
（ 別 紙 １ ）

18269
（株）堀場製作所
東京都千代田区東神田１丁
目７番８号

硫黄分濃度分析装置

北海道運輸局長　伊藤　國
男
札幌市中央区大通西１０丁
目

H17.5.11 4,494,000

（株）堀場製作所東京支店との間で購入契約を締結してい
る、硫黄分濃度分析装置については、道路運送車両法に基
づく街頭検査等で使用され、検査結果に基づき公権力が行
使されること等から、仕様として、測定範囲の誤差が5％以
内であること等の高い精度が要求される。条件を満たすの
は上記業者において製作される硫黄分濃度分析装置だけ
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

１８年度以降において
当該事業事務・事業
の委託等を行わない
もの

18270

北海道台湾観光客誘致推進
協議会
札幌市北区北7条西4丁目4-
1

台湾テレビ番組制作放映事業

北海道運輸局長　伊藤　國
男
札幌市中央区大通西１０丁
目

H17.6.1 4,000,000

北海道台湾観光客誘致推進協議会との間で締結している、
台湾テレビ番組制作放映事業については、地元自治体等と
の連携共同事業として、台湾からの観光客誘致を図るもの
で、札幌市と地元観光団体により設立された選定者しか事
業を実施出来ないものであり、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
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18271
（株）ドーコン
札幌市厚別区厚別中央１条
５丁目４番１号

とんがりロード観光交通振興に
関する調査

北海道運輸局長　伊藤　國
男
札幌市中央区大通西１０丁
目

H17.6.17 2,194,500

㈱ドーコンとの間で締結している、とんがりロード観光交通
振興に関する調査については、観光を軸とした交通アクセス
の改善と向上方策について現状の把握と課題の整理を目的
に平成16年度より調査を実施しており、当該業務を効率的
かつ適切に行なうためには、前年度における調査内容等を
熟知している者でなければならない。
㈱ドーコンは、前年度において当該調査を受託した事業者
であることから調査内容等を十分に熟知しており、かつ、調
査に必要とする知識・経験を有している者であり、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

１８年度以降において
当該事業事務・事業
の委託等を行わない
もの

18272
(財)マリンスポーツ財団
東京都港区虎ノ門１丁目１５
番１６号

「マリン・フェスタin小樽」業務請
負契約

北海道運輸局次長　大島
啓太郎
小樽市港町５番３号

H17.7.1 1,966,000

（財）マリンスポーツ財団との間で締結している、「マリン・フェ
スタｉｎ小樽」業務請負事業については、水上オートバイ等マ
リンスポーツの安全で円滑な利用促進と活性化を図り、海事
思想の普及に寄与することを目的とするもので、当該業務を
行うためにはこれらの目的を達成するための設備・知識・実
績を有することが必要となる。当該財団は親水事業を推進
するためにキッズボート等必要機材を所有しており、他地域
においてもマリンスポーツイベントを多数手がけ、優れた実
績を残しているマリンスポーツイベントを行う唯一の団体で
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
企画競争を実施（１９
年度以降に企画競争
を実施）

件数
契約の相手方の商号又

は名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

点検結果 講ずる措置 備考
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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）



件数
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18273
（株）ドーコン
札幌市厚別区厚別中央１条
５丁目４番１号

ニセコ・羊蹄エリアにおけるリ
ゾート交通に関する調査

北海道運輸局長　伊藤　國
男
札幌市中央区大通西１０丁
目

H17.7.13 2,908,500

㈱ドーコンとの間で締結している「ニセコ・羊蹄エリアにおけ
るリゾート交通に関する調査」については、近年、海外からも
注目を集めているニセコ・羊蹄エリアにおける交通アクセス
の改善と向上方策についての現状の把握と課題の整理を目
的に平成16年度より調査を実施しており、当該業務を効率
的かつ適切に行うためには、前年度における調査内容等を
熟知している者でなければならない。
㈱ドーコンは、前年度において当該調査を受託した事業者
であることから調査内容等を十分に熟知しており、かつ、調
査に必要とする知識・経験を有している者であり、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

１８年度以降において
当該事業事務・事業
の委託等を行わない
もの

18274
（株）ドーコン
札幌市厚別区厚別中央１条
５丁目４番１号

知床地域における交通整備に
関する調査

北海道運輸局長　伊藤　國
男
札幌市中央区大通西１０丁
目

H17.7.22 2,583,000

㈱ドーコンとの間で締結している、知床地域における交通整
備に関する調査については、「知床地域」における自然環境
に配慮したアクセス交通や地域交通の充実について平成16
年度より調査を実施しており、当該業務を効率的かつ適切
に行うためには、前年度における調査内容等を熟知してい
る者でなければならない。
㈱ドーコンは、前年度において当該調査を受託した事業者
であることから調査内容等を十分に熟知しており、かつ、調
査に必要とする知識・経験を有している者であり、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

１８年度以降において
当該事業事務・事業
の委託等を行わない
もの

18275

（株）北海道コミュニケーショ
ンズ
札幌市北区北7条西4丁目4
番1号

北海道観光ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ﾌｫｰﾗﾑ　ｲﾍﾞ
ﾝﾄ事業

北海道運輸局長　伊藤　國
男
札幌市中央区大通西１０丁
目

H17.7.22 10,680,000

（株）北海道コミュニケーションズとの間で締結されている、
北海道観光ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ﾌｫｰﾗﾑ　ｲﾍﾞﾝﾄ事業については、本事業
仕様書に基づき企画コンペティションを実施し事業者を選定
している。契約相手は、企画内容、業務遂行能力等におい
て も高い評価を受け選定された業者であり、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
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18276

（株）北海道コミュニケーショ
ンズ
札幌市北区北7条西4丁目4
番1号

北海道観光ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ﾌｫｰﾗﾑ　招
聘事業

北海道運輸局長　伊藤　國
男
札幌市中央区大通西１０丁
目

H17.7.22 19,545,000

（株）北海道コミュニケーションズとの間で締結している北海
道観光ビジネス･フォーラム招聘事業については、本事業仕
様書に基づき企画コンペティションを実施し事業者を選定し
ている。本契約相手は、企画内容、業務遂行能力等におい
て も高い評価を受け選定された業者であり、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
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18277
小林記録紙（株）
東京都中央区新富１丁目１８
番１号

検査票章印刷用インクリボン

北海道運輸局長　岩﨑　三
日子
札幌市中央区大通西１０丁
目

H17.8.24 2,405,340

小林記録紙（株）東京支店との間で締結している、検査票章
印刷用インクリボン購入については、自動車検査標章用プリ
ンターのインクリボンとして使用されるもので、特注品のプリ
ンターとの適正・ラベル印字適正、耐候性等の要件を満たす
のは上記業者において販売される本調達物品だけであり、
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
年度から一般競争入
札に移行）



件数
契約の相手方の商号又

は名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量
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（円）
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18278

台湾教育旅行招聘実行委員
会
河東郡鹿追町東町1丁目15
番地1

台湾教育旅行招聘事業

北海道運輸局長　岩﨑　三
日子
札幌市中央区大通西１０丁
目

H17.9.7 2,025,575

台湾教育旅行招聘実行委員会との間で締結している、台湾
教育旅行招聘事業については、地元自治体等との連携共
同事業として、台湾からの教育旅行誘致を図るもので、鹿追
町及び道内観光関係団体等により設立された選定者しか事
業を実施出来ないものであり、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
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18279

（株）北海道二十一世紀総合
研究所
札幌市中央区南２条西５丁
目１０番地２

新千歳空港快適利用空間づくり
に関する調査

北海道運輸局長　岩﨑　三
日子
札幌市中央区大通西１０丁
目

H17.9.14 2,999,955

㈱北海道二十一世紀総合研究所との間で締結している、新
千歳空港快適利用空間づくりに関する調査については、企
画提案方式（プロポーザル方式）により、事業者を選定して
いる。契約相手は企画内容、業務遂行能力等において も
高い評価を受け選定された事業者であり、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
当該事業事務・事業
の委託等を行わない
もの

18280
ウェルカム北海道キャンペー
ン実行委員会
札幌市中央区大通西3丁目6

ウェルカム北海道キャンペーン
事業費

北海道運輸局長　岩﨑　三
日子
札幌市中央区大通西１０丁
目

H17.9.14 3,239,900

ウェルカム北海道キャンペーン実行委員会との間で締結し
ている、ウェルカム北海道キャンペーン事業については、地
元自治体等との連携共同事業として、韓国からの観光客誘
致を図るもので、札幌市及び地元観光関係団体等により設
立された選定者しか事業を実施出来ないものであり、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
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18281
（財）運輸調査局
東京都新宿区信濃町３４番
地

女満別空港アクセスへのＤＭＶ
走行実験を活用したｵﾎｰﾂｸ圏
公共交通活性化に関する調査

北海道運輸局長　岩﨑　三
日子
札幌市中央区大通西１０丁
目

H17.9.14 4,000,000

（財）運輸調査局との間で締結している、女満別空港アクセ
スへのＤＭＶ走行実験を活用したｵﾎｰﾂｸ圏公共交通活性化
に関する調査については、企画提案方式（プロポーザル方
式）により、事業者を選定している。契約相手は、企画内容、
業務遂行能力等において も高い評価を受け選定された事
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
当該事業事務・事業
の委託等を行わない
もの

18282
（株）電通
東京都港区東新橋1丁目8番
1号

ラリージャパン２００５北海道ＰＲ
事業

北海道運輸局長　岩﨑　三
日子
札幌市中央区大通西１０丁
目

H17.9.14 8,000,000

（株）電通との間で締結している、ラリージャパン２００５北海
道ＰＲ事業については、「Rally Japan2005」において、世界各
国からの観光客誘致を図るための広告で、「Rally
Japan2005」を実施・運営する「RALLY JAPAN2005
ORGANISING COMMITTEE」と契約している選定者が唯一
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
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18283
富良野美瑛広域観光推進協
議会
富良野市弥生町1番1号

国際観光誘致宣伝（韓国、台
湾）事業

北海道運輸局長　岩﨑　三
日子
札幌市中央区大通西１０丁
目

H17.10.13 1,890,000

富良野美瑛広域観光推進協議会との間で締結している、国
際観光誘致宣伝（韓国、台湾）事業については、地元自治体
等との連携共同事業として、韓国、台湾からの観光客誘致
を図るもので、富良野市、美瑛町、上富良野町、中富良野
町、南富良野町、占冠村及び地元観光関係団体等により設
立された選定者しか事業を実施出来ないものであり、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
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）



件数
契約の相手方の商号又

は名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
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18284
（株）マリナス開発
東京都港区三田３－１３－１
６

「沿岸域における適正な水域活
用等促進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」における小
樽築港臨海公園・小樽港既存貯
木場水域活用促進検討業務

北海道運輸局長　岩﨑　三
日子
札幌市中央区大通西１０丁
目

H17.10.18 4,263,000

（株）マリナス開発との間で締結している、「沿岸域における
適正な水域活用等促進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」における小樽築港臨海公
園・小樽港既存貯木場水域活用促進検討業務は、「小樽築
港臨海公園・小樽港既存貯木場の効果的な活用」を図る事
業として、港湾等沿岸域における公共水域、既存ストック及
び小型船舶の適正かつ安全な利活用を通じ地域の活力の
向上を図ることを目的としている。
本契約の相手先は、公共及び民間のマリーナ開発に関わる
事前調査から企画・設計・運営業務及びマリンを軸とした調
査・研究、さらに、プレジャーボート対策等の活動を展開して
おり、本業務の目的を達成する上で、唯一の事業者であり、
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
当該事業事務・事業
の委託等を行わない
もの

18285
東アジア教育旅行誘致促進
実行委員会
札幌市中央区南1条西4丁目

中国教育旅行誘致促進事業

北海道運輸局長　岩﨑　三
日子
札幌市中央区大通西１０丁
目

H17.11.7 1,668,000

東アジア教育旅行誘致促進実行委員会との間で締結してい
る、中国教育旅行誘致促進事業については、地元観光団体
等との連携共同事業として、中国からの教育旅行誘致を図
るもので、北海道観光連盟などにより設立された選定者しか
事業を実施出来ないものであり、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
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18286
北海道索道協会
札幌市中央区南1条西10丁
目

北海道スキーのブランド確立事
業

北海道運輸局長　岩﨑　三
日子
札幌市中央区大通西１０丁
目

H17.11.10 4,983,360

北海道索道協会との間で締結している、北海道スキーのブ
ランド確立事業については、地元自治体等との連携共同事
業として、韓国からの観光客誘致を図るもので、自治体及び
全道の索道事業等により構成された選定者しか事業を実施
出来ないものであり、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
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18287

ＶＪＣ中国観光ＰＲ事業実行
委員会
札幌市中央区大通西5丁目
11番1号

中国広東省テレビＣＭ放映事業

北海道運輸局長　岩﨑　三
日子
札幌市中央区大通西１０丁
目

H17.11.16 5,670,000

ＶＪＣ中国観光ＰＲ事業実行委員会との間で締結している、
中国広東省テレビＣＭ放映事業については、地元観光関係
団体との連携共同事業として、中国からの観光客誘致を図
るもので、道央圏の観光関係団体により構成された選定者
しか事業を実施出来ないものであり、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
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18288
ＶＪＣ釧路・旭川合同広域誘
致宣伝事業実行委員会
釧路市黒金町7丁目5番地

釧路・旭川合同広域誘致宣伝事
業

北海道運輸局長　岩﨑　三
日子
札幌市中央区大通西１０丁
目

H17.11.21 1,247,140

ＶＪＣ釧路・旭川合同広域誘致宣伝事業実行委員会との間
で締結している、釧路・旭川合同広域誘致宣伝事業につい
ては、地元観光関係団体との連携共同事業として、台湾・香
港からの観光客誘致を図るもので、釧路・旭川両地域の観
光関係団体により構成された選定者しか事業を実施出来な
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
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18289

ＶＪＣ中国観光ＰＲ事業実行
委員会
札幌市中央区大通西5丁目
11番1号

中国広東省共同広告掲載事業

北海道運輸局長　岩﨑　三
日子
札幌市中央区大通西１０丁
目

H17.11.21 2,441,250

ＶＪＣ中国観光ＰＲ事業実行委員会との間で締結している、
中国広東省共同広告掲載事業については、地元観光関係
団体との連携共同事業として、中国からの観光客誘致を図
るもので、道央圏の観光関係団体により構成された選定者
しか事業を実施出来ないものであり、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
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）
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18290

ＶＪＣ中国観光ＰＲ事業実行
委員会
札幌市中央区大通西5丁目
11番1号

中国北京テレビ番組放映事業

北海道運輸局長　岩﨑　三
日子
札幌市中央区大通西１０丁
目

H17.11.28 1,638,000

ＶＪＣ中国観光ＰＲ事業実行委員会との間で締結している、
中国北京テレビ番組放映事業については、地元観光関係団
体との連携共同事業として、中国からの観光客誘致を図る
もので、道央圏の観光関係団体により構成された選定者し
か事業を実施出来ないものであり、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
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18291
西いぶり戦略的観光推進協
議会
室蘭市海岸町2丁目1番25号

VJC北海道道央圏中国観光ﾌﾟﾛ
ﾓｰｼｮﾝ事業（西胆振分）

北海道運輸局長　岩﨑　三
日子
札幌市中央区大通西１０丁
目

H17.12.7 2,144,625

西いぶり戦略的観光推進協議会との間で締結している、
VJC北海道道央圏中国観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ事業（西胆振分）につ
いては、地元観光関係団体との連携共同事業として、中国
からの観光客誘致を図るもので、胆振支庁管内の市町村と
観光関係団体により構成された選定者しか事業を実施出来
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
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18292
札幌市国際観光誘致事業実
行委員会
札幌市中央区北1条西2丁目

VJC北海道道央圏中国観光ﾌﾟﾛ
ﾓｰｼｮﾝ事業（札幌分）

北海道運輸局長　岩﨑　三
日子
札幌市中央区大通西１０丁
目

H17.12.7 3,378,171

札幌市国際観光誘致事業実行委員会との間で締結してい
る、VJC北海道道央圏中国観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ事業（札幌分）に
ついては、地元観光関係団体との連携共同事業として、中
国からの観光客誘致を図るもので、札幌市の観光関係団体
により構成された選定者しか事業を実施出来ないものであ
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
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18293
スノーシステムズ（株）
東京都千代田区内神田１－
４－２

ニセコＩＣスキーカード利用拡大
調査

北海道運輸局長　岩﨑　三
日子
札幌市中央区大通西１０丁
目

H17.12.12 4,410,000

スノーシステムズ㈱との間で締結している、ニセコＩＣスキー
カード利用拡大調査については、ニセコ・羊蹄地区において
すでに導入されているＩＣスキーリフト券の利用拡大により利
用者利便の向上と地域活性化を図るために、同ＩＣカードシ
ステムを 大限に活用したシステム設計を目指すものであ
るが、このシステムの開発・設計にあたっては、当該システ
ムを運営している地元協議会（ニセコパスポート協議会）及
び当該システム機器の開発設置事業者（SKIDATA社）から
は、当該システムの保守管理上の観点から「スノーシステム
ズ（株）」のシステム設計に限るとされているところである。
このようなことから、当該システムの開発・設計について権
限を有する当該事業者以外と契約することは、実質的に不
可能な状況であり、競争を許さないため。(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
当該事業事務・事業
の委託等を行わない
もの

18294

（社）北海道開発技術セン
ター
札幌市中央区南１条東２丁
目１１番地

栗山町他３町における公共交通
需要に関する調査

北海道運輸局長　岩﨑　三
日子
札幌市中央区大通西１０丁
目

H17.12.22 2,898,000

（社）北海道開発技術センターとの間で締結している、栗山
町他３町における公共交通需要に関する調査事業について
は、企画提案方式（プロポーザル方式）により、事業者を選
定している。本契約相手は、業務の理解度、提案内容の的
確性（調査項目、調査方法、調査体制、実施手順、具体性・
実行性）、費用及び調査体制の観点から も高い評価を得
た事業者であり、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
当該事業事務・事業
の委託等を行わない
もの

