調査事業につ
いては、南九州の東側における流通拠点として整
備中である油津港をモデルケ－スとして既存施設
や利用状況等を把握し、港湾背後において活動し
ている荷主企業の利便性向上のための支援策や
地元観光資源を活用するプロジェクトの検討を行
い、持続的な地域の発展を支えるための利用促進
策について検討するものであり、その利用促進策を
検討するにあたり、豊富な知識のみならず高度な技
術をようすることから、受注者においては、１．予定
技術者の経験および能力（技術者資格、業務執行
技術力、専任性等）２．業務実施方針（業務理解
度、業務実施手順）等の観点からプロポ－ザル（技
術提案書）の提出を求めたものである。建設コンサ
ルタント等の特定手続きに基づき調査審査の結果、
パシフィックコンサルタンツ（株）九州本社が今回の
業務内容を委託するにあたり 適業者であると判
断され、競争を許さないため。（会計法２９条の３第
４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施
（１７年度から企
画競争を実施）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
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契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14819
関門港石油協同組合下
関市大和町１丁目１６番
１号

軽油　（１２月分）

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H17.11.30 2,310,000

関門港石油協同組合との間で締結している軽油(１
２月分)事業について、予算決算及び会計令第９９
条第１８号事業協同組合の保護育成であり、法令、
条約、閣議決定、地方公共団体との取り決め等明
確な根拠に基づき契約の相手方が特定され、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

単価契約

14820

（株）アイ・エイチ・アイマ
リンユナイテッド東京都
港区海岸３丁目２２番２
３号

舷外排送施設点検整
備（第２次）

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H17.12.2 10,395,000

(株)アイ・エイチ・アイマリンユナイテッドとの間で締
結している舷外拝送施設点検整備(第2次)事業につ
いては、同社が当該装置を作成し、構造を熟知して
おり、特許権、著作権に関わる技術、機器、設備又
はシステム等を用いる必要があり、競争を許さない
ため。(会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14821
鹿児島県志布志湾港湾
事務所　　志布志市志
布志町帖６６１７－１７

野積場４，６２０㎡使用
料

九州地方整備局志布志
港湾事務所長　水之浦
壽　志布志市志布志町
帖6617-182

H17.12.15 1,770,200

鹿児島県志布志港湾事務所との間で締結している
野積場４，６２０㎡使用料については、本事務所の
必要としている土地を鹿児島県が所有しているた
め、場所が限定されることにより、供給者が一に特
定されるとしている賃貸借契約等であって当該場所
でなければ行政事務を行うことが不可能であり、競
争を許さないため。（会計法２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14822
（株）神戸製鋼所
東京都品川区北品川５
丁目９番１２号

苅田港老朽化化学兵
器無害化処理施設維
持管理業務

九州地方整備局副局長
岩瀧清治山口県下関市
竹崎町4-6-1

H17.12.16 23,625,000

(株)神戸製鋼所との間で締結している苅田港老朽
化化学兵器無害化処理施設維持管理業務事業に
ついては、苅田港で発見された旧日本軍の老朽化
した化学兵器（化学弾）を、化学兵器禁止条約に基
づき、無害化処理を実施するために㈱神戸製鋼所
により平成１６年度に苅田港内に建設された無害化
処理施設の維持管理業務を引き続き行うものであ
る。当該施設は、オペレーション管理、環境モニタリ
ング設備管理、燃焼工程管理に関して自社仕様に
設計された㈱神戸製鋼所の所有物である。㈱神戸
製鋼所所有の既存の無害化処理施設において、今
後、発見・揚収される化学弾の無害化処理作業を
いつでも開始可能な状態に維持管理することがで
きるのは、国内唯一、化学弾無害化処理に必要な
知見及び技術等を有している㈱神戸製鋼所以外に
ない。よって、特許権、著作権に関わる技術、機
器、設備又はシステム等を用いる必要があり、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１８
年度から公募手
続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量
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随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14823
（財）公務研修協議会
東京都港区新橋４－２５
－４