18295
あすらんて制作委員会
札幌市中央区北2条西2丁目
34

あすらんて東北海道英語版制
作事業

北海道運輸局長　岩﨑　三
日子
札幌市中央区大通西１０丁
目

H17.12.26 4,935,000

あすらんて制作委員会との間で締結している、あすらんて東
北海道英語版制作事業については、地元観光関係団体等
との連携共同事業として、香港・シンガポール等からの観光
客誘致を図るもので、地元観光関係団体等により設立され
た選定者しか事業を実施出来ないものであり、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

１８年度以降において
当該事業事務・事業
の委託等を行わない
もの
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18296
（社）ふらの観光協会
富良野市日の出町1番26号

富良野地域外国人観光客用案
内ツール作成事業

北海道運輸局長　岩﨑　三
日子
札幌市中央区大通西１０丁
目

H18.1.24 1,955,000

（社）ふらの観光協会との間で締結している、地元観光団体
との共同事業として、富良野地域外国人観光客用案内ツー
ル作成事業については、富良野地域に来訪する観光客の
利便性向上を図るため実施するもので、地元観光関係者で
構成される選定者しか事業を実施出来ないものであり、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
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18297

台湾北海道ブライダルブラン
ディング事業実行委員会
札幌市中央区北1条西6丁目
1-2

台湾・香港北海道ブランディング
事業

北海道運輸局長　岩﨑　三
日子
札幌市中央区大通西１０丁
目

H18.1.24 2,951,300

台湾北海道ブライダルブランディング事業実行委員会との
間で締結している、台湾・香港北海道ブランディング事業に
ついては、地元市町村、観光関係者との連携共同事業とし
て、台湾からの観光客誘致を図るため実施するもで、札幌
市及び札幌地域の観光関係者で構成される選定者しか事
業を実施出来ないものであり、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
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18298
富良野・旭川地区オーストラ
リアスキー客誘致協議会
旭川市6条通10丁目

ＶＪＣオーストラリアスキー客誘
致事業

北海道運輸局長　岩﨑　三
日子
札幌市中央区大通西１０丁
目

H18.1.25 3,063,050

富良野・旭川地区オーストラリアスキー客誘致協議会との間
で締結している、ＶＪＣオーストラリアスキー客誘致事業につ
いては、地元自治体等との連携共同事業として、オーストラ
リアからのスキー客誘致を図るもので、富良野市、旭川市及
び関係団体により設立された選定者しか事業を実施出来な
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
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18299

北海道台湾観光客誘致推進
協議会
札幌市北区北7条西4丁目4-
1

台湾テレビ番組制作放映事業

北海道運輸局長　岩﨑　三
日子
札幌市中央区大通西１０丁
目

H18.1.25 5,000,000

北海道台湾観光客誘致推進協議会との間で締結している、
台湾テレビ番組制作放映事業については、地元自治体等が
組織する観光団体との連携共同事業として、台湾からの観
光客誘致を図るもので、これらの団体等により設立された選
定者しか事業を実施出来ないものであり、競争を許さないた
め。（会計法第29条の3第4項に該当）

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）

18300
台中旅行代理店招聘実行委
員会
河東郡鹿追町北瓜幕無番地

台中旅行代理店招聘事業

北海道運輸局長　岩﨑　三
日子
札幌市中央区大通西１０丁
目

H18.1.26 1,749,100

台中旅行代理店招聘実行委員会との間で締結している、台
中旅行代理店招聘事業については、地元自治体等が組織
する観光団体との連携共同事業として、台湾からの観光客
誘致を図るため実施するもので、地元観光関係者で構成さ
れる選定者しか事業を実施出来ないものであり、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
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18301
札幌市国際観光誘致事業実
行委員会
札幌市中央区北1条西2丁目

VJC北海道道央圏ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾂｱｰ
招聘事業

北海道運輸局長　岩﨑　三
日子
札幌市中央区大通西１０丁
目

H18.2.7 3,458,925

札幌市国際観光誘致事業実行委員会との間で締結してい
る、VJC北海道道央圏ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾂｱｰ招聘事業については、地
元観光関係団体との連携共同事業として、中国からの観光
客誘致を図るもので、札幌市と観光関係団体により構成さ
れた選定者しか事業を実施出来ないものであり、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
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）
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18302

台湾北海道ブライダルブラン
ディング事業実行委員会
札幌市中央区北1条西6丁目
1-2

台湾北海道ブライダルブラン
ディング事業

北海道運輸局長　岩﨑　三
日子
札幌市中央区大通西１０丁
目

H18.3.2 2,971,500

台湾北海道ブライダルブランディング事業実行委員会との
間で締結している、台湾北海道ブライダルブランディング事
業については、観光関係団体等との連携共同事業として、
台湾からの観光客誘致を図るもので、観光関係団体等によ
り構成された選定者しか事業を実施出来ないものであり、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
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18303
西いぶり戦略的観光推進協
議会
室蘭市海岸町2丁目1番25号

北海道シンガポール観光プロ
モーション事業

北海道運輸局長　岩﨑　三
日子
札幌市中央区大通西１０丁
目

H18.3.15 3,988,250

西いぶり戦略的観光推進協議会との間で締結している、北
海道シンガポール観光プロモーション事業については、地元
観光関係団体との連携共同事業として、シンガポールから
の観光客誘致を図るもので、地域の観光関係団体により構
成された選定者しか事業を実施出来ないものであり、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
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18304
同和興業（株）
宮城県仙台市青葉区一番町
四丁目６番１号

仙台第４合同庁舎電気・機械設
備運転保守委託

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H17.4.1 9,687,384

同和興業（株）との間で締結している仙台第４合同庁舎電
気・機械設備運転保守委託については、中央監視装置等電
気・機械設備の経年劣化に伴う不具合・トラブル等には迅速
な対応が必要であり、そのためには同設備のプログラム変
更等を含む、竣工当時からの履歴管理を蓄積している上記
業者以外には存在しないものであり、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
競争入札に移行（１８
年度から一般競争入
札に移行）

18305
新日本空調（株）
宮城県仙台市青葉区一番町
３丁目７－１

仙台第４合同庁舎空調設備保
守点検

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H17.4.1 6,877,500

新日本空調（株）東北支店との間で締結している仙台第４合
同庁舎空調設備保守点検については、空調設備の不具合・
トラブル等への迅速な対応を行うには、空調衛生システムを
トータル的に管理している庁舎建設当時の上記業者以外に
は存在せず、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
年度から一般競争入
札に移行）

18306
ユニアデックス（株）
宮城県仙台市青葉区中央２
丁目９－１６

行政情報ネットワークシステム
の運用にかかる保守管理契約

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H17.4.1 3,150,000

ユニアデックス（株）との間で締結している行政情報ネット
ワークシステムの運用にかかる保守管理契約については、
本省と一体となっているシステムのため、セキュリティの観点
から、本省の契約相手方であるＮＴＴコムウェアから委託を
受けている上記業者以外にはいないことから、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
１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

18307

三菱電機ビルテクノサービス
（株）
宮城県仙台市青葉区花京院
１丁目１番２０号

仙台第４合同庁舎エレベーター
設備保守

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H17.4.1 2,860,200

三菱電機ビルテクノサービス（株）との間で締結している仙
台第４合同庁舎エレベーター設備保守契約については、昇
降機の点検・調整・修理に伴うメンテナンス技術はメーカー
間に共通性のない固有のものであるため、当該昇降機の保
守を専門的に行っている相手方は他に存在せず、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
年度から一般競争入
札に移行）
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18308
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３丁目３
番３号

船員職業安定業務管理システ
ム窓口用キオスク端末に関する
保守契約

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H17.4.1 1,197,000

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結している船員職業
安定業務管理システム窓口用キオスク端末に関する保守契
約については、本システムのハード及びソフトの開発業者で
あり、同等の知識・技術力を有する者は他に存在せず、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
１９年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

18309
日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋二丁目１
５番１２号

共済組合電子計算機システム
の賃貸借

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H17.4.1 961,380

日立キャピタル（株）との間で締結している共済組合電子計
算機システムの賃貸借契約については、本物品は前年度に
引き続き継続賃借するものであるが、本機器を継続賃借す
ることができる者は当該業者しかいないことから、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

18310
東芝ファイナンス（株）
東京都中央区銀座５丁目２
番１号

船員労務監査照会システムモ
バイルPCの賃貸借

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H17.4.1 952,560

東芝ファイナンス（株）との間で締結している船員労務監査
照会システムモバイルPCの賃貸借については、本物品は前
年度に引き続き継続賃借するものであるが、本機器を継続
賃借することができる者は当該業者しかいないことから、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

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）

18311
宮城県自動車整備商工組合
宮城県仙台市宮城野区扇町
四丁目１－３２

自動車検査出張車検場賃貸借
一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H17.4.1 939,217

宮城県自動車整備商工組合との間で締結している自動車
検査出張車検場賃貸借契約については、自動車出張検査
のための土地建物、自動車検査機器の賃貸借であり、契約
の目的が競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９年度
から公募手続きを行
う）

単価契約

18312
（株）包徳
宮城県仙台市青葉区通町２
丁目９番１号

仙台第４合同庁舎清掃請負契
約

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H17.4.1 4,462,500

（株）包徳との間で締結している仙台第４合同庁舎清掃請負
契約については、一般競争入札において、再度の入札を
行っても落札者がなかったため。（予算決算及び会計令第９
９条の２）

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）

18313
(株)堀場製作所
東京都千代田区東神田１－
７－８

硫黄分濃度分析装置の購入
一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H17.4.5 4,494,000

(株)堀場製作所との間で締結している硫黄分濃度分析装置
の購入契約については、本装置は道路運送車両法に基づく
街頭検査等で使用するものであり、検査結果に基づき公権
力が行使されることから、仕様の諸条件を満たすのは上記
業者において製作される硫黄分濃度分析装置しか無く、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

18314
東北広域観光推進協議会
宮城県仙台市青葉区中央２
－９－１０

「韓国・誘客プロモーション事業」
共同実施
一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H17.5.12 2,000,000

東北広域観光推進協議会との間で締結している「韓国・誘
客プロモーション事業」共同実施については、外客誘致促進
のため連携相手である当該協議会と共同で実施するもので
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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）
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18315
小林記録紙（株）
東京都中央区八丁堀一丁目
９番８号

ステッカー用インクリボンの購入
８７０個

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H17.5.25 3,032,820

小林記録紙（株）との間で締結しているステッカー用インクリ
ボンの購入契約については、本物品は当該業者の製品であ
り、他社では取り扱っていないことから、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
競争入札に移行（平
成１９年度から一般競
争入札に移行）

18316
東北広域観光推進協議会
宮城県仙台市青葉区中央２
－９－１０

「米国(ハワイ）ミッション派遣事
業」共同実施
一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H17.6.6 2,500,000

東北広域観光推進協議会との間で締結している「米国(ハワ
イ）ミッション派遣事業」共同実施については、外客誘致促進
のため連携相手である当該協議会と共同で実施するもので
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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18317
東北広域観光推進協議会
宮城県仙台市青葉区中央２
－９－１０

「韓国・旅行エージェント(ゴル
フ）招請事業」共同実施
一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H17.6.7 1,500,000

東北広域観光推進協議会との間で締結している「韓国・旅
行エージェント(ゴルフ）招請事業」共同実施については、外
客誘致促進のため連携相手である当該協議会と共同で実
施するものであり、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18318

YOKOSO！JAPAN東北実行
委員会
宮城県仙台市青葉区中央２
－９－１０

「YOKOSO ! JAPAN 東北・夏」
事業共同実施
一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H17.7.19 23,000,000

YOKOSO！JAPAN東北実行委員会との間で締結している
「YOKOSO ! JAPAN 東北・夏」事業共同実施については、外
客誘致促進のため連携相手である当該実行委員会と共同
で実施するものであり、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
企画競争を実施（１９
年度から企画競争を
実施）

18319

ジェイアール東日本コンサル
タンツ（株）
宮城県仙台市宮城野区東六
番丁３１番２号

「仙台空港アクセス鉄道開業に
伴う広域交流促進プロジェクト」
に関する調査委託
一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H17.7.25 3,496,500

ジェイアール東日本コンサルタンツ（株）との間で締結してい
る「仙台空港アクセス鉄道開業に伴う広域交流促進プロジェ
クト」に関する調査委託については、本調査仕様書に基づき
企画コンペティションを実施した結果、企画内容、知識・技術
力、予算等において も高い評価を受け選定された業者で
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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18320

栃木・南東北国際観光テーマ
地区推進協議会
栃木県宇都宮市塙田１－１
－２０

「台湾・誘客プロモーション事業」
共同実施
一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H17.8.22 3,000,000

栃木・南東北国際観光テーマ地区推進協議会との間で締結
している「台湾・誘客プロモーション事業」共同実施について
は、外客誘致促進のため連携相手である当該協議会と共同
で実施するものであり、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18321
（社）猪苗代観光協会
福島県耶麻郡猪苗代町大字
千代田字扇田１－４

「台湾・教育旅行誘致事業」共同
実施
一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H17.8.29 1,500,000

（社）猪苗代観光協会との間で締結している「台湾・教育旅
行誘致事業」共同実施については、外客誘致促進のため連
携相手である当該協会と共同で実施するものであり、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18322
東北広域観光推進協議会
宮城県仙台市青葉区中央２
－９－１０

「香港・誘客宣伝事業」共同実施
一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H17.8.31 2,000,000

東北広域観光推進協議会との間で締結している「香港・誘
客宣伝事業」共同実施については、外客誘致促進のため連
携相手である当該協議会と共同で実施するものであり、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）
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18323

（株）オリエンタルコンサルタ
ンツ
宮城県仙台市若林区土樋１
０４

「フルキャストスタジアム宮城球
場アクセスにおける公共交通活
性化事業調査」請負
一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H17.9.1 2,835,000

（株）オリエンタルコンサルタンツとの間で締結している「フル
キャストスタジアム宮城球場アクセスにおける公共交通活性
化事業調査」請負については、本調査仕様書に基づき企画
コンペティションを実施した結果、企画内容、知識・技術力、
予算等において も高い評価を受け選定された業者であ
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
企画競争を実施（１７
年度から企画競争を
実施）

18324
（株）荘銀総合研究所
山形県山形市本町１－４－２
１

「庄内地域における高速バス活
性化プロジェクト調査」請負
一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H17.9.8 2,998,000

（株）荘銀総合研究所との間で締結している「庄内地域にお
ける高速バス活性化プロジェクト調査」請負については、本
調査の遂行においては、山形県内の各種調査実績、情報等
を有し、かつ精通している山形県内唯一の民間調査機関で
ある上記業者以外には存在しないことから、 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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18325
東北広域観光推進協議会
宮城県仙台市青葉区中央２
－９－１０

『日韓友情年2005に係る「日韓
交流おまつり」参加事業』共同
実施
一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H17.9.9 11,900,000

東北広域観光推進協議会との間で締結している『日韓友情
年2005に係る「日韓交流おまつり」参加事業』共同実施につ
いては、外客誘致促進のため連携相手である当該協議会と
共同で実施するものであり、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18326
東北広域観光推進協議会
宮城県仙台市青葉区中央２
－９－１０

「YOKOSO ! JAPAN トラベル
マート連携事業」共同実施
一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H17.9.13 2,356,700

東北広域観光推進協議会との間で締結している「YOKOSO !
JAPAN トラベルマート連携事業」共同実施については、外
客誘致促進のため連携相手である当該協議会と共同で実
施するものであり、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18327
新日本空調（株）
宮城県仙台市青葉区一番町
３－７－１

仙台第４合同庁舎冷温水発生
機分解整備
一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H17.9.22 3,412,500

新日本空調（株）との間で締結している仙台第４合同庁舎冷
温水発生機分解整備については、庁舎建設時の設計・施工
業者であり、また、前回の分解整備を実施した業者でもある
ことから、機器本体、配管及び自動制御等システム全体を
詳細に熟知しており、 も効率的かつ安全に分解整備を実
施するには上記業者以外には存在しないことから、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
競争入札に移行（１８
年度から一般競争入
札に移行）

18328
（株）プロジェクト地域活性
宮城県仙台市青葉区中央一
丁目３番１号

「津軽地域における冬季観光振
興と連携した公共交通活性化プ
ロジェクト調査」請負
一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H17.9.27 3,980,000

（株）プロジェクト地域活性との間で締結された「津軽地域に
おける冬季観光振興と連携した公共交通活性化プロジェクト
調査」請負については、平成１４年度に実施した調査のフォ
ローアップを前提としており、前回調査のデータ等を広く活用
する必要があるものであり、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18329
新日本空調（株）
宮城県仙台市青葉区一番町
３－７－１

仙台第４合同庁舎空気熱源ヒー
トポンプ空調機更新
一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H17.9.27 3,517,500

新日本空調（株）との間で締結している仙台第４合同庁舎空
気熱源ヒートポンプ空調機更新については、庁舎建設時の
空調設備設計・施工業者であることから、空調機本体及び
既設冷媒配管の施工状態を詳細に熟知しており、 も効率
的に当該機器を更新するには上記業者以外には存在しな
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
競争入札に移行（１８
年度から一般競争入
札に移行）



件数
契約の相手方の商号又

は名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

点検結果 講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

18330

（株）日本能率協会総合研究
所
東京都港区芝公園３丁目１
番２２号

「会津鉄道再活性化検討調査」
請負
一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H17.10.4 4,999,665

（株）日本能率協会総合研究所との間で締結している「会津
鉄道再活性化検討調査」請負については、昨年度調査の継
続として実施するものであり、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18331
東北広域観光推進協議会
宮城県仙台市青葉区中央２
－９－１０

「中国（上海）・ミッション派遣事
業」共同実施
一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H17.10.11 2,500,000

東北広域観光推進協議会との間で締結している「中国（上
海）・ミッション派遣事業」共同実施については、外客誘致促
進のため連携相手である当該協議会と共同で実施するもの
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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18332

（株）日本能率協会総合研究
所
東京都港区芝公園３丁目１
番２２号

「ＩＧＲいわて銀河鉄道の新駅設
置に伴うバス路線の再編等によ
る公共交通活性化プロジェクト
に関する調査」請負
一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H17.11.1 2,992,500

（株）日本能率協会総合研究所との間で締結している「ＩＧＲ
いわて銀河鉄道の新駅設置に伴うバス路線の再編等による
公共交通活性化プロジェクトに関する調査」請負について
は、本調査仕様書に基づき企画コンペティションを実施した
結果、企画内容、知識・技術力、予算等において も高い評
価を受け選定された業者であり、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18333
（社）日本観光協会
宮城県仙台市青葉区中央４
－１０－１６

「台湾・ミッション派遣事業（ＩＴＦ
2005参加及び関連事業）」共同
実施一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H17.11.8 4,500,000

（社）日本観光協会東北支部との間で締結している「台湾・
ミッション派遣事業（ＩＴＦ2005参加及び関連事業）」共同実施
については、外客誘致のため連携相手である当該協会と共
同で実施するものであり、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（１８
年度から企画競争を
実施）

18334

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一
丁目４番５号

「仙台市都市圏における環境負
荷の小さい交通体系への転換
を目的とする調査～オムニバス
タウン計画の効果及び公共交
通機関の運行情報提供～」請負
一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H17.11.9 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「仙台
市都市圏における環境負荷の小さい交通体系への転換を
目的とする調査～オムニバスタウン計画の効果及び公共交
通機関の運行情報提供～」請負については、本調査仕様書
に基づき企画コンペティションを実施した結果、企画内容、知
識・技術力、予算等において も高い評価を受け選定され
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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18335

北東北国際観光テーマ地区
推進協議会
秋田県秋田市山王四丁目１
－１

「台湾・旅行エージェント招請事
業」共同実施
一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H17.11.30 1,500,000

北東北国際観光テーマ地区推進協議会との間で締結してい
る「台湾・旅行エージェント招請事業」共同実施については、
外客誘致促進のため連携相手である当該協議会と共同で
実施するものであり、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18336

ＹＯＫＯＳＯ！ＪＡＰＡＮ 東北
実行委員会
宮城県仙台市青葉区中央２
－９－１０

「台湾・東北広域観光テレビ宣
伝事業」共同実施
一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H17.12.1 6,000,000

ＹＯＫＯＳＯ！ＪＡＰＡＮ 東北実行委員会との間で締結してい
る「台湾・東北広域観光テレビ宣伝事業」共同実施について
は、外客誘致促進のため連携相手である当該実行委員会と
共同で実施するものであり、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18337
アルファ社会科学（株）
東京都中央区東日本橋２丁
目１３番５号

「いわき市の観光資源を活用し
た地域振興プロジェクト」調査請
負
一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H17.12.5 1,680,000

アルファ社会科学（株）との間で締結している「いわき市の観
光資源を活用した地域振興プロジェクト」調査請負について
は、本事業はいわき市の施策と密接な関係を有するため、
仕様書に基づきいわき市に調査実施機関選定条件に関す
る事前ヒアリングを行った結果、当該調査を行うことが可能
な業者は当該業者以外には存在しないことから、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）
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18338
東北広域観光推進協議会
宮城県仙台市青葉区中央２
－９－１０

「タイ・メディア招請事業」共同実
施
一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H17.12.13 3,500,000

東北広域観光推進協議会との間で締結している「タイ・メディ
ア招請事業」共同実施については、外客誘致促進のため連
携相手である当該協議会と共同で実施するものであり、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18339
東北広域観光推進協議会
宮城県仙台市青葉区中央２
－９－１０

「YOKOSO ! JAPAN WEEKS
2006 連携事業」共同実施
一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H17.12.21 5,500,000

東北広域観光推進協議会との間で締結している「YOKOSO !
JAPAN WEEKS 2006 連携事業」共同実施については、外客
誘致促進のため連携相手である当該協議会と共同で実施
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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18340

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一
丁目４番５号

「マイカー通勤から公共交通機
関を利用した通勤への転換等に
関する調査」請負
一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H17.12.27 2,467,500

パシフィックコンサルタンツ（株）との間で締結している「マイ
カー通勤から公共交通機関を利用した通勤への転換等に関
する調査」請負については、本調査仕様書に基づき企画コ
ンペティションを実施した結果、企画内容、知識・技術力、予
算等において も高い評価を受け選定された業者であり、
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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18341

YOKOSO！JAPAN東北実行
委員会
宮城県仙台市青葉区中央２
－９－１０

「東北広域観光宣伝資料作成事
業」共同実施契約
一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H18.1.11 6,000,000

YOKOSO！JAPAN東北実行委員会との間で締結している
「東北広域観光宣伝資料作成事業」共同実施契約について
は、外客誘致促進のため連携相手である当該実行委員会と
共同で実施するものであり、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18342
（株）東北地域環境研究室
宮城県仙台市青葉区中央２
－９－１

「観光ルネサンス事業調査（平
泉町）」請負
一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H18.1.12 1,500,000

（株）東北地域環境研究室との間で締結している「観光ルネ
サンス事業調査（平泉町）」請負については、本調査は当該
自治体が制定する「地域観光振興計画」と密接に関連する
ため、同町より推薦された上記業者以外には存在しないこと
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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18343

六十里越街道保存推進委員
会
山形県西村山郡西川町大字
志津１０

「観光ルネサンス事業調査（西
川町）」請負
一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H18.1.12 1,500,000

六十里越街道保存推進委員会との間で締結している「観光
ルネサンス事業調査（西川町）」請負については、本調査は
当該自治体が制定する「地域観光振興計画」と密接に関連
するため、同町より推薦された上記業者以外には存在しな
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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18344

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一
丁目４番５号

「北上市における生活交通活性
化プロジェクト」に関する調査請
負
一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H18.1.27 2,992,500

パシフィックコンサルタンツ（株）との間で締結している「北上
市における生活交通活性化プロジェクト」に関する調査請負
については、本調査仕様書に基づき企画コンペティションを
実施した結果、企画内容、知識・技術力、予算等において
も高い評価を受け選定された業者であり、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18345
（株）富士通総研
東京都港区海岸１－１６－１

「カーフェリーを活用した広域地
域振興プロジェクト」に関する調
査請負契約
一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H18.1.30 2,950,000

（株）富士通総研との間で締結している「カーフェリーを活用
した広域地域振興プロジェクト」に関する調査請負契約につ
いては、本調査仕様書に基づき企画コンペティションを実施
した結果、企画内容、知識・技術力、予算等において も高
い評価を受け選定された業者であり、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）



件数
契約の相手方の商号又
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18346
日新電機（株）
宮城県仙台市青葉区中央四
丁目６番１号

仙台第４合同庁舎中央監視装
置点検整備
一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H18.1.30 1,627,500

日新電機（株）との間で締結している仙台第４合同庁舎中央
監視装置点検整備契約については、メーカー独自のプログ
ラムが組み込まれて製作された旧式の装置であるため、他
メーカーでは点検整備が不可能なことから、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
競争入札に移行（１９
年度から一般競争入
札に移行）

18347
東北広域観光推進協議会
宮城県仙台市青葉区中央２
－９－１０

「中空噴水事業２００６」共同実
施契約
一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H18.2.1 3,100,000

東北広域観光推進協議会との間で締結している「中空噴水
事業２００６」共同実施契約については、外客誘致促進のた
め連携相手である当該協議会と共同で実施するものであ
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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18348

（株）日本能率協会総合研究
所
東京都港区芝公園３丁目１
番２２号

「東北地方における交通・観光
の現況（東北地方交通審議会答
申フォローアップ）」に関する調
査等請負契約
一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H18.2.1 1,995,000

（株）日本能率協会総合研究所との間で締結している「東北
地方における交通・観光の現況（東北地方交通審議会答申
フォローアップ）」に関する調査等請負契約については、本
調査仕様書に基づき企画コンペティションを実施した結果、
企画内容、知識・技術力、予算等において も高い評価を
受け選定された業者であり、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18349

協同組合プランニングネット
ワーク東北
青森県青森市新町１丁目１３
番７号

『青森県八戸市における「市内
循環線」バス利用者等の意識調
査』請負契約
一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H18.2.21 2,688,000

協同組合プランニングネットワーク東北との間で締結してい
る『青森県八戸市における「市内循環線」バス利用者等の意
識調査』請負契約については、本調査仕様書に基づき企画
コンペティションを実施した結果、企画内容、知識・技術力、
予算等において も高い評価を受け選定された業者であ
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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18350
東北広域観光推進協議会
宮城県仙台市青葉区中央２
－９－１０

「ムービングトウホク（英語版・フ
ランス語版）作成事業」共同実
施契約
一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H18.2.28 2,550,000

東北広域観光推進協議会との間で締結している「ムービン
グトウホク（英語版・フランス語版）作成事業」共同実施契約
については、外客誘致促進のため連携相手である当該協議
会と共同で実施するものであり、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18351

ジェイアール東日本コンサル
タンツ（株）
宮城県仙台市宮城野区東六
番丁３１番２号

「大河ドラマ「義経」放映を活用
した観光交通活性化プロジェク
ト」に関する
調査請負契約一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H18.2.28 1,858,500

ジェイアール東日本コンサルタンツ（株）との間で締結してい
る「大河ドラマ「義経」放映を活用した観光交通活性化プロ
ジェクト」に関するについては、本調査は、本年度既に実施
している「仙台空港アクセス調査」との比較検討・分析が必
要であり、当該調査を企画コンペティションで選定した上記
業者以外にはデータ等の活用はできないことから、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18352
東北広域観光推進協議会
宮城県仙台市青葉区中央２
－９－１０

「中国・上海(WTF2006)プロモー
ション事業」共同実施契約
一式

国土交通省東北運輸局長
松本　和良
宮城県仙台市宮城野区鉄砲
町１番地

H18.2.28 1,500,000

東北広域観光推進協議会との間で締結している「中国・上
海(WTF2006)プロモーション事業」共同実施契約について
は、外客誘致促進のため連携相手である当該協議会と共同
で実施するものであり、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18353
セコム（株）　東京都渋谷区
神宮前１－５－１

東京運輸支局他庁舎警備
国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.4.1 10,584,000

セコム（株）との間で締結した東京運輸支局他庁舎警備は既
整備済みの機器を伴う継続契約であり、他の事業者による
新規設備設置を伴う契約では不利となるため（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（18
年度から一般競争入
札に移行）
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18354
富士ゼロックス（株）　東京都
港区六本木３－１－１

電子複写機の保守及び消耗品
契約

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.4.1 9,148,556

富士ゼロックス（株）との間で締結した電子複写機の保守及
び消耗品契約は既に設置されている機器の導入時における
仕様にて保守契約の締結を条件としたものであり、且つ他
事業者では機器の詳細な維持管理並びに部品等の手配対
応において比較とならないため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（19
年度に一般競争入札
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）

使用枚数に
よる単価契
約

18355
エヌ・ティ・ティ・コムウェア
（株）　東京都港区港南１－９
－１

関東運輸局における行政情報
システムの運用にかかる保守管
理

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.4.1 8,568,000

エヌ・ティ・ティ・コムウェア（株）との間で締結した関東運輸局
における行政情報システムの運用にかかる保守管理は本
省との連携保持並びに高度な技術対応が可能であり、実績
もあるため（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
年度から一般競争入
札に移行）

18356
鉄道情報システム(株)　東京
都渋谷区代々木２－２－２

自動車検査登録事務所行政情
報システム回線使用料

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.4.1 7,794,360

鉄道情報システム(株)との間で締結した自動車検査登録事
務所行政情報システム回線使用料は既整備済みの専用回
線設備の継続契約であり、他の事業者による新規設備設置
を伴う契約では不利となるため（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

18357
セイコービルシステム(株)　さ
いたま市浦和区高砂３－１２
－２４

東京運輸支局他庁舎清掃
国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.4.1 7,751,716
セイコービルシステム(株)との間で締結した東京運輸支局他
庁舎清掃は予決令第９９条の２により当初入札から随意契
約へ移行したため。（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（18
年度から一般競争入
札に移行）

18358
（財）関東電気保安協会　横
浜市南区高砂町１－１７

自家用電気工作物保安管理業
務委託

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.4.1 4,441,488
（財）関東電気保安協会との間で締結した自家用電気工作
物保安管理業務委託は関係法令にて認定された事業者で
あり、競争性が認めがたいため（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）

18359
（株）花月堂　神奈川県横浜
市中区宮川町２－２７

行政情報システム機器（パーソ
ナルコンピュータ等）の賃貸借

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.4.1 2,888,016
（株）花月堂との間で締結した行政情報システム機器（パー
ソナルコンピュータ等）の賃貸借は長期継続リース物件の継
続にかかる契約のため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（２０
年度から一般競争入
札により国庫債務負
担行為を活用し複数
年契約を行う）

18360
東芝ファイナンス（株）　東京
都中央区銀座５－２－１

行政情報システム機器（パーソ
ナルコンピュータ等）の賃貸借

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.4.1 2,702,700

東芝ファイナンス（株）との間で締結した行政情報システム機
器（パーソナルコンピュータ等）の賃貸借は長期継続リース
物件の継続にかかる契約のため（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（２０
年度から一般競争入
札により国庫債務負
担行為を活用し複数
年契約を行う）

18361
関東ビルサービス(株)　栃木
県宇都宮市本町１０－７

栃木運輸支局他庁舎清掃
国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.4.1 2,310,000
関東ビルサービス(株)との間で締結した栃木運輸支局他庁
舎清掃は予決令第９９条の２により当初入札から随意契約
へ移行したため。（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（18
年度から一般競争入
札に移行）
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18362
コニカミノルタテクノ東京(株)
横浜市神奈川区松ヶ丘35

電子複写機の保守及び消耗品
契約

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.4.1 1,576,065

コニカミノルタテクノ東京(株)との間で締結した電子複写機の
保守及び消耗品契約は既に設置されている機器の導入時
における仕様にて保守契約の締結を条件としたものであり、
且つ他事業者では機器の詳細な維持管理並びに部品等の
手配対応において比較とならないため（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（19
年度に一般競争入札
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）

使用枚数に
よる単価契
約

18363
三井リース（株）　東京都中央
区日本橋１－４－１

パーソナルコンピュータの賃貸
借

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.4.1 1,505,700
三井リース（株）との間で締結したパーソナルコンピュータの
賃貸借は長期継続リース物件の継続にかかる契約のため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（２０
年度から一般競争入
札により国庫債務負
担行為を活用し複数
年契約を行う）

18364
富士ゼロックス（株）　東京都
港区六本木３－１－１

電子複写機の賃貸借
国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.4.1 1,465,380
富士ゼロックス（株）との間で締結した電子複写機の賃貸借
は長期継続リース物件の継続にかかる契約のため（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（２０
年度から一般強入札
により国庫債務負担
行為を活用し複数年
契約を行う）

18365
エヌ・ティ・ティリース（株）　東
京都港区芝浦１－２－１

カーアンサータッチパネル導入
に伴う賃貸借

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.4.1 1,403,325
エヌ・ティ・ティリース（株）との間で締結したカーアンサータッ
チパネル導入に伴う賃貸借は長期継続リース物件の継続に
かかる契約のため（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

18366
三浦半島自動車検査協業組
合　横須賀市佐原２－２－１

自動車検査出張車検場の賃貸
借

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.4.1 1,398,438

三浦半島自動車検査協業組合との間で締結した自動車検
査出張車検場の賃貸借は遠隔地における自動車検査業務
に対応可能な設備を整えた条件を満たした場所が他に存在
しないため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施（１９年度
以降に公募手続きを
行う）

１回29,754
49回

18367
(株)信栄商会　山梨県南アル
プス市藤田２１６７

山梨運輸支局庁舎清掃
国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.4.1 1,103,259
（株）信栄商会との間で締結した山梨運輸支局庁舎清掃は
予決令第９９条の２により当初入札から随意契約へ移行した
ため。（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（18
年度から一般競争入
札に移行）

18368
パナソニックCCソリューション
ズ（株）　東京都目黒区下目
黒２－３－８

ファクシミリの保守契約
国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.4.1 1,071,522

パナソニックCCソリューションズ（株）との間で締結したファク
シミリの保守契約は既に設置されている機器であり、他事業
者では機器の詳細な維持管理並びに部品等の手配対応に
おいて比較とならないため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（18
年度から一般競争入
札に移行）

500枚まで
5,000円、
1,000枚まで
1枚7円、以
降1枚6.5円

18369
リコーリース（株）　東京都中
央区銀座７－１６－３

パーソナルコンピュータ(日立ＦＬ
ＯＲＡ３３０）の賃貸借及び保守

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.4.1 951,300
リコーリース（株）との間で締結したパーソナルコンピュータ
(日立ＦＬＯＲＡ３３０）の賃貸借及び保守は長期継続リース物
件の継続にかかる契約のため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（２０
年度から一般競争入
札により国庫債務負
担行為を活用し複数
年契約を行う）
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18370
（社）小田原地方自動車協会
神奈川県小田原市桑原１７０

自動車検査出張車検場の賃貸
借

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.4.1 931,260

（社）小田原地方自動車協会との間で締結した自動車検査
出張車検場の賃貸借は遠隔地における自動車検査業務に
対応可能な設備を整えた条件を満たした場所が他に存在し
ないため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
18年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