新たな業務展開に関
する検討業務

九州地方整備局副局長
岩瀧清治山口県下関市
竹崎町4-6-1

H17.12.19 1,499,400

（財）公務研修協議会との間で締結している新たな
業務展開に関する検討業務事業については、九州
地方整備局港湾空港関係組織の骨格をなす管理
職の意識改革並びに資質のさらなる向上を図るた
め、今後の管理職のより効果的かつ実際的な研修
のあり方について、検討を行うものであり、(財)公務
研修協議会は、「公務及びその他の研修関係機関
相互の連携協力の推進、研修に関する調査研究等
を行い、もって研修の充実、発展を図り、我が国に
おける人材の育成に寄与すること」を目的として、参
加研修機関の協力のもとに公務研修に関する研究
会の開催、研修コースの開発、研修の実施等の各
種事業を長年に亘って多数実施してきており、平成
１３年度の「新たな業務展開に関する検討調査（関
東地方整備局港湾空港部）」で関東地方整備局に
おいてモデル的な管理職研修カリキュラムを策定す
るなど多くの優秀な業績を納めている。よって、特
許権、著作権に関わる技術、機器、設備又はシステ
ム等を用いる必要があり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14824
関門港石油協同組合下
関市大和町１丁目１６番
１号

重油　１２０，０００Ｌ

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H17.12.21 7,056,000

関門港石油協同組合との間で締結している重油
120,000L事業について、予算決算及び会計令第９９
条第１８号事業協同組合の保護育成であり、法令、
条約、閣議決定、地方公共団体との取り決め等明
確な根拠に基づき契約の相手方が特定され、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14825
東芝ソリューション（株）
福岡市中央区長浜二丁
目４番１号

国有財産管理システム
バージョンアップ業務

九州地方整備局副局長
岩瀧清治山口県下関市
竹崎町4-6-1

H17.12.22 3,150,000

東芝ソリューション(株)との間で締結している国有財
産管理システムバージョンアップ業務事業について
は、東芝ソリューション株式会社（前身：東芝アドバ
ンストシステム株式会社）により開発された国有財
産管理システムの新規サーバへの移植、同システ
ムの改良、データ（国有財産台帳）入力作業、職員
への操作指導等を行うもので、特許権、著作権に関
わる技術、機器、設備又はシステム等を用いる必
要があり、競争を許さないため。(会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
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及び数量
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14826

（株）東洋信号通信社九
州船舶情報センター北
九州市門司区港町９番
１１号

関門航路情報収集・伝
達業務（第４次）

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H17.12.26 1,753,500

（株）東洋信号通信社との間で締結している関門航
路情報収集・伝達業務（第４次）については当該業
務を遂行できる会社が他にいなく、競争を許さない
ため。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14827
（株）カイジョーソニック
福岡市博多区豊1丁目
２番１５号

苅田港海象観測装置
改良業務

九州地方整備局苅田港
湾事務所長麻生正利
福岡県京都郡苅田町港
町

H18.1.10 15,750,000

　(株)カイジョーソニックとの間で締結している苅田
港海象観測装置改良業務事業については、危機管
理への要請から風向風速観測データを24時間連続
的に観測電送できるよう、同社が全てを構築してき
た電送装置などの既存観測システム増設改良する
ものであり、既調達物品等に連接して使用する物品
等の調達その他連接性のある調査・委託及びシス
テムを継続して使用する場合であって、それらの相
手方以外の者から調達等をしたならばその使用、
利用に著しい支障が生ずるおそれがあり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第項)

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14828
フルノ九州販売（株）下
関支店下関市大和町１
丁目１１番３号

コスモ（深度測定装置
外２点）修理工事

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H18.1.10 13,900,000

フルノ九州販売(株)との間で締結しているコスモ（深
度測定装置外2点）修理工事事業については、当該
装置を製作及びシステム化した会社で、同社の技
術訓練を取得した技術者しか業務を行えないので、
特許権、著作権に関わる技術、機器、設備又はシ
ステム等を用いる必要があり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14829
関門港石油協同組合下
関市大和町１丁目１６番
１号

軽油　（１月分）

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H18.1.10 1,512,000

関門港石油協同組合との間で締結している軽油(１
月分)事業について、予算決算及び会計令第９９条
第１８号事業協同組合の保護育成であり、法令、条
約、閣議決定、地方公共団体との取り決め等明確
な根拠に基づき契約の相手方が特定され、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