1回28,220
33回

18371
（有）リンエンタープライズ　東
京都目黒区下目黒２－２１－
２８

ＶＪＣ地方連携事業　中国TV番
組制作放映事業～一都四県連
携事業～

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.4.13 10,009,120

（有）リンエンタープライズとの間で締結したＶＪＣ地方連携事
業　中国TV番組制作放映事業～一都四県連携事業～はプ
ロポーザルの結果において選定された事業者であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18372
（株）堀場製作所　東京都千
代田区東神田１－７－８

千葉運輸支局硫黄分濃度簡易
測定器の購入

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.5.24 4,494,000

（株）堀場製作所との間で締結した千葉運輸支局硫黄分濃
度簡易測定器の購入は他に同仕様による小型簡易装置の
制作を行う事業者が存在しないため（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（19
年度から一般競争入
札に移行）

18373
(株)ジオス　東京都品川区大
崎１－６－４

外国船舶監督官の英会話講習
国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.6.1 1,109,661

(株)ジオスとの間で締結した外国船舶監督官の英会話講習
は前年度に引続き受講を要するものであり、個々のレベル
を把握しており継続することで効率的な受講が可能となるた
め（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（18
年度から一般競争入
札に移行）

18374
(株)日本能率協会総合研究
所　東京都港区芝公園３－１
－２２

高速バス乗り継ぎステイション
の設置による高速バスの活性
化調査

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.6.3 3,549,000

（株）日本能率協会総合研究所との間で締結した高速バス
乗り継ぎステイションの設置による高速バスの活性化調査
はプロポーザルの結果において選定された事業者であるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18375
(株)ＵＦＪ総合研究所　東京都
港区新橋１－１１－７

交通サービス水準評価指標作
成調査

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.6.30 8,500,000
（株）ＵＦＪ総合研究所との間で締結した交通サービス水準評
価指標作成調査はプロポーザルの結果において選定された
事業者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18376
(社)日本海事検定協会　東京
都中央区八丁堀１－９－７海
事ビル

ISO研修コースの実施
国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.7.1 6,405,000
(社)日本海事検定協会との間で締結したISO研修コースの
実施は予決令第９９条の２により当初入札から随意契約へ
移行したため。（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（18
年度から一般競争入
札に移行）

18377
(株)ライテック　東京都中央
区九段南４－７－２

企画切符型バス共通ＩＣカード導
入等によるバスネットワークの
推進に関する調査

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.7.14 3,979,500

（株）ライテックとの間で締結した企画切符型バス共通ＩＣカー
ド導入等によるバスネットワークの推進に関する調査はプロ
ポーザルの結果において選定された事業者であるため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）
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18378
（株）アルメック　東京都目黒
区青葉台１－１９－１４

「つくばエクスプレス開業などに
伴う住民参加型交通利便の推
進」に関する調査

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.7.28 4,998,000

（株）アルメックとの間で締結した「つくばエクスプレス開業な
どに伴う住民参加型交通利便の推進」に関する調査はプロ
ポーザルの結果において選定された事業者であるため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18379
名鉄観光サービス（株）　静
岡県静岡市葵区鷹匠１－２
－１

ＶＪＣ地方連携事業　九十九里
全域清掃　日韓交流プログラム
招聘事業

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.8.5 989,995

名鉄観光サービス（株）との間で締結したＶＪＣ地方連携事
業　九十九里全域清掃　日韓交流プログラム招聘事業はプ
ロポーザルの結果において選定された事業者であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18380
八千代エンジニヤリング（株）
神奈川県横浜市西区平沼１
－２－２４

交通利用促進と合わせた県道５
４号線のマネジメント施策の推
進に関する調査

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.8.9 4,974,900

八千代エンジニアリング（株）との間で締結した交通利用促
進と合わせた県道５４号線のマネジメント施策の推進に関す
る調査はプロポーザルの結果において選定された事業者で
あるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18381
（株）トーニチコンサルタント
東京都渋谷区本町１－１３－
３

環境的に持続可能な交通(EST)
モデル事業に関する調査につい
て（三郷市・八潮市）

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.9.1 7,371,000

（株）トーニチコンサルタントとの間で締結した環境的に持続
可能な交通(EST)モデル事業に関する調査について（三郷
市・八潮市）はプロポーザルの結果において選定された事業
者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18382
（株）日本能率協会総合研究
所　東京都港区芝公園３－１
－２２

環境的に持続可能な交通(EST)
モデル事業に関する調査につい
て（柏市・流山市）

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.9.1 5,323,500

（株）日本能率協会総合研究所との間で締結した環境的に
持続可能な交通(EST)モデル事業に関する調査について
（柏市・流山市）はプロポーザルの結果において選定された
事業者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18383
（株）とちぎテレビ　栃木県宇
都宮市昭和２－２－２

ＶＪＣ地方連携事業　日台高校
生修学交流TV番組放映事業

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.9.1 5,000,000

（株）とちぎテレビとの間で締結したＶＪＣ地方連携事業　日
台高校生修学交流TV番組放映事業はプロポーザルの結果
において選定された事業者であるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18384
（株）ATC日本旅遊　東京都
新宿区原町３－６１

ＶＪＣ地方連携事業　台湾教育
旅行関係者招聘事業

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.9.1 990,066

（株）ATC日本旅遊との間で締結したＶＪＣ地方連携事業　台
湾教育旅行関係者招聘事業はプロポーザルの結果におい
て選定された事業者であるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18385
東武トラベル（株）　東京都墨
田区向島１－３３－１２

ＶＪＣ地方連携事業　栃木県へ
の中国人観光客誘致推進プロ
ジェクト事業

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.9.5 9,999,595

東武トラベル（株）との間で締結したＶＪＣ地方連携事業　栃
木県への中国人観光客誘致推進プロジェクト事業はプロ
ポーザルの結果において選定された事業者であるため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）
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18386
（株）ジェイティビー中国　東
京都豊島区高田３－１４－２
９

ＶＪＣ地方連携事業　中国（広東
省広州）外客誘致事業

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.9.30 1,250,246

（株）ジェイティビー中国との間で締結したＶＪＣ地方連携事
業　中国（広東省広州）外客誘致事業はプロポーザルの結
果において選定された事業者であるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18387
(株)エヌ・ティ・ティ・データ　東
京都江東区豊洲３－３－３

カーアンサーシステムの案内情
報変更

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.9.30 1,117,515

(株)エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結したカーアンサーシ
ステムの案内情報変更は既に導入されているシステムの情
報変更であり他の事業者による作業は不可能なため（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

18388
セントラルコンサルタント（株）
東京都中央区入船１－４－１
０

市民と産・学・行政の連携による
公共バスネットワークシステムモ
デル調査業務

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.10.11 6,209,000

セントラルコンサルタント（株）との間で締結した市民と産・
学・行政の連携による公共バスネットワークシステムモデル
調査業務はプロポーザルの結果において選定された事業者
であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18389
（株）ジェイ・アイ・シー　東京
都品川区上大崎２－２４－９

ＶＪＣ地方連携事業　富士箱根
伊豆国際観光テーマ地区韓国メ
ディア招聘事業

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.10.21 2,000,000

（株）ジェイ・アイ・シーとの間で締結したＶＪＣ地方連携事業
富士箱根伊豆国際観光テーマ地区韓国メディア招聘事業は
プロポーザルの結果において選定された事業者であるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18390
（株）びゅうワールド　東京都
渋谷区代々木２－２－２

ＶＪＣ地方連携事業　群馬県草
津温泉への訪日旅行推進事業

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.10.25 3,797,690

（株）びゅうワールドとの間で締結したＶＪＣ地方連携事業
群馬県草津温泉への訪日旅行推進事業はプロポーザルの
結果において選定された事業者であるため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18391
（株）JTB中国　東京都豊島
区高田３－１４－２９

ＶＪＣ地方連携事業　中国ミッ
ション派遣事業

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.11.10 2,963,000
（株）ジェイティビー中国との間で締結したＶＪＣ地方連携事
業　中国ミッション派遣事業はプロポーザルの結果において
選定された事業者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18392
（株）ジャルトラベル　東京都
目黒区下目黒３－７－１０

ＶＪＣ地方連携事業　欧州外客
誘致招聘事業

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.11.24 4,000,000
（株）ジャルトラベルとの間で締結したＶＪＣ地方連携事業
欧州外客誘致招聘事業はプロポーザルの結果において選
定された事業者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18393
近畿日本ツーリスト（株）　神
奈川県横浜市中区港町２－
９

ＶＪＣ地方連携事業　外国人観
光客誘致促進事業

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.12.1 1,998,910

近畿日本ツーリスト（株）との間で締結したＶＪＣ地方連携事
業　外国人観光客誘致促進事業はプロポーザルの結果に
おいて選定された事業者であるため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）
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18394
(株)リクサン　東京都品川区
東大井１－１２－１４

東京運輸支局業務委託
国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.12.1 1,447,530
(株)リクサンとの間で締結した東京運輸支局業務委託は予
決令第９９条の２により当初入札から随意契約へ移行したた
め。（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（18
年度から一般競争入
札に移行）

単価11,865

18395
（株）ジャルトラベル　東京都
目黒区下目黒３－７－１０

ＶＪＣ地方連携事業　台湾メディ
ア・旅行代理店関係者等招聘事
業

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.12.1 1,111,400

（株）ジャルトラベルとの間で締結したＶＪＣ地方連携事業
台湾メディア・旅行代理店関係者等招聘事業はプロポーザ
ルの結果において選定された事業者であるため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18396
（株）ライテック　東京都千代
田区九段南４－７－２

企画切符型バス共通ＩＣカード導
入等によるバスネットワークの
推進及びバス利用促進に関す
る実証実験調査について

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.12.14 5,754,000

（株）ライテックとの間で締結した企画切符型バス共通ＩＣカー
ド導入等によるバスネットワークの推進に関する調査はプロ
ポーザルの結果において選定された事業者であるため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18397
小林記録紙（株）　東京都中
央区新富１－１８－１

ＳＰＲ用インクリボンの購入
国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.12.16 9,760,800

小林記録紙（株）との間で締結したＳＰＲ用インクリボンの購
入は既に導入されている機器について、対応するインクリボ
ンを同社でしか製造・販売をしていないため（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（19
年度から一般競争入
札に移行）

18398
（株）企画開発　東京都渋谷
区恵比寿西２－３－３

高齢者等に配慮したバスの情報
提供のあり方調査について

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.12.19 4,431,000

（株）企画開発との間で締結した高齢者等に配慮したバスの
情報提供のあり方調査についてはプロポーザルの結果にお
いて選定された事業者であるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18399
（株）企画開発　東京都渋谷
区恵比寿西２－３－３

「羽田空港の鉄道アクセス強化
に向けた具体策の検討」に関す
る調査

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.12.21 1,575,000

（株）企画開発との間で締結した「羽田空港の鉄道アクセス
強化に向けた具体策の検討」に関する調査はプロポーザル
の結果において選定された事業者であるため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18400
八千代エンジニヤリング（株）
神奈川県横浜市西区平沼１
－２－２４

企業従業員及び市役所職員を
対象としたモビリティマネジメント
施策に係わる調査

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H17.12.27 4,998,000

八千代エンジニアリング（株）との間で締結した企業従業員
及び市役所職員を対象としたモビリティマネジメント施策に
係わる調査はプロポーザルの結果において選定された事業
者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18401
パナソニックCCソリューション
ズ（株）　神奈川県横浜市港
北区綱島東４－３－１

防犯カメラの点検

千葉運輸支局習志野自動車
検査登録事務所長　出羽一
栄　千葉県船橋市習志野台
８－５７－１

H18.1.15 976,500

パナソニックCCソリューションズ（株）との間で締結した防犯
カメラの点検は防犯カメラ機器の制御部や端末の動作状
況・プログラムの確認作業において独自のプログラムを設計
しており、安定した機能を保持し修理等の対応が可能である
納入業者との契約が必要であったため（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（18
年度から一般競争入
札に移行）
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18402
近畿日本ツーリスト（株）　千
葉県千葉市中央区中央３－
３－８

ＶＪＣ地方連携事業　韓国外客
誘致事業

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H18.1.17 1,921,260
近畿日本ツーリスト（株）との間で締結したＶＪＣ地方連携事
業　韓国外客誘致事業はプロポーザルの結果において選定
された事業者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18403
（株）プランニングネットワー
ク　東京都北区田端新町３－
１４－６

ＶＪＣ地方連携事業　外国人観
光客誘客ＰＲ事業（水郷三都）

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H18.1.17 1,500,001

（株）プランニングネットワークとの間で締結したＶＪＣ地方連
携事業　外国人観光客誘客ＰＲ事業（水郷三都）プロポーザ
ルの結果において選定された事業者であるため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18404
近畿日本ツーリスト（株）　神
奈川県横浜市中区港町２－
９

ＶＪＣ地方連携事業　つくばサイ
エンスツアー推進事業

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H18.1.17 1,442,280

近畿日本ツーリスト（株）との間で締結したＶＪＣ地方連携事
業　つくばサイエンスツアー推進事業はプロポーザルの結果
において選定された事業者であるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18405
（株）ATC日本旅遊　東京都
新宿区原町３－６１

ＶＪＣ地方連携事業　韓国旅行
エージェント･メディア招聘事業

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H18.2.1 2,995,540

（株）ATC日本旅遊との間で締結したＶＪＣ地方連携事業　韓
国旅行エージェント･メディア招聘事業はプロポーザルの結
果において選定された事業者であるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18406
（株）プランニングネットワー
ク　東京都北区田端新町３－
１４－６

ＶＪＣ地方連携事業　外国人観
光客誘客ＰＲ事業（千葉県佐原
市）

国道交通省関東運輸局長 大
藪譲治　神奈川県横浜市中
区北仲通５－５７

H18.2.1 1,827,000

（株）プランニングネットワークとの間で締結したＶＪＣ地方連
携事業　外国人観光客誘客ＰＲ事業（千葉県佐原市）はプロ
ポーザルの結果において選定された事業者であるため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（18
年度から企画競争を
実施）

18407
パナソニックCCソリューション
ズ（株）　神奈川県横浜市港
北区綱島東４－３－１

防犯カメラの点検
東京運輸支局長　山崎新太
郎　東京都品川区東大井１
－１２－１７

H18.2.8 1,543,500

パナソニックCCソリューションズ（株）との間で締結した防犯
カメラの点検は防犯カメラ機器の制御部や端末の動作状
況・プログラムの確認作業において独自のプログラムを設計
しており、安定した機能を保持し修理等の対応が可能である
納入業者との契約が必要であったため（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（18
年度から一般競争入
札に移行）

18408
日本ビクター(株)　東京都中
央区日本橋浜町２－１－１

防犯カメラの点検
埼玉運輸支局長　村上太助
埼玉県さいたま市西区大字
中釘２１５４－２

H18.2.17 1,886,535

日本ビクター(株)との間で締結した防犯カメラの点検は防犯
カメラ機器の制御部や端末の動作状況・プログラムの確認
作業において独自のプログラムを設計しており、安定した機
能を保持し修理等の対応が可能である納入業者との契約が
必要であったため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（18
年度から一般競争入
札に移行）

18409
パナソニックCCソリューション
ズ（株）　神奈川県横浜市港
北区綱島東４－３－１

防犯カメラの点検
神奈川運輸支局長　土屋信
乃夫　神奈川県横浜市都筑
区池辺町３５４０

H18.2.28 1,533,000

パナソニックCCソリューションズ（株）との間で締結した防犯
カメラの点検は防犯カメラ機器の制御部や端末の動作状
況・プログラムの確認作業において独自のプログラムを設計
しており、安定した機能を保持し修理等の対応が可能である
納入業者との契約が必要であったため（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（18
年度から一般競争入
札に移行）
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18410
パナソニックCCソリューション
ズ（株）　東京都港区芝公園
１－１－２

防犯カメラの点検

埼玉運輸支局熊谷自動車検
査登録事務所長　平塚昭
埼玉県熊谷市御稜威ヶ原７０
１－４

H18.2.28 1,008,000

パナソニックCCソリューションズ（株）との間で締結した防犯
カメラの点検は防犯カメラ機器の制御部や端末の動作状
況・プログラムの確認作業において独自のプログラムを設計
しており、安定した機能を保持し修理等の対応が可能である
納入業者との契約が必要であったため（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（18
年度から一般競争入
札に移行）

18411
パナソニックCCソリューション
ズ（株）　神奈川県横浜市港
北区綱島東４－３－１

防犯カメラの点検

東京運輸支局足立自動車検
査登録事務所長　原田幸夫
東京都足立区南花畑５－１２
－１

H18.3.1 1,050,000

パナソニックCCソリューションズ（株）との間で締結した防犯
カメラの点検は防犯カメラ機器の制御部や端末の動作状
況・プログラムの確認作業において独自のプログラムを設計
しており、安定した機能を保持し修理等の対応が可能である
納入業者との契約が必要であったため（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（18
年度から一般競争入
札に移行）

18412
パナソニックCCソリューション
ズ（株）　神奈川県横浜市港
北区綱島東４－３－１

防犯カメラの点検
茨城運輸支局土浦自動車検
査登録事務所長　広岡茂
茨城県土浦市御町２－１－３

H18.3.15 1,533,000

パナソニックCCソリューションズ（株）との間で締結した防犯
カメラの点検は防犯カメラ機器の制御部や端末の動作状
況・プログラムの確認作業において独自のプログラムを設計
しており、安定した機能を保持し修理等の対応が可能である
納入業者との契約が必要であったため（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（18
年度から一般競争入
札に移行）