単価契約

14830
山陽映画（株）岡山市西
川原１０番１号

海翔丸PRビデオ製作

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H18.1.13 2,730,000

山陽映画（株）との間で締結している海翔丸ＰＲビデ
オ製作については、当初のデータの利用が可能で
あり、工期短縮され経済的である。著作権の問題か
ら同社でしか製作できなく、競争を許さないため。
（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に
一般競争入札に
移行）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14831
大分トヨタ自動車（株）
別府市中須賀東町７－
１

交換による小型乗用
自動車1台

九州地方整備局別府港
湾･空港整備事務所長
尾坐巧別府市石垣東
10-3-15

H18.1.19 3,480,000

大分トヨタ自動車（株）との間で締結している交換に
よる小型乗用自動車１台については、別府港湾・空
港整備事務所においては、港湾事業を円滑に行う
にあたり、各関係機関はもとより、大分県内の当所
出先（中津市・大分市・佐伯市）、当局港湾空港部
（下関市）及びその他の部局（福岡市等）等、遠隔
地を含む広範囲にわたる連絡調整業務を行ってい
る。現在、小型乗用自動車を使用し、業務の円滑な
遂行を図っているところであるが、今般、交換による
小型乗用自動車を選定するにあたり、上記業務の
使用目的の達成及び搭乗者、運転手の負担を軽減
するためには、現在運行中の小型乗用自動車と同
程度の比較的大型にならない車輌（5ナンバー・
2000cc程度）が必要不可欠である。また、「環境物
品等の推進に関する基本方針」に合致し、「低排出
ガス車認定実施要領」の基準に適合させる必要が
ある。以上の条件を満たす車輌は、トヨタクラウンマ
イルドハイブリット車しかなく、この車輌を販売して
いる会社は、別府市においては、現在、大分トヨタ
自動車株式会社のみであり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に
一般競争入札に
移行）

14832
（株）キューヤマ北九州
市門司区港町７番８号

フレキシブルホース３
本

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H18.1.20 4,105,500

(株)キューヤマとの間で締結しているフレキシブル
ホース３本事業について、同社が当該製品の販売
に関する九州・山口地区における唯一の代理店で
あり、既調達物品等に連接して使用する物品等の
調達その他連接性のある調査・委託及びシステム
を継続して使用する場合であって、それらの相手方
以外の者から調達等をしたならばその使用、利用
に著しい支障が生ずるおそれがあり、競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14833

（株）アイ・エイチ・アイマ
リンユナイテッド東京都
港区海岸３丁目２２番２
３号

海翔丸修理工事外１
件

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H18.1.25 11,865,000

(株)アイ・エイチ・アイマリンユナイテッドとの間で締
結している海翔丸修理工事外1件事業については、
同社が当該装置を作成し、独自の制御技術を用い
て作成した唯一のものであり、特許権、著作権に関
わる技術、機器、設備又はシステム等を用いる必
要があり、競争を許さないため。(会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
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契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14834
（株）ゼニライトブイ九州
支社　　福岡市東区土
井２－３－２４

浮標灯１基

九州地方整備局長崎港
湾・空港整備事務所長
中山政勝　長崎市小ヶ
倉町３丁目７６－７２

H18.1.25 11,970,000

（株）ゼニライトブイとの間で締結している浮標灯１
基については、平戸瀬戸航路整備に伴う航行船舶
の安全を確保するために使用する浮標灯１基を製
造・購入するものである。当該浮標灯については、
極めて潮の流れが速いという特殊な海象条件で使
用するものであることから、耐急潮流型でなければ
ならない。（株）ゼニライトブイは当局の仕様内容を
満たす浮標灯の製造・販売が可能な唯一の業者で
あり、特許権、著作権に関わる技術、機器、設備又
はシステム等を用いる必要があり、競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14835
関門港石油協同組合下
関市大和町１丁目１６番
１号

重油　１００，０００Ｌ

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H18.1.26 7,371,000

関門港石油協同組合との間で締結している重油
100,000L事業について、予算決算及び会計令第９９
条第１８号事業協同組合の保護育成であり、法令、
条約、閣議決定、地方公共団体との取り決め等明
確な根拠に基づき契約の相手方が特定され、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14836

（株）カイジョーソニック
九州支店
福岡市博多区豊１－２
－１５

潮位データ集録装置
外１点改良業務

九州地方整備局長崎港
湾・空港整備事務所長
中山政勝　長崎市小ヶ
倉町３丁目７６－７２

H18.1.27 3,013,500

（株）カイジョーソニックとの間で締結している波高
波向観測装置においては、近年、既存ストックの有
効活用における国有港湾施設の点検診断の実施
や大規模地震による津波の防災対策など危機管理
への要請の高まりから、ナウファスの観測データ収
集をリアルタイム化し、港湾整備における一層高度
な施工管理に資するもの、及びインターネットにより
台風時等の波高等の防災情報として公開できる波
高波向観測装置の改良・修理等を実施するもので
あるが、実施にあたっては波高、波向を一体的に観
測でき、得られたデータをインターネットで公開する
という観点から、波高、波向を一体的に観測できる
とともに、同時に潮位、風向、風速、気圧の観測も
できること、波高周期のほか、波浪の方向スペクト
ルを同時に算出することができること、同一地点の
長期観測ができることという特徴を有する海象計を
使う必要がある。しかしながらこの特徴を有する海
象計は同社のものしかなく、特許を保有しているこ
とから、他の者では改良。修理等を行うことができ
ない。よって特許権、著作権に関わる技術、機器、
設備又はシステム等を用いる必要があり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
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（具体的かつ詳細に記載）

14837
（株）測研
北九州市戸畑区境川２
－４－５

潮位監視システム外１
点改良業務

九州地方整備局長崎港
湾・空港整備事務所長
中山政勝　長崎市小ヶ
倉町３丁目７６－７２

H18.1.27 1,092,000

（株）測研との間で締結している潮位監視システム
外１点改良業務については、郷ノ浦港の潮位監視
システム及び平戸瀬戸航路の潮位データ集録装置
について、潮位伝送装置Ⅱ型に入力可能な信号を
出力出来るよう変換器の増設を行うものである。本
業務の円滑な実施にあたっては、当該装置及び周
辺機器、並びにデータの構造や処理方式を十分熟
知していることが必要不可欠である。当該装置及び
周辺機器の導入・構築については、株式会社測研
が独自に開発したシステムが組み込まれており、本
業務を適切かつ迅速に実施できるのは同社をおい
て他にないことにより、既調達物品等に連接して使
用する物品等の調達その他連接性のある調査・委
託及びシステムを継続して使用する場合であって、
それらの相手方以外の者から調達等をしたならば
その使用、利用に著しい支障が生ずるおそれがあ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14838
関門港石油協同組合下
関市大和町１丁目１６番
１号

軽油　（２月分）

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H18.1.31 1,582,000

関門港石油協同組合との間で締結している軽油(２
月分)事業について、予算決算及び会計令第９９条
第１８号事業協同組合の保護育成であり、法令、条
約、閣議決定、地方公共団体との取り決め等明確
な根拠に基づき契約の相手方が特定され、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

単価契約

14839

（株）沖電気カスタマアド
テックサポートサービス
本部九州支社福岡市南
区向野２丁目９番２６号

コスモ属具(潮位遠隔
測定装置）修理工事

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H18.2.6 1,680,000

(株)沖電気カスタマアドテックサポートサービス本部
との間で締結しているコスモ属具(潮位遠隔測定装
置)修理工事事業については、同社が当該装置を
作成しており、特許権、著作権に関わる技術、機
器、設備又はシステム等を用いる必要があり、競争
を許さないため。(会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14840

開発エンジニアリング
（株）大阪事務所大阪市
中央区平野町４丁目２
番１６号

浮遊ゴミ回収予測プロ
グラム改良業務

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H18.2.7 3,990,000

開発エンジニアリング(株)との間で締結している浮
遊ゴミ回収予測プログラム改良業務事業について
は、同社が当該プログラムを開発しており、特許
権、著作権に関わる技術、機器、設備又はシステム
等を用いる必要があり、競争を許さないため。(会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所
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14841
（株）カイジョーソニック
福岡市博多区豊１―２
―１５