18413
エヌ・ティ・ティ・リース（株）東
京都港区芝浦１丁目２番１号

平成１７年度　パーソナルコン
ピューター賃貸借及び保守契約
（３４台）

北陸信越運輸局長　大野裕
夫
新潟市万代2-2-１

H17.4.1 2,891,700

エヌ・ティ・ティ・リース（株）との間で締結している平成１７年
度　パーソナルコンピューター賃貸借及び保守契約（３４台）
については、調達の初年度に複数年を前提とし締結したリー
ス契約の継続契約であり、競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
２３年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

18414
（株）文武堂　新潟県新潟市
古町通５番町６０９番地

平成１７年度　カラーデジタル複
合機保守契約

北陸信越運輸局長　大野裕
夫
新潟市万代2-2-１

H17.4.1 2,545,268

（株）文武堂との間で締結している平成１７年度カラーデジタ
ル複合機保守契約については、調達の初年度に複数年を
前提とし締結したリース契約の保守契約であり、競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項）

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）

18415

全国農業協同組合連合会
新潟県新潟市山田２３１０番
地１５

駐車場賃貸借契約
賃借期間Ｈ17年4月1日～平成
18年3月31日

分任契約担当官
新潟運輸支局長　佐藤正己
新潟運輸支局
新潟市東出来島14-26

H17.4.1 2,520,000

全国農業協同組合連合会との間で締結している駐車場賃
貸借契約については、来庁者用の駐車場として使用する土
地の賃貸借のため、当該場所でなければ業務の遂行ができ
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
１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

18416
富士通リース（株）　東京都新
宿区西新宿２丁目７番１号

平成１７年度音声応答装置機器
賃貸借契約
賃借期間平成17年4月1日～平
成18年3月31日

長野運輸支局長　番場千秋
長野市西和田1-35-4

H17.4.1 1,282,428

富士リース（株）との間で締結している平成１７年度音声応答
装置機器賃貸借契約については、調達の初年度に複数年
を前提とし締結したリース契約の継続契約であり、競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
１９年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

18417

エヌ・ティ・ティ・リース（株）
東京都港区芝浦１丁目２番１
号

平成１７年度音声応答装置機器
賃貸借契約（新潟運輸支局分）
賃借期間平成17年4月1日～平
成18年3月31日

新潟運輸支局長　佐藤正己
新潟市東出来島14-26

H17.4.1 1,240,968

エヌ・ティ・ティ・リース（株）と間で締結された平成１７年度音
声応答装置機器賃貸借契約（新潟運輸支局分）の初年度に
複数年を前提とし締結したリース契約の継続契約であり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
１９年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
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18418
日立キャピタル（株）　東京都
港区西新橋２丁目１５番１２
号

平成１７年度音声応答装置機器
賃貸借契約
賃借期間平成17年4月1日～平
成18年3月31日

石川運輸支局長　松尾元弘
金沢市入江３－１５３

H17.4.1 1,054,515

日立キャピタル㈱との間で締結している平成１７年度音声応
答装置機器賃貸借契約については、調達の初年度に複数
年を前提とし締結したリース契約の継続契約であり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
１８年度以降において
当該事業の契約を行
わないもの

18419
日立キャピタル（株）　東京都
港区西新橋２丁目１５番１２
号

平成１７年度　電子計算機他（日
立FLORAシステム)賃貸借及び
短期給付・共済経理パッケージ
支援作業請負契約

北陸信越運輸局長　大野裕
夫
新潟市万代2-2-１

H17.4.1 1,026,900

日立キャピタル㈱との間で締結している平成１７年度　電子
計算機他（日立FLORAシステム）賃貸借及び短期給付・共
済経理パッケージ支援作業契約については、調達の初年度
に複数年を前提とし締結したリース契約の継続契約であり、
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

18420
三井ﾘｰｽ事業㈱　新潟県新
潟市東大通１丁目４番２号

平成１７年度音声応答装置機器
賃貸借契約（長岡自動車検査登
録事務所分）
賃借期間平成17年4月1日～平
成18年3月31日

新潟運輸支局長　佐藤正己
新潟市東出来島14-26

H17.4.1 976,500

三井リース事業（株）との間で締結している平成１７年度音声
応答装置機器賃貸借契約については、調達の初年度に複
数年を前提とし締結したリース契約の継続契約であり、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
２０年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

18421
日立キャピタル（株）　東京都
港区西新橋２丁目１５番１２
号

平成１７年度音声応答装置機器
賃貸借契約
賃借期間平成17年4月1日～平
成18年3月31日

富山運輸支局長　中野実
富山市新庄町馬場８２

H17.4.1 932,400

日立キャピタル㈱との間で締結している平成１７年度音声応
答装置機器賃貸借契約については、調達の初年度に複数
年を前提とし締結したリース契約の継続契約であり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
２０年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

18422
海外観光客誘客推進協議会
富山県富山市新総曲輪１－
７

ＶＪＣ地方連携事業　台湾誘客
推進事業

北陸信越運輸局長　大野裕
夫
新潟市万代2-2-１

H17.4.7 6,000,000

   海外観光客誘客推進協議会との間で締結しているＶＪＣ地
方連携事業　台湾誘客推進事業については、当該協議会と
共同で台湾からの観光客誘致を図るものであり、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18423
（株）ジェイアイシー　東京都
品川区上大崎２丁目２４番９

ＶＪＣ地方連携事業　新潟～台
北チャーター便ＰＲ事業

北陸信越運輸局長　大野裕
夫
新潟市万代2-2-１

H17.4.7 3,469,120

  （株）ジェイアイシーとの間で締結しているＶＪＣ地方連携事
業　新潟～台北チャーター便ＰＲ事業については、地元協議
会との連携共同事業として台湾現地新聞にＰＲ広告を掲載
し、誘客促進を図るものであり、効率的かつ効果的な事業を
行うためには、連携先の協議会が契約を行う当該事業者と
契約することがのぞましいものであり、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18424
立山黒部ＰＲ協議会　富山県
富山市新総曲輪１－７

ＶＪＣ地方連携事業　立山黒部
アルペンルートＰＲ事業

北陸信越運輸局長　大野裕
夫
新潟市万代2-2-１

H17.4.7 2,000,000

  立山黒部ＰＲ協議会との間で締結しているＶＪＣ地方連携
事業　立山黒部アルペンルートＰＲ事業については、当該協
議会と共同で台湾からの観光客誘致を図るものであり、連
携共同事業の相手先は当該協議会以外には存在しないも
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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）
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18425
（株）堀場製作所　東京都千
代田区東神田１－７－８

硫黄分濃度簡易測定器の購入
北陸信越運輸局長　大野裕
夫
新潟市万代2-2-１

H17.5.17 4,494,000

　（株）堀場製作所との間で締結している硫黄分濃度簡易測
定器の購入については、本測定機器は、道路運送車両法に
基づく街頭検査等において使用するものであることから、そ
の測定結果について高い精度を有する必要があるとともに、
短時間での測定が可能であり、かつ、屋外での様々な使用
環境に耐えうる可搬性のある測定機器であることが求めら
れる。
　これらの要件を満たす測定機は、当該業者において制作
される装置しか無いものであり、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
１８年度以降において
当該事業の契約を行
わないもの

18426
ＫＣＳネットワーク　石川県金
沢市香林坊２丁目５番１号

石川の姉妹都市交流再考と次
代の都市再生に向けた新ネット
ワークデザインの構築調査

北陸信越運輸局長　大野裕
夫
新潟市万代2-2-１

H17.7.20 6,000,000

   ＫＣＳネットワークとの間で締結している石川の姉妹都市
交流再考と次代の都市再生に向けた新ネットワークデザイ
ンの構築調査事業」については、内閣官房都市再生本部に
おいて決定された「全国都市再生のための緊急措置～稚内
から石垣まで～」の一環として、平成１７年度内に全国各地
で展開される「先導的な都市再生活動」を、国が「全国都市
再生モデル調査」として支援するため、対象となる都市再生
活動の提案を募集し、ＫＣＳネットワークが同本部において
優れた提案として選定されたものであり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

18427
（株）ジェイ・アイ・シー　　石
川県金沢市本町１丁目５番２
号

ＶＪＣ地方連携事業　能登空港
チャーター便等活用誘客事業

北陸信越運輸局長　大野裕
夫
新潟市万代2-2-１

H17.8.1 5,175,000

   （株）ジェイアイシーとの間で締結しているＶＪＣ地方連携
事業　能登空港チャーター便等活用誘客事業については、
地元協議会との連携共同事業として台湾現地新聞にＰＲ広
告を掲載するなどし、誘客促進を図るものであり、効率的か
つ効果的な事業を行うためには、連携先の協議会が契約を
行う上記事業者と契約することがのぞましいものであり、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18428
佐渡観光協会 新潟県佐渡市
千種２３２

「佐渡航路運賃割引及び佐渡島
内における公共交通活性化によ
る佐渡島の観光復興の実証実
験」に関わる調査

北陸信越運輸局長　大野裕
夫
新潟市万代2-2-１

H17.8.17 5,093,000

  佐渡観光協会との間で締結している「佐渡航路運賃割引
及び佐渡島内における公共交通活性化による佐渡島の観
光復興の実証実験に係る調査事業」については、実証実験
の継続事業に加え、二次交通を含めた佐渡観光のＰＲと、
今後の佐渡観光の方策を調査・検証するものであり、本事
業を実施するにあたっては、参加関係者との協議や調整が
必要であり、本実証実験主体である佐渡観光協会以外に存
在しないものであり、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18429
北陸国際観光テーマ地区推
進協議会
石川県金沢市鞍月１－１

ＶＪＣ地方連携事業　台湾旅行
代理店等招聘事業

北陸信越運輸局長　大野裕
夫
新潟市万代2-2-１

H17.8.17 1,440,000

 北陸国際観光テーマ地区推進協議会との間で締結されたＶ
ＪＣ地方連携事業　台湾旅行代理店等招聘事業は、当該協
議会と共同で台湾からの観光客誘致を図るものであり、連
携共同事業の相手先は当該協議会以外には存在しないも
のであるため、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）
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18430

立山ヒーリング・ツーリズム
協議会
富山県富山市中野新町１丁
目２番１０号

立山エリア再生における自然・
文化・知的財産の活動調査事業

北陸信越運輸局長　大野裕
夫
新潟市万代2-2-１

H17.8.24 6,090,000

  立山ヒーリング・ツーリズム協議会との間で締結している立
山エリア再生における自然・文化・知的財産の活動調査事
業については、内閣官房都市再生本部において決定された
「全国都市再生のための緊急措置～稚内から石垣まで～」
の一環として、平成１７年度内に全国各地で展開される「先
導的な都市再生活動」を、国が「全国都市再生モデル調査」
として支援するため、対象となる都市再生活動の提案を募
集し、立山ヒーリング・ツーリズム協議会が同本部において
優れた提案として選定されたものであり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
１８年度以降において
当該事業の契約を行
わないもの

18431
新潟県観光復興戦略会議
新潟県新潟市万代島５－１

ＶＪＣ地方連携事業　台湾観光
客誘客事業

北陸信越運輸局長　大野裕
夫
新潟市万代2-2-１

H17.8.29 3,047,083

  新潟県観光復興戦略会議と締結しているＶＪＣ地方連携事
業　台湾観光客誘客事業については、当該団体と共同で台
湾からの観光客誘致を図ることから、連携共同事業の相手
先は当該団体以外には存在しないものであることから、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18432
（株）地域総合研究所　長野
県松本市城西２丁目５－１２

木曽郡４町村合併に向けた生活
交通確保・充実等に関する計画
検討業務

長野運輸支局長　番場千秋
長野市西和田428-1

H17.9.2 997,500

（株）地域総合研究所との間で締結している木曽郡４町村合
併に向けた生活交通確保・充実等に関する計画検討業務に
ついては、前年度より引き続く調査であり、契約相手先は前
年度に調査を受け取った当該事業者以外には存在しないも
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
１８年度以降において
当該事業の契約を行
わないもの

18433
（株）アオイ　新潟県新潟市
山田２３０７－３３６

二次交通検索サイト作成業務
北陸信越運輸局長　大野裕
夫
新潟市万代2-2-１

H17.9.26 1,648,500

　（株）アオイとの間で契約している二次交通検索サイト作成
業務については、当局のホームページを構築し、その維持・
更新を行っている者は当該事業者であり、ホームページの
新たなサイトの構築は当該事業者しか行えないものであり、
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
競争入札に移行（１９
年度以降に一般競争
入札に移行）

18434

中国首都圏方面新規空港路
開設推進実行委員会　新潟
県新潟市学校町通１番町６０
２番地１

ＶＪＣ地方連携事業　新潟～中
国首都圏チャーター便活用誘客
促進事業

北陸信越運輸局長　大野裕
夫
新潟市万代2-2-１

H17.9.28 1,710,830

   中国首都圏方面新規空港路線開設推進実行委員会との
間で契約しているＶＫＣ地方連携事業　新潟～中国首都圏
チャーター便活用誘客促進事業については、当該団体と共
同で中国からの観光客誘致を図るものであり、連携共同事
業の相手先は当該団体以外には存在しなものであることか
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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18435
飛越国際観光都市連合　富
山県富山市新桜町７番３８号

ＶＪＣ地方連携事業　韓国誘客
推進事業

北陸信越運輸局長　大野裕
夫
新潟市万代2-2-１

H17.9.28 1,468,645

   飛越国際観光都市連合との間で契約しているＶＪＣ地方連
携事業　韓国誘致推進事業については、当該団体と共同で
韓国からの観光客誘致を図るものであり、連携共同事業の
相手先は当該団体以外には存在しないものであり、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18436
上越市　新潟県上越市木田
１－１－３

食文化を核とした観光的な目的
魅力度向上による地域活性化
調査委託契約

北陸信越運輸局長　大野裕
夫
新潟市万代2-2-１

H17.9.29 10,858,000

上越市との間で締結している食文化を核とした観光的な目
的魅力度向上による地域活性化調査委託事業については、
本調査を企画立案した上越市が主体となって行うこととされ
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
当該事業の契約を行
わないもの
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18437 海外観光客誘客推進協議会
ＶＪＣ地方連携事業　台湾誘客
推進事業

北陸信越運輸局長　大野裕
夫
新潟市万代2-2-１

H17.9.29 969,767

   海外観光客誘客推進協議会との間で締結しているＶＪＣ地
方連携事業　台湾誘客推進事業については、当該協議会と
共同で台湾からの観光客誘致を図るものであり、連携共同
事業の相手先は当該協議会以外には存在しないものであ
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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18438
（社）富山県観光連盟　富山
県富山市新曲輪１－７

ＶＪＣ地方連携事業　上海便就
航ＰＲ事業

北陸信越運輸局長　大野裕
夫
新潟市万代2-2-１

H17.10.3 3,201,290

   （社）富山県観光連盟との間で締結しているＶＪＣ地方連
携事業　上海便就航ＰＲ事業については、当該団体と共同
で中国からの観光客誘致を図ることから、連携共同事業の
相手先は当該団体以外には存在しないものであることから、
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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18439
（株）地域総合研究所　長野
県松本市城西２丁目５－１２

中川村バスロケーションシステ
ム導入調査業務

長野運輸支局長　番場千秋
長野市西和田428-1

H17.10.3 997,500

（株）地域総合研究所との間で締結している中川村バスロ
ケーションシステム導入調査業務については、平成１５年度
「中川村地域交通計画策定委員会」の検討結果に基づくも
ので、当社は当該委員会に参画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
１８年度以降において
当該事業の契約を行
わないもの

18440
北陸国際観光テーマ地区推
進協議会
石川県金沢市鞍月１－１

ＶＪＣ地方連携事業　中国旅行
代理店等招聘事業

北陸信越運輸局長　大野裕
夫
新潟市万代2-2-１

H17.10.7 1,297,740

   北陸国際観光テーマ地区推進協議会との間で締結された
ＶＪＣ地方連携事業　中国旅行代理店等招聘事業について
は、当該協議会と共同で中国からの観光客誘致を図るもの
であり、連携共同事業の相手先は当該協議会以外には存
在しないものであり、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18441
上信越国際観光テーマ地区
推進協議会　長野県長野市
大字南長野字幅下６９２－２

ＶＪＣ地方連携事業　台湾体験・
教育旅行誘致事業

北陸信越運輸局長　大野裕
夫
新潟市万代2-2-１

H17.10.18 1,152,900

  上信越国際観光テーマ地区推進協議会との間で締結した
ＶＪＣ地方連携事業　台湾体験・教育旅行誘致事業について
は、当該協議会と共同で台湾からの観光客誘致を図るもの
であり、連携共同事業の相手先は当該協議会以外には存
在しないものであり、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18442
（株）国土開発センター
新潟県新潟市新光町１６番
地４

「富山市内軌道線をはじめとす
る富山地方鉄道の活性化方策」
策定に関わる調査業務請負契
約

北陸信越運輸局長　大野裕
夫
新潟市万代2-2-１

H17.11.1 2,986,334

  （株）国土開発センターとの間で締結している「富山市内軌
道線をはじめとする富山地方鉄道の活性化方策」策定に関
わる調査事業については、前年度より引き続く継続調査で
あり、契約相手先は前年度に調査を請け負った上記の者以
外には存在しないことから、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
１８年度以降において
当該事業の契約を行
わないもの

18443
エヌシーイー（株）
新潟県網川原１丁目４番１１
号

「新潟スタジアム公共交通アク
セス利便性向上策に関する実
証実験」に関わる調査業務

北陸信越運輸局長　大野裕
夫
新潟市万代2-2-１

H17.11.11 3,328,500

エヌシーイー（株）との間で締結している「新潟スタジアム公
共交通アクセス利便性向上策に関する実証実験」に関わる
調査事業については、鳥屋野潟南部開発地域周辺交通計
画の中の事業であり、同事業を受注している当該事業者し
か行えないことから、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18444
大日本コンサルタント（株）
富山県富山市願海寺６３３