下関港風向風速監視
システム伝送装置増設
業務

九州地方整備局下関港
湾事務所長小原和行下
関市東大和町2丁目10-
2

H18.2.8 1,942,500

（株）カイジョーソニックとの間で締結している波高
波向観測装置においては、近年、既存ストックの有
効活用における国有港湾施設の点検診断の実施
や大規模地震による津波の防災対策など危機管理
への要請の高まりから、ナウファスの観測データ収
集をリアルタイム化し、港湾整備における一層高度
な施工管理に資するもの、及びインターネットにより
台風時等の波高等の防災情報として公開できる波
高波向観測装置の改良・修理等を実施するもので
あるが、実施にあたっては波高、波向を一体的に観
測でき、得られたデータをインターネットで公開する
という観点から、波高、波向を一体的に観測できる
とともに、同時に潮位、風向、風速、気圧の観測も
できること、波高周期のほか、波浪の方向スペクト
ルを同時に算出することができること、同一地点の
長期観測ができることという特徴を有する海象計を
使う必要がある。しかしながらこの特徴を有する海
象計は同社のものしかなく、特許を保有しているこ
とから、他の者では改良。修理等を行うことができ
ない。よって特許権、著作権に関わる技術、機器、
設備又はシステム等を用いる必要があり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14842
関門造船（株）下関市彦
島竹ノ子島町３－１７

がんりゅう修理工事
九州地方整備局副局長
岩瀧清治山口県下関市
竹崎町4-6-1

H18.2.8 36,928,500 予算決算及び会計令第９９条の２ 見直しの余地あり 競争入札に移行

14843
（株）測研
北九州市戸畑区境川
２丁目４―５

下関港風向風速監視
システム改良業務

九州地方整備局下関港
湾事務所長小原和行下
関市東大和町2丁目10-
2

H18.2.15 2,404,500

(株)測研との間で締結している下関風向風速監視
システム改良業務事業については、同社が平成１２
年３月に構築した既存の風向風速監視ｼｽﾃﾑにつ
いて、風向風速計や記録計及び指示・変換器等の
改良を行うことにより、災害時における気象・海象
ﾃﾞｰﾀをﾘｱﾙﾀｲﾑで情報公開できるように改良し、さら
に、港湾整備におけるより高度な施工管理に役立
てようとするものであり、特許権、著作権に関わる
技術、機器、設備又はシステム等を用いる必要が
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14844
関門港石油協同組合下
関市大和町１丁目１６番
１号

重油　１００，０００Ｌ

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H18.2.15 6,457,500

関門港石油協同組合との間で締結している重油
100,000L事業について、予算決算及び会計令第９９
条第１８号事業協同組合の保護育成であり、法令、
条約、閣議決定、地方公共団体との取り決め等明
確な根拠に基づき契約の相手方が特定され、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所
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称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14845
（株）カイジョーソニック
福岡市博多区豊１丁目
２番１５号

風向風速データ伝送
装置設置業務

九州地方整備局下関港
湾空港技術調査事務所
長吉田秀樹下関市東大
和町２－２９－１

H18.2.24 1,785,000

（株）カイジョーソニックとの間で締結している波高
波向観測装置においては、近年、既存ストックの有
効活用における国有港湾施設の点検診断の実施
や大規模地震による津波の防災対策など危機管理
への要請の高まりから、ナウファスの観測データ収
集をリアルタイム化し、港湾整備における一層高度
な施工管理に資するもの、及びインターネットにより
台風時等の波高等の防災情報として公開できる波
高波向観測装置の改良・修理等を実施するもので
あるが、実施にあたっては波高、波向を一体的に観
測でき、得られたデータをインターネットで公開する
という観点から、波高、波向を一体的に観測できる
とともに、同時に潮位、風向、風速、気圧の観測も
できること、波高周期のほか、波浪の方向スペクト
ルを同時に算出することができること、同一地点の
長期観測ができることという特徴を有する海象計を
使う必要がある。しかしながらこの特徴を有する海
象計は同社のものしかなく、特許を保有しているこ
とから、他の者では改良。修理等を行うことができ
ない。よって特許権、著作権に関わる技術、機器、
設備又はシステム等を用いる必要があり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14846

（株）アイ・エイチ・アイマ
リンユナイテッド東京都
港区海岸３丁目２２番２
３号

ストロークセンサ８組外
３点

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H18.2.24 4,095,000

(株)アイ・エイチ・アイマリンユナイテッドとの間で締
結しているストロークセンサ8組外3点事業につい
て、同社が当該製品の販売に関する唯一の代理店
であり、既調達物品等に連接して使用する物品等
の調達その他連接性のある調査・委託及びシステ
ムを継続して使用する場合であって、それらの相手
方以外の者から調達等をしたならばその使用、利
用に著しい支障が生ずるおそれがあり、競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14847
関門港石油協同組合下
関市大和町１丁目１６番
１号

軽油　（３月分）

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H18.3.1 2,079,000

関門港石油協同組合との間で締結している軽油(３
月分)事業について、予算決算及び会計令第９９条
第１８号事業協同組合の保護育成であり、法令、条
約、閣議決定、地方公共団体との取り決め等明確
な根拠に基づき契約の相手方が特定され、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

単価契約



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
所、期間及び種別若し
くは物品役務等の名称

及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

14848
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコ
モ九州福岡市中央区渡
辺通２丁目６番１号

がんりゅう属具(高速
データ通信処理装置）
１式

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H18.3.2 4,305,000

(株)エヌ・ティ・ティ・どこも九州との間で締結している
がんりゅう属具(高速データ通信処理装置）1式事業
について、同社が当該製品の販売に関する唯一の
代理店であり、既調達物品等に連接して使用する
物品等の調達その他連接性のある調査・委託及び
システムを継続して使用する場合であって、それら
の相手方以外の者から調達等をしたならばその使
用、利用に著しい支障が生ずるおそれがあり、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14849
（株）測研
北九州市戸畑区境川２
－４－５

検潮器１式

九州地方整備局長崎港
湾・空港整備事務所長
中山政勝　長崎市小ヶ
倉町３丁目７６－７２

H18.3.2 3,643,500

（株）測研との間で締結している検潮器１式につい
ては、我が国沿岸の波浪情報網を構成する波浪観
測地点の１つとして、潮位データの観測を行うため
に設置された郷ノ浦検潮所及び対馬事務所におけ
る潮位データ観測・集録装置の中の検潮器につい
て、その老朽化に伴い購入・設置交換するものであ
る。集録された潮位データは、インターネット上でリ
アルタイムに公表されており、機器の入替及び更新
後においてもデータを欠測することなく円滑に設置
作業を行うためには、装置及び周辺機器、データ構
造やデータ処理方式を十分熟知していることが必
要不可欠である。当該観測システムは、株式会社
測研が独自に構築したものであり、既調達物品等
に連接して使用する物品等の調達その他連接性の
ある調査・委託及びシステムを継続して使用する場
合であって、それらの相手方以外の者から調達等
をしたならばその使用、利用に著しい支障が生ずる
おそれがあり、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14850
東芝ソリューション（株）
福岡市中央区長浜二丁
目４番１号

国有財産管理システム
インストール業務

九州地方整備局副局長
岩瀧清治山口県下関市
竹崎町4-6-1

H18.3.3 1,732,500

東芝ソリューション(株)との間で締結している国有財
産管理システムインストール業務事業については、
東芝ソリューション株式会社（前身：東芝アドバンス
トシステム株式会社）により開発された国有財産管
理システムを各事務所に導入することに伴い、同シ
ステムの改良、国有財産データ入力作業、職員へ
の操作指導等を行うもので、特許権、著作権に関わ
る技術、機器、設備又はシステム等を用いる必要
があり、競争を許さないため。(会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）



点検結果 講ずる措置 備考件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場
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（具体的かつ詳細に記載）