富山市内における環境的に接
続可能な交通（EST)モデル事業
に関する調査

北陸信越運輸局長　大野裕
夫
新潟市万代2-2-１

H17.11.16 5,712,000

  大日本コンサルタント（株）との間で締結している富山市内
における環境的に接続可能な交通（EST)モデル事業につい
ては、企画競争の結果において選定された事業者であり、
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
当該事業の契約を行
わないもの
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18445
（株）ジェイアイシー
東京都品川区上大崎２丁目
２４番９

ＶＪＣ地方連携事業　中国観光
キャンペーン（広告）事業

北陸信越運輸局長　大野裕
夫
新潟市万代2-2-１

H17.12.5 2,729,547

  （株）ジェイアイシーとの間で締結しているＶＪＣ地方連携事
業　中国観光キャンペーン（広告）事業については、地元協
議会との連携共同事業として中国現地新聞にＰＲ広告を掲
載し、誘客促進を図るものであり、効率的かつ効果的な事業
を行うためには、連携先の協議会が契約を行う当該事業者
と契約することがのぞましいものであり、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18446
（株）ジェイアイシー
石川県金沢市本町１－５－２

ＶＪＣ地方連携事業　能登空港
チャーター便等活用誘客事業
（宣伝・招聘）

北陸信越運輸局長　大野裕
夫
新潟市万代2-2-１

H17.12.9 9,795,000

（株）ジェイアイシーとの間で締結しているＶＪＣ地方連携事
業　能登空港チャーター便等活用誘客事業（宣伝・招聘）に
ついては、効率的かつ効果的な事業を行うため地元観光団
体との連携共同事業としてＰＲ事業を行い、誘客促進を図る
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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18447
新潟県国際観光テーマ地区
推進協議会
新潟県新潟市新光町４－１

ＶＪＣ地方連携事業　韓国ス
キーキャンペーン事業

北陸信越運輸局長　大野裕
夫
新潟市万代2-2-１

H17.12.26 2,091,998

 新潟県国際観光テーマ地区推進協議会との間で締結して
いるＶＪＣ地方連携事業　韓国スキーキャンペーン事業は、
当該協議会と共同で韓国からの観光客誘致を図ることか
ら、連携共同事業の相手先は当該協議会以外には存在しな
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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18448
ＶＪＣ白馬ツーリズム
長野県北安曇郡白馬村八方
和田野の森

ＶＪＣ地方連携事業　白馬アドベ
ンチャースキーツアー（招聘他）
事業

北陸信越運輸局長　大野裕
夫
新潟市万代2-2-１

H17.12.26 2,049,977

   ＶＪＣ白馬ツーリズムとの間で締結しているＶＪＣ地方連携
事業　白馬アドベンチャースキーツアー（招聘他）事業につ
いては、当該協議会と共同でオーストラリアからの観光客誘
致を図ることから、連携共同事業の相手先は当該協議会以
外には存在しないものであり、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18449
（株）計画情報研究所
石川県金沢市長田２－２６－
５

金沢都市圏におけるIT機能を活
用した総合交通体系システムの
構築に関する調査業務

北陸信越運輸局長　大野裕
夫
新潟市万代2-2-１

H18.1.10 3,024,000

　（株）計画情報研究所との間で締結している金沢都市圏に
おけるIT機能を活用した総合交通体系システムの構築に関
する調査事業については、企画競争の結果において選定さ
れた事業者であり、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
当該事業の契約を行
わないもの

18450
（株）計画情報研究所
石川県金沢市長田２－２６－
５

のと鉄道七尾線の活性化に関
する調査業務

北陸信越運輸局長　大野裕
夫
新潟市万代2-2-１

H18.1.10 2,992,500

　（株）計画情報研究所との間で締結している「のと鉄道七尾
線の活性化に関する調査事業」は、企画競争の結果におい
て選定された事業者であり、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
当該事業の契約を行
わないもの

18451
（株）テレビ金沢
石川県金沢市古府２－１３６

ＶＪＣ地方連携事業　韓国テレビ
番組放映事業

北陸信越運輸局長　大野裕
夫
新潟市万代2-2-１

H18.1.11 2,700,000

   （株）テレビ金沢との間で締結しているＶＪＣ地方連携事業
韓国テレビ番組放映事業については、地元観光団体との連
携共同事業として観光情報番組制作し、誘客促進を図るも
のであり、効率的かつ効果的な事業を行うためには、連携
先の地元観光団体が契約を行う当該事業者と契約すること
がのぞましいものであり、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（１８
年度から企画競争を
実施）



件数
契約の相手方の商号又

は名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

点検結果 講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

18452
（株）ジェイアール西日本コ
ミュニケーションズ
石川県金沢市此花町５－６

ＶＪＣ地方連携事業　衛星放送
活用観光番組放送事業

北陸信越運輸局長　大野裕
夫
新潟市万代2-2-１

H18.1.11 2,020,800

   （株）ジェイアール西日本コミュニケーションズとの間で契
約しているＶＪＣ地方連携事業　衛星放送活用観光番組放
送事業は、地元観光団体との連携共同事業として衛星放送
を活用して観光ＰＲ番組を放映し、誘客促進を図るものであ
り、効率的かつ効果的な事業を行うためには、連携先の地
元観光団体が契約を行う当該事業者と契約することがのぞ
ましいものであり、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18453

パシフィックコンサルタンツ
（株）
新潟県新潟市明石１丁目６
番６号

「新発田市におけるバス活性化
プログラム及び地域振興プログ
ラム」に関する調査業務請負契
約

北陸信越運輸局長　大野裕
夫
新潟市万代2-2-１

H18.1.12 1,449,000

　パシフィックコンサルタンツ（株）との間で締結している「新
発田市におけるバス活性化プログラム及び地域振興プログ
ラム」に関する調査事業は、企画競争の結果において選定
された事業者であり、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
当該事業の契約を行
わないもの

18454
（株）インテージ長野
長野県長野市大字稲葉字上
千田３１８

「長野県東北信地域における地
域交通及び観光活性化」に関す
る調査業務

北陸信越運輸局長　大野裕
夫
新潟市万代2-2-１

H18.2.7 2,999,850

　（株）インテージ長野との間で締結している「長野県東北信
地域における地域交通及び観光活性化」に関する調査事業
については、企画競争の結果において選定された事業者で
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18455
富山県・岐阜県韓国観光客
誘致協議会　富山県富山市
新総曲輪１－７

ＶＪＣ地方連携事業　韓国誘客
推進（教育旅行）事業

北陸信越運輸局長　大野裕
夫
新潟市万代2-2-１

H18.2.16 896,150

  　富山県・岐阜県韓国観光客誘致協議会との間で締結して
いるＶＪＣ地方連携事業　韓国誘客促進（教育旅行）事業
は、当該協議会と共同で韓国からの訪日教育旅行誘致を図
るものであり、連携共同事業の相手先は当該協議会以外に
は存在しないものであり、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（１８
年度から企画競争を
実施）

18456
エヌシーイー（株）
新潟県網川原１丁目４番１１
号

「新潟スタジアム公共交通アク
セス利便性向上策に関する実
証実験」に関わる調査業務

北陸信越運輸局長　大野裕
夫
新潟市万代2-2-１

H18.2.24 2,404,500

エヌシーイー（株）との間で締結している「新潟スタジアム公
共交通アクセス利便性向上策に関する実証実験」に関わる
調査事業については、鳥屋野潟南部開発地域周辺交通計
画の中の事業であり、同事業を受注している当該事業者し
か行えないものであり、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18457
（株）ジェイティービー
新潟県新潟市古町通６－９７
６

韓国観光客誘客事業
北陸信越運輸局長　大野裕
夫
新潟市万代2-2-１

H18.2.27 1,615,700

   （株）ジェイティービーとの間で契約している韓国観光客誘
客事業は、地元観光団体との連携共同事業としてＰＲ事業
を行い、誘客促進を図るものであり、効率的かつ効果的な事
業を行うためには、連携先の地元観光団体が契約を行う当
該事業者と契約することがのぞましいものであり、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18458
新潟県観光復興戦略会議
新潟県新潟市万代島５－１

ＶＪＣ地方連携事業　台湾誘客
誘客（ＴＶ招聘・広告）事業

北陸信越運輸局長　大野裕
夫
新潟市万代2-2-１

H18.3.3 1,412,180

   新潟県観光復興戦略会議との間で締結しているＶＪＣ地方
連携事業　台湾誘客事業については、当該団体と共同で台
湾からの観光客誘致を図るものであり、連携共同事業の相
手先は当該団体以外には存在しないものであり、競争を許
さないものであるため。（会計法第２９条の３第４項）

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）

18459
ＮＥＣリース（株）
名古屋市中区錦１－１７－１

自動車検査登録総合案内シス
テム賃貸借（愛知・静岡）

中部運輸局長　安原　敬裕
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.4.1 1,136,520
ＮＥＣリース（株）との間で締結している賃貸借については、
当初リース契約を締結しており賃貸借期間終了まで当該機
種を必要とするため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

２０年度以降において
当該事業事務・事業
の委託等を行わない
もの



件数
契約の相手方の商号又

は名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
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18460
エヌ・ティ・ティコムウエア
（株）
東京都港区港南１－９－１

国土交通省行政ネットワークシ
ステムの運用保守

中部運輸局長　安原　敬裕
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.4.1 2,520,000

ＮＴＴコムウエア（株）との間で締結している保守については、
管内ネットワークシステムのセキュリティ対策に万全を期す
ことが必要不可欠であり、各種設定の常時把握、障害発生
時の措置の機動性、他者に把握されてはならないセキュリ
ティ情報をすでに本省に許されている事業者である必要が
あるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札を実施（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
為を活用した複数年
度契約を行う

18461
コニカミノルタビジネスソ
リューションズ(株)
名古屋市中区栄２－９－１５

複写機(複合機)保守(愛知ほか
９カ所）

中部運輸局長　安原　敬裕
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.4.1 2,994,296

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
いる保守については、当初リース契約を締結している機器
が保守会社以外では機器の分解、ソフトの調整等が困難で
あるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札を実施（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
為を活用した複数年
度契約を行う

単価契約
１枚３．８円

18462
セコム(株)
東京都渋谷区神宮前１－５
－１

庁舎等警備請負

中部運輸局長　安原　敬裕
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.4.1 1,022,580

セコム（株）との間で締結している警備については、警備に
必要な各種機器等が従来から請負契約をしていた事業者に
より設置されたものであり選定事業者以外の場合必要機器
を更新する必要があるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札を実施（１９
年度から一般競争へ
移行）

18463
リコーリース（株）
名古屋市中区栄１－１０－２
１

デジタル印刷機賃貸借

中部運輸局長　安原　敬裕
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.4.1 2,095,632
リコーリース（株）との間で締結している賃貸借については、
当初リース契約を締結しており賃貸借期間終了まで当該機
種を必要とするため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降において
当該事業事務・事業
の委託等を行わない
もの

18464
リコーリース（株）
名古屋市中区栄１－１０－２
１

CARアンサーシステム賃貸借
（豊橋・飛騨）

中部運輸局長　安原　敬裕
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.4.1 1,918,512
リコーリース（株）との間で締結している賃貸借については、
当初リース契約を締結しており賃貸借期間終了まで当該機
種を必要とするため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降において
当該事業事務・事業
の委託等を行わない
もの

18465
栗田商会(株)
名古屋市中区上前津２－１１
－１

複写機(複合機）保守(１４台）

中部運輸局長　安原　敬裕
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.4.1 1,778,958
栗田商会（株）との間で締結しているリースについては、機
器が保守会社以外では機器の分解、ソフトの調整等が困難
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
当該事業事務・事業
の委託等を行わない
もの

単価契約
４０００枚１
３，１４０円
４００１～１
０，０００枚
２．６１円
１０，００１～
２．３９円

18466
三重銀総合リース（株）
三重県四日市市幸町２－４

パソコン賃貸借（人事共済組合
支援システム）

中部運輸局長　安原　敬裕
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.4.1 864,360
三重銀総合リース（株）との間で締結している賃貸借につい
ては、当初リース契約を締結しており賃貸借期間終了まで
当該機種を必要とするため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札を実施（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
為を活用した複数年
度契約を行う

18467
日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋２－１５－
１２

ＣＡＲアンサーシステム賃貸借
（静岡・沼津・浜松）

中部運輸局長　安原　敬裕
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.4.1 3,288,600
日立キャピタル（株）との間で締結している賃貸借について
は、当初リース契約を締結しており賃貸借期間終了まで当
該機種を必要とするため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１９年度以降において
当該事業事務・事業
の委託等を行わない
もの

18468
日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋２－１５－
１２

自動車検査登録総合案内シス
テム賃貸借(三重・福井ほか）

中部運輸局長　安原　敬裕
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.4.1 2,050,648
日立キャピタル（株）との間で締結している賃貸借について
は、当初リース契約を締結しており賃貸借期間終了まで当
該機種を必要とするため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降において
当該事業事務・事業
の委託等を行わない
もの



件数
契約の相手方の商号又

は名称及び住所
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18469
日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋２－１５－
１２

ＣＡＲアンサーシステム賃貸借
（愛知）

中部運輸局長　安原　敬裕
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.4.1 1,120,140
日立キャピタル（株）との間で締結している賃貸借について
は、当初リース契約を締結しており賃貸借期間終了まで当
該機種を必要とするため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

２０年度以降において
当該事業事務・事業
の委託等を行わない
もの

18470
日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋２－１５－
１２

ＣＡＲアンサーシステム賃貸借
（福井）

中部運輸局長　安原　敬裕
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.4.1 1,094,940
日立キャピタル（株）との間で締結している賃貸借について
は、当初リース契約を締結しており賃貸借期間終了まで当
該機種を必要とするため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１９年度以降において
当該事業事務・事業
の委託等を行わない
もの

18471
日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋２－１５－
１２

ＣＡＲアンサーシステム賃貸借
（三重）

中部運輸局長　安原　敬裕
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.4.1 1,054,515
日立キャピタル（株）との間で締結している賃貸借について
は、当初リース契約を締結しており賃貸借期間終了まで当
該機種を必要とするため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降において
当該事業事務・事業
の委託等を行わない
もの

18472
富士ゼロックス（株）
名古屋市中区錦１－１０－２
０

複写機（総務課）保守

中部運輸局長　安原　敬裕
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.4.1 3,728,483

富士ゼロックス（株）との間で締結している保守については、
当初リース契約を締結している機器が保守会社以外では機
器の分解、ソフトの調整等が困難であるため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札を実施（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
為を活用した複数年
度契約を行う

単価契約
白黒１枚４．
０３円
カラー１枚３
０円

18473
富士ゼロックス（株）
名古屋市中区錦１－１０－２
０

複写機（企画振興部）保守

中部運輸局長　安原　敬裕
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.4.1 1,743,113

富士ゼロックス（株）との間で締結している保守については、
リース契約を締結している機器が保守会社以外では機器の
分解、ソフトの調整等が困難であるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり

競争入札を実施（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
為を活用した複数年
度契約を行う

単価契約
白黒１０，０
００枚まで
３．２円
カラー１０，
０００枚まで
２２円

18474
(株)ジェイティービー
名古屋市中区丸の内１－１７
－１９

江蘇省誘客・交流事業（ファムト
リップ・広告支援）

中部運輸局長　安原　敬裕
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.4.4 2,450,833

（株）ジェイティービーとの間で締結している調査事業につい
ては、連携事業者であるおもてなし愛知大型観光キャンペー
ン実施協議会が企画案募集による事業者選定方式（プロ
ポーザル方式）により決定された事業者であるため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18475

伊勢志摩地域・鳥羽市外国
人観光客誘致促進協議会
三重県鳥羽市大明東町１－
７

外国人観光客誘致促進事業

中部運輸局長　安原　敬裕
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.4.11 2,000,493

伊勢志摩地域・鳥羽市外国人観光客誘致促進協議会との
間で締結している調査事業については、平成１６年度に中国
上海市及び蘇州市において、中国政府関係者、観光関係者
を対象にファムトッリプを行いツアー造成。観光ルートの核に
津を目指した事業展開をしており平成１７年度においても引
き続き行うため。（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）

18476
静岡県日中友好協議会
静岡市葵区追手町４４－１

中国浙江省メディア招聘事業

中部運輸局長　安原　敬裕
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.4.11 2,000,676

静岡県日中友好協議会で締結している調査事業について
は、(社）静岡県観光協会と連携し、中国浙江省の著名な観
光ジャーナリストを静岡県に招聘し、観光地の視察、体験し
ていただき、中国国内マスコミを活用した集中的PRを行うた
め浙江省と強いつながりを持つ事業者を選定したため。（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）
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18477
(株)ジェイティービー
名古屋市中村区名駅１－１
－４

広東省における旅行商品の造
成・販売支援事業

中部運輸局長　安原　敬裕
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.4.15 3,028,000

（株）ジェイティービーとの間で締結している調査事業につい
ては、昨年度実施した「万博をルートにした旅行商品造成・
販売促進支援事業」の継続事業として実施するため前年度
よりデーター等の把握している事業者に請負せる必要があ
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18478
愛知・岐阜・富山広域観光委
員会
岐阜市藪田南２－１－１

教育旅行造成事業

中部運輸局長　安原　敬裕
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.4.15 3,361,160

愛知・岐阜・富山広域観光委員会との間で締結している調
査事業については、各自治体が構成員であり、自治体間の
連携が容易に行え、事業の円滑な運営・調整が可能である
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18479
（株）駅前探検倶楽部
東京都中央区銀座６－４－４

中部地域における総合観光情
報提供のあり方に関する調査

中部運輸局長　安原　敬裕
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.4.22 7,140,000