14851
（株）コムディア
北九州市小倉北区浅野
２－１６－４３

新北九州空港開港記
念式典業務

九州地方整備局北九州
港湾・空港整備事務所
長吉本靖俊北九州市門
司区西海岸１－４－４０

H18.3.3 2,777,250

(株)コムディアとの間で締結している新北九州空港
開港記念式典業務事業については、新北九州空港
の開港を記念して、当局と大阪航空局が協賛する
ものである。本式典において、当局と大阪航空局は
式典会場に関する部分を分担し、新北九州空港開
港関連行事実行委員会にその施設と運営部分を行
うのが㈱コムディアである。本式典開催に当たって
播、式典自体が総合的、有機的且つ機動的に実施
される事が必要であり、式典会場設営とその他施
設と運営部分においては一体不可分であり、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降にお
いて当該事務・事
業の委託等を行
わないもの

14852
関門港石油協同組合下
関市大和町１丁目１６番
１号

重油　９０，０００Ｌ

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H18.3.7 5,806,500

関門港石油協同組合との間で締結している重油
90,000L事業について、予算決算及び会計令第９９
条第１８号事業協同組合の保護育成であり、法令、
条約、閣議決定、地方公共団体との取り決め等明
確な根拠に基づき契約の相手方が特定され、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14853
フルノ九州販売（株）下
関支店下関市大和町１
丁目１１番３号

表示器１式外２点

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H18.3.7 3,885,000

フルノ九州販売(株)との間で締結している表示器1
式外2点事業について、同社が当該製品の販売に
関する北九州・山口地区における唯一の代理店で
あり、既調達物品等に連接して使用する物品等の
調達その他連接性のある調査・委託及びシステム
を継続して使用する場合であって、それらの相手方
以外の者から調達等をしたならばその使用、利用
に著しい支障が生ずるおそれがあり、競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）

14854

第２２回全国都市緑化
ふくおかフェア実行委員
会　　　　　　　福岡市中
央区天神１－６－８

平成17年度全国都市
緑化ふくおかフェア出
展分担金

九州地方整備局副局長
岩瀧清治山口県下関市
竹崎町4-6-1

H18.3.10 18,072,000

第２２回全国都市緑化ふくおか実行委員会との間
で締結している平成１７年度全国都市緑化ふくおか
フェア出展分担金については、第２２回全国都市緑
化ふくおかフェア実行委員会と協定締結した分担金
であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの



点検結果 講ずる措置 備考件数
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14855
鹿児島県志布志湾港湾
事務所　　志布志市志
布志町帖６６１７－１７

野積場４，７９４㎡使用
料

九州地方整備局志布志
港湾事務所長　水之浦
壽　志布志市志布志町
帖6617-182

H18.3.13 2,299,880

鹿児島県志布志港湾事務所との間で締結している
野積場４，７９４㎡使用料については、本事務所の
必要としている土地を鹿児島県が所有しているた
め、場所が限定されることにより、供給者が一に特
定されるとしている賃貸借契約等であって当該場所
でなければ行政事務を行うことが不可能であり、競
争を許さないため。（会計法２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14856
鹿児島県志布志湾港湾
事務所　　志布志市志
布志町帖６６１７－１７

公共空地８，６１８㎡使
用料

九州地方整備局志布志
港湾事務所長　水之浦
壽　志布志市志布志町
帖6617-182

H18.3.13 2,268,690

鹿児島県志布志港湾事務所との間で締結している
公共空地８，６１８㎡使用料については、本事務所
の必要としている土地を鹿児島県が所有しているた
め、場所が限定されることにより、供給者が一に特
定されるとしている賃貸借契約等であって当該場所
でなければ行政事務を行うことが不可能であり、競
争を許さないため。（会計法２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14857
鹿児島県志布志湾港湾
事務所　　志布志市志
布志町帖６６１７－１７

公共空地８，６１８㎡使
用料

九州地方整備局志布志
港湾事務所長　水之浦
壽　志布志市志布志町
帖6617-182

H18.3.13 2,268,690

鹿児島県志布志港湾事務所との間で締結している
公共空地８，６１８㎡使用料については、本事務所
の必要としている土地を鹿児島県が所有しているた
め、場所が限定されることにより、供給者が一に特
定されるとしている賃貸借契約等であって当該場所
でなければ行政事務を行うことが不可能であり、競
争を許さないため。（会計法２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14858
鹿児島県志布志湾港湾
事務所　　志布志市志
布志町帖６６１７－１７

公共空地８，６１８㎡使
用料

九州地方整備局志布志
港湾事務所長　水之浦
壽　志布志市志布志町
帖6617-182

H18.3.13 2,268,690

鹿児島県志布志港湾事務所との間で締結している
公共空地８，６１８㎡使用料については、本事務所
の必要としている土地を鹿児島県が所有しているた
め、場所が限定されることにより、供給者が一に特
定されるとしている賃貸借契約等であって当該場所
でなければ行政事務を行うことが不可能であり、競
争を許さないため。（会計法２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14859
富永物産（株）九州事業
所古賀市青柳２８４８番
地

ファーストプレート３枚
外２点

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H18.3.14 2,614,500

富永物産(株)との間で締結しているファーストプ
レート3枚外2点事業について、同社が当該製品の
販売に関する九州・山口地区における唯一の代理
店であり、既調達物品等に連接して使用する物品
等の調達その他連接性のある調査・委託及びシス
テムを継続して使用する場合であって、それらの相
手方以外の者から調達等をしたならばその使用、
利用に著しい支障が生ずるおそれがあり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項)

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）
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14860
（株）神戸製鋼所
東京都品川区北品川５
丁目９番１２号

苅田港老朽化化学兵
器無害化処理業務

九州地方整備局副局長
岩瀧清治山口県下関市
竹崎町4-6-1

H18.3.16 6,633,900,000

(株)神戸製鋼所との間で締結している苅田港老朽
化化学兵器無害化処理業務事業については、高精
度磁気探査及び同探査により発見される化学弾と
苅田港内に水中仮置きしている化学弾を化学兵器
禁止条約に基づき、苅田港内に建設されている化
学弾無害化処理施設にて無害化処理を行うもので
ある。危険物（化学弾らしき磁気異常物）の探査は、
過去実施した高精度磁気探査（ドイツＦＯＥＲＳＴＥＲ
（フェルスター）社製の「プローブホルダートデータロ
ガを備えたマルチチャンネル方式の磁気探査機」を
使用し探査、解析する方法）で実施する必要があ
り、㈱神戸製鋼所は、この探査機についての能力
及び技術力、並びに機器を使用できる権利を唯一
日本国内で保有している機関である。無害化処理
に伴う当該施設の運用・管理は、オペレーションノ
ウハウと密接不可分であり、施設のみ貸与されても
運転することは技術的に不可能であること、処理施
設の環境モニタリング設備は、㈱神戸製鋼所以外
が使用する条件で米国の輸出許可を得たものであ
り、他社に貸与することは米国の貿易管理法上でき
ないことから、特許権、著作権に関わる技術、機
器、設備又はシステムを用いる必要があり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１８
年度から公募手
続きを行う）

14861
鹿児島県志布志湾港湾
事務所　　志布志市志
布志町帖６６１７－１７

公共空地８，８００㎡使
用料

九州地方整備局志布志
港湾事務所長　水之浦
壽　志布志市志布志町
帖6617-182

H18.3.22 2,316,600

鹿児島県志布志港湾事務所との間で締結している
公共空地８，８００㎡使用料については、本事務所
の必要としている土地を鹿児島県が所有しているた
め、場所が限定されることにより、供給者が一に特
定されるとしている賃貸借契約等であって当該場所
でなければ行政事務を行うことが不可能であり、競
争を許さないため。（会計法２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざ
るを得ないもの

14862
関門港石油協同組合下
関市大和町１丁目１６番
１号

重油　１００，０００Ｌ

九州地方整備局関門航
路事務所長石原弘一北
九州市小倉北区西港町
34

H18.3.27 6,457,500

関門港石油協同組合との間で締結している重油
100,000L事業について、予算決算及び会計令第９９
条第１８号事業協同組合の保護育成であり、法令、
条約、閣議決定、地方公共団体との取り決め等明
確な根拠に基づき契約の相手方が特定され、競争
を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９
年度以降に公募
手続きを行う）