（株）駅前探検倶楽部との間で締結している調査事業につい
ては、１５年度に行った「中部圏観光ポーサルサイト」の立ち
上げ・運営・調査を行い基本設計からシステムの開発、プロ
グラム作成、サイトの運営を実施し、１６年度も継続し、サイ
トのリニューアル等を実施した今年度も引き続きデーター等
の活用が必要になるため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18480
(株)ジェイティービー
名古屋市中区丸の内１－１７
－１９

台湾観光ＰＲ事業

中部運輸局長　安原　敬裕
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.5.6 2,838,440

（株）ジェイティービーとの間で締結している調査事業につい
ては、連携事業者であるおもてなし愛知大型観光キャンペー
ン実施協議会が企画案募集による事業者選定方式（プロ
ポーザル方式）により決定された事業者であるため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18481
静岡県中国教育旅行誘致協
議会
静岡市葵区追手町９－６

中国教育旅行誘致

中部運輸局長　安原　敬裕
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.5.13 1,498,544

静岡県中国教育旅行誘致協議会との間で締結している調
査事業については、静岡県、静岡市、観光協会、旅行会社
等から構成されており、本事業を、企画・立案、実施する者
であり円滑な運営・調整を行うために自治体が連携をとり、
広域的有効事業を進めるため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18482
（株）ジェイ・アイ・シー
名古屋市中村区名駅３－１３
－２６

韓国観光ＰＲ事業

中部運輸局長　安原　敬裕
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.5.18 3,339,000

（株）ジェイ・アイ・シーとの間で締結している調査事業につい
ては、昨年度企画案募集による事業者選定方式（プロポー
ザル方式）により決定された事業者であり、今年度も韓国事
業の継続事業と実施するため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18483
(株)UFJ総合研究所
名古屋市中区錦３－２０－２
７

浜松市における公共交通優先
施策の推進によるバス交通活
性化方策調査

中部運輸局長　安原　敬裕
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.5.19 1,000,000

（株）ＵＦＪ総合研究所との間で締結している調査事業につい
ては、前年度に調査を実施する際、事業者選定のための
「企画案の募集」公告を行い決定をしている。今年度におい
ても引き続き調査・検討を実施するもので、前年度結果にお
いて高い評価を得ていること及びデータを把握していること
から選定事業者と契約する必要があるため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり

１９年度以降において
当該事業事務・事業
の委託等を行わない
もの

18484
(株)ジェイティービー
静岡市葵区御幸町５－９

中国訪日団体ビザ新規解禁地
を中心としたプロモーション事業

中部運輸局長　安原　敬裕
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.5.19 1,500,025

（株）ジェイティービーとの間で締結している調査事業につい
ては、連携事業者であるおもてなし愛知大型観光キャンペー
ン実施協議会が企画案募集による事業者選定方式（プロ
ポーザル方式）により決定された事業者であるため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）



件数
契約の相手方の商号又

は名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

点検結果 講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

18485
小林記録紙（株）
東京都中央区八丁堀１－９
－８

インクリボン（ＢＲ－２７１１ＮＴ１）
の購入契約

中部運輸局長　安原　敬裕
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.5.24 3,904,320

小林記録紙（株）との間で締結している検査標章印刷用カー
トリッジについては、検査標章用印刷装置専用に開発された
消耗品のため、一般商品化されていない。また、契約事業
者以外での購入は設計製作面において、安全性、信頼性等
保障された納入は困難。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（１９
年度から一般競争入
札に移行）

単価契約　　

18486
(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東
海
名古屋市中区栄４－１ー８

中部圏における今後の観光施
策のあり方に関する調査・分析

中部運輸局長　安原　敬裕
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.6.27 4,850,000

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海との間で締結している調査事
業については、企画案募集による事業者選定方式（プロ
ポーザル方式）により決定された事業者であるため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降において
当該事業事務・事業
の委託等を行わない
もの

18487

(株)日本能率協会総合研究
所
名古屋市中区栄４－１５－３
２

静岡市における鉄道利用促進
に関する調査

中部運輸局長　安原　敬裕
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.6.27 2,625,000

（株）日本能率協会総合研究所との間で締結している調査
事業については、前年度に調査を実施する際、事業者選定
のための「企画案の募集」公告を行い決定をしている。今年
度においても引き続き調査・検討を実施するもので、前年度
結果において高い評価を得ていること及びデータを把握して
いることから選定事業者と契約する必要があるため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降において
当該事業事務・事業
の委託等を行わない
もの

18488
(株)ジェイティービー
名古屋市中区丸の内１－１７
－１９

韓国における旅行商品造成・販
売事業

中部運輸局長　安原　敬裕
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.7.4 1,495,000

（株）ジェイティービーとの間で締結している調査事業につい
ては、昨年度行った「万博をルートにした旅行商品造成・販
売促進支援事業(韓国）」の継続事業として東海地区外国人
観光客誘致促進協議会と連携し行うため（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）

18489
(株)UFJ総合研究所
名古屋市中区錦３－２０－２
７

市町村における 適交通システ
ムのあり方調査検討

中部運輸局長　安原　敬裕
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.7.11 3,990,000

（株）ＵＦＪ総合研究所との間で締結している調査事業につい
ては、企画案募集による事業者選定方式（プロポーザル方
式）により決定された事業者であるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降において
当該事業事務・事業
の委託等を行わない
もの

18490
(株)UFJ総合研究所
名古屋市中区錦３－２０－２
７

都市間高速バス（名古屋・多治
見線）におけるパークアンドバス
ライドによる活性化プログラム

中部運輸局長　安原　敬裕
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.7.11 1,995,000

（株）ＵＦＪ総合研究所との間で締結している調査事業につい
ては、企画案募集による事業者選定方式（プロポーザル方
式）により決定された事業者であるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降において
当該事業事務・事業
の委託等を行わない
もの

18491
(株)UFJ総合研究所
名古屋市中区錦３－２０－２
７

外国人観光客受入に向けたタク
シー輸送サービスのあり方調査

中部運輸局長　安原　敬裕
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.7.20 3,999,450

（株）ＵＦＪ総合研究所との間で締結している調査事業につい
ては、平成１６年度に行った「訪日外国人観光客一人歩き促
進環境整備調査」・「東海観光交流圏推進モデル調査」にお
いて外国人の旅行ニーズや交通移動に関する問題点の調
査をしている事業者が行うことが高率性が高く経済的なため
（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
当該事業事務・事業
の委託等を行わない
もの

18492

(株)日本能率協会総合研究
所
名古屋市中区栄４－１５－３
２

福井鉄道・福武線のＬＲＴ導入を
活かした都市間交通活性化プロ
グラムの策定に関する調査

中部運輸局長　安原　敬裕
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.7.20 3,969,000
（株）日本能率協会総合研究所との間で締結している調査
事業については、業者選定方式（プロポーザル方式）により
決定された事業者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１９年度以降において
当該事業事務・事業
の委託等を行わない
もの
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18493

特定非営利活動法人伊勢志
摩バリアフリーツアーセン
ター
三重県鳥羽市鳥羽１－２３８
３－１３

伊勢・志摩バリアフリーツアー促
進プログラムの検討事項に関す
る調査

中部運輸局長　谷 山   將
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.8.10 1,999,700

特定非営利活動法人伊勢志摩バリアフリーツアーセンター
との間で締結している調査事業については、平成１６年度に
行った「伊勢志摩バリアフリーツアー促進プログラム」の検討
事項に関する調査の基本となる統計及び知識を保有してい
る事業者でありまた、データベースを利用することにより費
用的にも有利なため。（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）

18494
東芝情報機器（株）
名古屋市中村区岩塚本通２
－１－２

複写機の保守契約（モノクロ）
中部運輸局長　谷 山   將
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.8.23 1,816,276
東芝情報機器（株）との間で締結している賃貸借契約につい
ては、不落随契のため。（予決令９９条の２）

見直しの余地あり

競争入札を実施（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
為を活用した複数年
度契約を行う

単価契約　　

18495
(株)ジェイティービー
名古屋市中区丸の内１－１７
－１９

ハブ空港旅行商品開発事業
中部運輸局長　谷 山   將
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.8.29 1,207,500

（株）ジェイティービーとの間で締結している調査事業につい
ては企画案募集による事業者選定方式（プロポーザル方
式）により決定された事業者であるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18496
愛知・静岡・神奈川広域観光
促進実行委員会
静岡市駿河区南町１４－１

浙江省における旅行商品の造
成・販売支援事業

中部運輸局長　谷 山   將
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.9.1 1,872,000

愛知・静岡・神奈川広域観光促進実行委員会との間で締結
している調査事業については、中部国際空港開港及び愛知
万博を契機として愛知・静岡・神奈川をルートとするアジア向
け旅行商品の造成・販売に関する支援を行う事業を実施し、
３県の自治体及び観光協会と旅行業者から構成されてお
り、円滑な運営・調整を行うため自治体との連携をとり事業
を進められるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18497
(株)ジェイティービー
静岡市葵区御幸町５－９

北京市における旅行商品造成・
販売支援事業

中部運輸局長　谷 山   將
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.9.12 1,390,625

（株）ジェイティービーとの間で締結している調査事業につい
ては、招聘状の手続きができる訪日観光団体受入指定旅行
者である必要があり、また事業の円滑な推進を図るため北
京市に事務所を設置し、現地の有力旅行者等と連携をとる
必要があるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18498
(財)豊田都市交通研究所
豊田市若宮町１－１

新豊田市・三好町を跨る圏域に
おける公共交通活性化に関す
る調査

中部運輸局長　谷 山   將
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.9.12 4,966,500

（財）豊田都市交通研究所との間で締結している調査事業に
ついては、豊田市、三好町名古屋市と連携して啓発活動及
び調査を行うため名古屋市がカーフリーデーに関する事業
を一括発注すべく入札により決定した事業者のため（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１９年度以降において
当該事業事務・事業
の委託等を行わない
もの

18499
明日の中部を創る２１世紀協
議会
名古屋市東区武平町５－１

明日の中部を創る21世紀協議
会が行う広報活動に係る請負契
約

中部運輸局長　谷 山   將
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.9.14 3,000,000

明日の中部を創る２１世紀協議会との間で締結している調
査事業については、「明日の中部を創る２１世紀協議会まん
なかビジョンPR実行委員会」が「明日の中部を創る２１世紀
協議会」規約４条に掲げる事業に関する広報活動を行う事
業でありその実行委員会のメンバーの中部運輸局の分担額
のため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１９年度以降において
当該事業事務・事業
の委託等を行わない
もの

18500
(財)豊田都市交通研究所
豊田市若宮町１－１

豊田市におけるESTモデル事業
に関する調査

中部運輸局長　谷 山   將
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.9.20 6,499,500

（財）豊田都市交通研究所との間で締結している調査事業に
ついては、企画案募集による事業者選定方式（プロポーザ
ル方式）により決定された事業者であるため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降において
当該事業事務・事業
の委託等を行わない
もの
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18501
(株)UFJ総合研究所
名古屋市中区錦３－２０－２
７

名古屋港における物流拠点集
約化及びモーダルシフト方策に
関する検討調査

中部運輸局長　谷 山   將
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.9.26 1,995,000

（株）ＵＦＪ総合研究所との間で締結している調査事業につい
ては、企画案募集による事業者選定方式（プロポーザル方
式）により決定された事業者であるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降において
当該事業事務・事業
の委託等を行わない
もの

18502
(株)日建設計
名古屋市中区栄４－１５－３
２

中部圏における通勤交通マネジ
メントの推進による地球環境改
善に関する調査委託

中部運輸局長　谷 山   將
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.10.3 27,342,000

（株）日建設計との間で締結している調査事業については、
企画案募集による事業者選定方式（プロポーザル方式）に
より決定された事業者であるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり

１８年度以降において
当該事業事務・事業
の委託等を行わない
もの

18503
(株)ジェイティービー
名古屋市中区丸の内１－１７
－１９

江蘇省誘客・交流事業（観光説
明会・広告支援）

中部運輸局長　谷 山   將
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.10.14 2,282,500

（株）ジェイティービーとの間で締結している調査事業につい
ては、連携事業者であるおもてなし愛知大型観光キャンペー
ン実施協議会が企画案募集による事業者選定方式（プロ
ポーザル方式）により決定された事業者であるため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18504

（株）日本能率協会総合研究
所
名古屋市中区栄４－１５－３
２

三重県におけるESTモデル事業
に関する調査

中部運輸局長　谷 山   將
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.10.20 5,953,500
（株）日本能率協会総合研究所との間で締結している調査
事業については、業者選定方式（プロポーザル方式）により
決定された事業者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降において
当該事業事務・事業
の委託等を行わない
もの

18505
(株)ジェイティービー
名古屋市中区丸の内１－１７
－１９

日本まんなか共和国旅行商品
造成事業

中部運輸局長　谷 山   將
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.11.7 1,413,500

ジェイティービーとの間で締結している調査事業について
は、企画案募集による事業者選定方式（プロポーザル方式）
により決定された事業者であるため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18506
(株)日建設計
名古屋市中区栄４－１５－３
２

公共交通エコポイント社会実験
を契機とした公共交通活性化方
策調査

中部運輸局長　谷 山   將
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.11.30 1,995,000

（株）日建設計との間で締結している調査事業については、
中部地方整備局の協力の下、名古屋市・名古屋大学NPO
の三者が中心となり平成１６年度に実施された事業であり、
今年度においても引き続き調査・検討を実施するもので、前
年度結果において高い評価を得ていること及びデータを把
握していることから選定事業者と契約する必要があるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降において
当該事業事務・事業
の委託等を行わない
もの

18507
(社）地域問題研究所
名古屋市中区錦１－１０－２
７

武家文化を中心とした歴史観光
ＰＲに関するモデル調査

中部運輸局長　谷 山   將
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.12.19 2,992,500

（社）地域問題研究所との間で締結している調査事業につい
ては、歴史文化観光PRの実験事業の効果的な方法を検討
するため、名古屋市が行っている「名古屋市観光交流事業
推進事業調査」と連携するため名古屋市が調査委託した事
業者が保有しているデーターを活用する必要があるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降において
当該事業事務・事業
の委託等を行わない
もの

18508
（株）UFJ総合研究所
名古屋市中区錦３－２０－２
７

環浜名湖地域の周遊小旅行に
関するモデル調査

中部運輸局長　谷 山   將
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H17.12.20 2,996,977

（株）ＵＦＪ総合研究所との間で締結している調査事業につい
ては、浜名湖周辺に潜在する観光資源の発掘を行うととも
に、発掘された観光資源を効果的に周遊するシュートストッ
プバスツアーの利用実態等の把握し、観光客の受入のため
の地域づくりを検討するため浜松市の行った「新総合計画策
定に関する基礎調査」のデーターを活用する必要があるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

１８年度以降において
当該事業事務・事業
の委託等を行わない
もの
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18509
(株)ジェイティービー
名古屋市中区丸の内１－１７
－１９

中部国際空港（セントレア）のト
ランジットを活かした新たな造成
事業

中部運輸局長　谷 山   將
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H18.1.5 10,464,997

（株）ジェイティービーとの間で締結している調査事業につい
ては、昨年度実施した「VISIT　EXPO&ようこそJAPAN2005
事業」の継続事業として実施するため、前年度企画案募集
による事業者選定方式（プロポーザル方式）により決定され
た事業者で行う必定があるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18510

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング（株）
名古屋市中区錦３－２０－２
７

訪日外国人観光客一人歩き促
進環境整備調査（東海ひとり旅・
改訂版調査）

中部運輸局長　谷 山   將
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H18.1.16 4,998,000

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株）との間で締結して
いる調査事業については、１５年度、１６年度に行った「訪日
外国人観光客一人歩き促進環境整備調査」により情報収
集、企画・編集、検証・課題、整理運営体制の各種作業など
を行っており、観光振興に関し、総合的な知識及び分析実
績を有しているため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18511

（株）ジャパンワールドエー
ジェンシー
東京都墨田区業平３－８－４
－３０２

韓国からの協同誘客事業
中部運輸局長　谷 山   將
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H18.1.30 8,001,000

（株）ジャパンワールドエージェンシーとの間で締結している
調査事業については、本事業を行うため現地新聞社と直接
契約を行う必要があり、ロッテ観光など現地旅行会社の旅
行商品掲載及び中部地域の観光資源のイメージ広告を展
開することができるロッテ観光の日本における唯一の代理
店であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18512
(財)豊田都市交通研究所
豊田市若宮町１－１

豊田市におけるESTモデル事業
に関する調査（変更､3,309,600
円増額・18.2.1契約）

中部運輸局長　谷 山   將
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H18.2.1 3,309,600

（財）豊田都市交通研究所との間で締結している調査事業に
ついては、１７．９．２０日において、企画案募集による事業
者選定方式（プロポーザル方式）により決定された事業者の
変更契約のため。（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
当該事業事務・事業
の委託等を行わない
もの

18513

（株）ジェイアール東海エー
ジェンシー
名古屋市中村区名駅１－１
－４

訪日外国人旅行誘客促進事業
（中部観光展）

中部運輸局長　谷 山   將
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H18.2.2 1,412,250

㈱ジェイアール東海エージェンシーとの間で締結している調
査事業については、観光展を、東京駅八重洲口のイベントス
ペースを利用して必要があるため管理委託を受けている当
該事業者を選定した（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）

18514
(株)ジェイティービー
岐阜市神田町９－２７

オーストラリアからの誘客キャン
ペーン事業

中部運輸局長　谷 山   將
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H18.2.17 1,997,580

（株）ジェイティービーとの間で締結している調査事業につい
ては、連携事業者であるおもてなし愛知大型観光キャンペー
ン実施協議会が企画案募集による事業者選定方式（プロ
ポーザル方式）により決定された事業者であるため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18515
(株)ジェイティービー
名古屋市中村区名駅１－１
－４

台湾における東海地区の旅行
番組の放映事業

中部運輸局長　谷 山   將
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H18.2.23 2,350,000

（株）ジェイティービーとの間で締結している調査事業につい
ては、連携事業者であるおもてなし愛知大型観光キャンペー
ン実施協議会が企画案募集による事業者選定方式（プロ
ポーザル方式）により決定された事業者であるため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18516
トップツアー（株）
熱海市田原本町９－１

国際文化観光交流事業（日韓文
化観光交流in熱海）

中部運輸局長　谷 山   將
名古屋市中区三の丸２－２
－１

H18.3.10 1,978,480

トップツアー（株）との間で締結している調査事業について
は、熱海市と連携し韓国からの誘客と中部地域の認知度向
上を目指し「熱海梅園韓国庭園祭」を活用した国際文化交
流事業を行うものであり、熱海市が入札を行い事業者選定
をしており当該事業者を選定したため。（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）
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18517
富士ゼロックス（株）
大阪市中央区安土町３－５
－１２

モノクロ複写機の保守
国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.4.1 3,930,100

富士ゼロックス（株）との間で締結しているモノクロ複写機の
保守については、前年度に引き続き、継続して賃借する本
機器の保守を迅速・適正に行うことは、上記事業者以外で
は困難であり、競争を許さないため。（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（平
成１９年度以降に一
般競争入札に移行）

「単価契約」
～25,000枚
4.62円/枚
ほか

18518
富士ゼロックス（株）
大阪市中央区安土町３－５
－１２

カラーコピー機の保守
国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.4.1 3,711,987

富士ゼロックス（株）との間で締結しているカラーコピー機の
保守については、本機器の保守を迅速・適正に行うことは、
上記事業者以外では困難であり、競争を許さないため。（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（平
成１９年度以降に一
般競争入札に移行）

「単価契約」
カラー～
1,000枚
37.73円/枚
ほか

18519
エヌ・ティ・ティ・コムウェア
（株）
東京都港区港南１－９－１

行政情報システムの運用にか
かる保守管理

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.4.1 2,520,000

エヌ・ティ・ティ・コムウェア（株）との間で締結している行政情
報システムの運用にかかる保守管理については、国土交通
本省との互換性から他の事業者では保守管理を行うことが
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

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）

18520
富士ゼロックス（株）
大阪市中央区安土町３－５
－１２

電子複写機の保守及び消耗品
等の契約

 国土交通省近畿運輸局京都
運輸支局長　清水  信生
 京都市伏見区竹田向代町
37

H17.4.1 1,829,125

富士ゼロックス（株）との間で締結している電子複写機の保
守及び消耗品等の契約については、前年度に引き続き、継
続して賃借する本機器の保守を迅速・適正に行うことは、上
記事業者以外では困難であり、競争を許さないため。（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（平
成１９年度以降に一
般競争入札に移行）

「単価契約」
DC550～
15,000枚
5.37円/枚
ほか

18521
富士通エフ・アイ・ピー（株）
大阪府豊中市新千里西町１
－１－８

自動車検査登録案内システム
の賃貸借契約

国土交通省近畿運輸局大阪
運輸支局長 徳野辰夫
寝屋川市高宮栄町１２－１

H17.4.1 1,524,600

富士通エフ・アイ・ピー（株）との間で締結している自動車検
査登録案内システムの賃貸借契約については、前年度に引
き続き継続賃借するものであるが、本機器を継続賃借でき
るのは、上記事業者しかなく、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）ないため。

見直しの余地あり

競争入札に移行（平
成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）

18522
富士通エフ・アイ・ピー（株）
大阪府豊中市新千里西町１
－１－８

自動車検査登録案内システム
の賃貸借契約

近畿運輸局大阪運輸支局な
にわ自動車検査登録事務所
長　安達　正雄
大阪市住之江区南港東３－
１－１４

H17.4.1 1,524,600

富士通エフ・アイ・ピー（株）との間で締結している自動車検
査登録案内システムの賃貸借契約については、前年度に引
き続き継続賃借するものであるが、本機器を継続賃借でき
るのは、上記事業者しかなく、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）ないため。

見直しの余地あり

競争入札に移行（平
成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）

18523
富士通エフ・アイ・ピー（株）
大阪府豊中市新千里西町１
－１－８

自動車検査登録案内システム
の賃貸借契約

大阪陸運支局和泉自動車検
査登録事務所長　後藤正治
和泉市上代町官有地

H17.4.1 1,524,600

富士通エフ・アイ・ピー（株）との間で締結している自動車検
査登録案内システムの賃貸借契約については、前年度に引
き続き継続賃借するものであるが、本機器を継続賃借でき
るのは、上記事業者しかなく、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）ないため。

見直しの余地あり

競争入札に移行（平
成１９年度に一般競
争入札を行い次年度
以降は、国庫債務負
担行為を活用し複数
年度契約を行う）
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18524
富士通エフ・アイ・ピー（株）
大阪府豊中市新千里西町１
－１－８

自動車検査登録案内システム
の賃貸借契約

 国土交通省近畿運輸局京都
運輸支局長　清水  信生
 京都市伏見区竹田向代町
37

H17.4.1 1,524,600

富士通エフ・アイ・ピー（株）との間で締結している自動車検
査登録案内システムの賃貸借契約については、前年度に引
き続き継続賃借するものであるが、本機器を継続賃借でき
るのは、上記事業者しかなく、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）ないため。

見直しの余地あり

競争入札に移行（平
成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）

18525
富士通エフ・アイ・ピー（株）
大阪府豊中市新千里西町１
－１－８

自動車検査登録案内システム
の賃貸借契約

国土交通省近畿運輸局奈良
運輸支局長 木村　富男
奈良県大和郡山市額田部北
町９８１－２

H17.4.1 1,524,600

富士通エフ・アイ・ピー（株）との間で締結している自動車検
査登録案内システムの賃貸借契約については、前年度に引
き続き継続賃借するものであるが、本機器を継続賃借でき
るのは、上記事業者しかなく、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）ないため。

見直しの余地あり

競争入札に移行（平
成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）

18526
富士通エフ・アイ・ピー（株）
大阪府豊中市新千里西町１
－１－８

自動車検査登録案内システム
の賃貸借契約

国土交通省近畿運輸局滋賀
運輸支局長 安達　和一郎
滋賀県守山市木浜町２２９８
－５

H17.4.1 1,524,600

富士通エフ・アイ・ピー（株）との間で締結している自動車検
査登録案内システムの賃貸借契約については、前年度に引
き続き継続賃借するものであるが、本機器を継続賃借でき
るのは、上記事業者しかなく、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）ないため。

見直しの余地あり

競争入札に移行（平
成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）

18527
富士通エフ・アイ・ピー（株）
大阪府豊中市新千里西町１
－１－８

自動車検査登録案内システム
の賃貸借契約

国土交通省近畿運輸局和歌
山運輸支局長 太田　啓三
和歌山市湊１１０６－４

H17.4.1 1,524,600

富士通エフ・アイ・ピー（株）との間で締結している自動車検
査登録案内システムの賃貸借契約については、前年度に引
き続き継続賃借するものであるが、本機器を継続賃借でき
るのは、上記事業者しかなく、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）ないため。

見直しの余地あり

競争入札に移行（平
成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）

18528
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(カラー）の保守
国土交通省近畿運輸局大阪
運輸支局長 徳野辰夫
寝屋川市高宮栄町１２－１

H17.4.1 1,334,961

富士ゼロックス（株）との間で締結している電子複写機(カ
ラー）の保守については、前年度に引き続き、継続して賃借
する本機器の保守を迅速・適正に行うことは、上記事業者以
外では困難であり、競争を許さないため。（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（平
成１９年度以降に一
般競争入札に移行）

「単価契約」
カラー
～1,000枚
30円/枚
1,001～
3,000枚28
円/枚
3,001～26
円/枚

18529
リコー関西（株）
大阪市中央区谷町４－１１－
６

デジタル複合機の保守
国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.4.1 1,170,210

リコー関西（株）との間で締結しているデジタル複合機の保
守については、前年度に引き続き、継続して賃借する本機
器の保守を迅速・適正に行うことは、上記事業者以外では
困難であり、競争を許さないため。（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（平
成１９年度以降に一
般競争入札に移行）

「単価契約」
基本料金
2,000枚まで
13,720円
2,000～
5,000枚
5.54円/枚
5,001～
5 10円/枚

18530
住商リース（株）
大阪市中央区北浜４－５－３
３

行政情報機器（パーソナルコン
ピュータ）の賃貸借

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.4.1 1,149,120

住商リース（株）との間で締結している行政情報機器（パーソ
ナルコンピュータ）の賃貸借については、前年度に引き続き
継続賃借するものであるが、本機器を継続賃借できるのは、
上記事業者しかなく、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

競争入札に移行（平
成２０年度に一般競
争入札を行い次年度
以降は、国庫債務負
担行為を活用し複数
年度契約を行う）
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18531
日立キャピタル（株）
大阪市西区靱本町１－１１－
７

短期給付システムの賃貸借
国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.4.1 892,080

日立キャピタル（株）との間で締結している短期給付システ
ムの賃貸借については、前年度に引き続き継続賃借するも
のであるが、本機器を継続賃借できるのは、上記事業者し
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

競争入札に移行（平
成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）

18532
富士ゼロックス（株）
大阪市中央区安土町３－５
－１２

電子複写機賃貸借契約

 国土交通省近畿運輸局京都
運輸支局長　清水  信生
 京都市伏見区竹田向代町
37

H17.4.1 892,080

富士ゼロックス（株）との間で締結している電子複写機賃貸
借契約については、前年度に引き続き継続賃借するもので
あるが、本機器を継続賃借できるのは、上記事業者しかな
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

競争入札に移行（平
成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）

18533
（株）ジェイティービー
東京都品川区東品川２－３
－１１

世界遺産奈良吉野山における
観光・アクセス改善プログラム検
討調査

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.4.4 3,024,000

（株）ジェイティービーとの間で締結している世界遺産奈良吉
野山における観光・アクセス改善プログラム検討調査につい
ては、本調査実施時期が観桜期であり、契約から調査まで
短期間で実施することとなる。選定者は、過去に同様の調査
を実施しており、短期間に企画から調査までを可能とし、効
率的で適切なデータ解析ができ、より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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18534

海外有力プレス関係者等招
請京都委員会
京都市下京区烏丸通塩小路
区下ル京都駅ビル９Ｆ

ﾋﾞｼﾞｯﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「テレ
キャスト　イン　チャイナ」事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.4.7 3,000,000

海外有力プレス関係者等招請京都委員会との間で締結して
いるﾋﾞｼﾞｯﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「テレキャスト　イン　チャイナ」
事業については、地元自治体との連携共同事業として、中
国からの訪日客の増加を図るものであり、京都府、京都市、
地元観光団体により設立された選定者しか事業を実施出来
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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18535
山東省修学旅行誘致促進実
行委員会
大阪市北区芝田２－４－２４

ﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「ｳｴｽﾄ
ｼﾞｬﾊﾟﾝ～新幹線でめぐる旅～山
東省修学旅行誘致促進」事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.4.12 2,250,000

山東省修学旅行誘致促進実行委員会との間で締結してい
るﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「ｳｴｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ～新幹線でめぐる
旅～山東省修学旅行誘致促進」事業については、地元自治
体との連携共同事業として中国山東省からの教育旅行誘致
を行うものであり、地元２府５県３市の自治体と交通関係者
により設立された選定者しか事業を実施出来ないものであ
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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18536
小林記録紙（株）
東京都中央区八丁堀１－９
－８

ＯＣＲ端末機器用消耗品の購入
1,470本

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.4.22 5,124,420

小林記録紙（株）との間で締結しているＯＣＲ端末機器用消
耗品の購入については、自動車検査標章印刷用プリンター
のインクリボンの調達であり、その要件を満たすのは、本調
達物品しかなく、選定事業者しか販売していないものであ
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
競争入札に移行（１９
年度から一般競争入
札に移行）
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18537
（株）交通システム研究所
大阪府大阪市淀川区西中島
７－１－２０

事業所交通マネジメント・プログ
ラムの普及に向けた検討業務

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.6.6 2,982,000

（株）交通システム研究所との間で締結している事業所交通
マネジメント・プログラムの普及に向けた検討業務について
は、前年度に引き続き行う業務で、前年度本業務に携わっ
た事業者との契約により効率的かつ適切に事業運営を実施
することが出来るものであり、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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18538

愛知・大阪ツアー商品造成促
進実行委員会
大阪市中央区大手前２－１
－２２

ﾋﾞｼﾞｯﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「愛知
万博来訪者を対象とした旅行商
品開発・観光ＰＲ」事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.6.20 6,000,000

愛知・大阪ツアー商品造成促進実行委員会との間で締結し
ているﾋﾞｼﾞｯﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「愛知万博来訪者を対象とし
た旅行商品開発・観光ＰＲ」事業については、地元自治体等
との連携共同事業として中国・台湾からの訪日客の増加を
図るものであり、地元自治体と関係機関により設立された選
定者しか事業を実施出来ないものであり、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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18539
関西観光プロモーション実行
委員会
大阪市浪速区湊町１－４－１

ﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
「KANSAI TOURISM
PROMOTION 2005 IN LA」事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.6.21 5,190,000

関西観光プロモーション実行委員会との間で締結しているﾋﾞ
ｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「KANSAI TOURISM PROMOTION
2005 IN LA」事業については、地元自治体等との連携共同
事業として米国からの訪日客の増加を図るものであり、関係
機関により設立された選定者しか事業を実施出来ないもの
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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18540

特定非営利活動法人六甲山
と市民のネットワーク
神戸市灘区六甲山町西谷山
１８７８－８３

六甲摩耶有馬地区のエコツーリ
ズムによる観光活性化と連動し
た公共交通活性化総合プログラ
ム検討調査

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.6.21 3,000,000

特定非営利活動法人六甲山と市民のネットワークとの間で
締結している六甲摩耶有馬地区のエコツーリズムによる観
光活性化と連動した公共交通活性化総合プログラム検討調
査については、六甲山地区・有馬地区において、観光と環境
の観点から両地区の環境負荷軽減に向けマイカーから公共
交通機関への利用転換の促進と、誘客促進のため公共交
通機関の利便性向上と活性化を図ることを目的とする本調
査の確実な事業実施には、当該地区の活性化事業に関し
地元自治体から多くの事業を委託され、また、当該地区交
通事業者、観光事業者とも信頼関係が構築されている、特
定非営利活動法人である選定者が、もっともふさわしいと判
断したものであり、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（１８
年度以降企画競争を
実施）

18541

特定非営利活動法人神戸ま
ちづくり研究所
神戸市中央区吾妻通４－１
－６

三ノ宮駅周辺における公共交通
乗継円滑化関連調査

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.6.23 2,977,750

特定非営利活動法人神戸まちづくりとの間で締結している
三ノ宮駅周辺における公共交通乗継円滑化関連調査につ
いては、研究所・地元行政・交通事業者・国等がより連携の
強化を図り、公共交通整備のあり方について検討し、よりよ
い地域社会を形成すべく「三ノ宮駅前交通市民会議」を立ち
上げ、同市民会議にて公共交通乗継円滑化の検討を目的と
する本調査の確実な事業実施には、多数の当該地区交通
事業者間の信頼関係の構築が優先されるため、同様の交
通市民会議にて調整実績のある、特定非営利活動法人で
ある選定者が、もっともふさわしいと判断したものであり、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（１８
年度以降企画競争を
実施）
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18542
（社）システム科学研究所
京都市中京区新町通四条上
ル小結棚町４２８

神戸の都市地域における環境
的に持続可能な交通体系の確
立事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.6.24 6,700,000

（社）システム科学研究所との間で締結している神戸の都市
地域における環境的に持続可能な交通体系の確立事業
は、神戸市ＴＤＭ実証実験のステップアップになる事業であ
り、神戸市ＴＤＭ実証実験を実施し,計画地域及び委員会の
検討状況等を適切に把握し、かつそれらの知識及び経験等
を有している選定者以外では、業務を遂行することができな
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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18543
（社）システム科学研究所
京都市中京区新町通四条上
ル小結棚町４２８

京都都市圏におけるモビリティ・
マネジメントの普及に関する調
査

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.7.26 3,496,500

（社）システム科学研究所との間で締結している京都都市圏
におけるモビリティ・マネジメントの普及に関する調査につい
ては、企画提案方式（プロポーザル方式）により選定された
事業者との契約であり、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18544
（財）千里国際情報事業財団
大阪府豊中市新千里東町１
－４－２

川西猪名川地域都市交通環境
改善モビリティ・マネジメント検討
調査

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.7.26 1,500,000

（財）千里国際情報事業財団との間で締結している川西猪
名川地域都市交通環境改善モビリティ・マネジメント検討調
査については、昨年度兵庫県が実施した川西猪名川地区
「かしこいクルマの使い方を考えるプログラム」ＭＭワーク
ショップの継続的な調査として実施するものであり、同調査
を実施し同調査において得られた同地域における交通問題
等を十分把握している選定者が、もっともふさわしいと判断
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（１８
年度以降企画競争を
実施）

18545
関西国際観光推進センター
大阪市北区中之島５－３－５
１

ﾋﾞｼﾞｯﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「修学
旅行誘致ファムトリップ（中国・
台湾教育関係者等招聘」事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.8.2 1,660,000

関西国際観光推進センターとの間で締結しているﾋﾞｼﾞｯﾄ･ｼﾞｬ
ﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「修学旅行誘致ファムトリップ（中国・台湾教育
関係者等招聘」事業については、地元自治体等との連携共
同事業として中国・台湾からの修学旅行客の増加を図るも
のであり、関係機関により設立された選定者しか事業を実施
出来ないものであり、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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18546
（社）システム科学研究所
京都市中京区新町通四条上
ル小結棚町４２８

京都都市圏における環境的に
持続可能な交通社会実現に関
する調査

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.8.5 6,615,000

（社）システム科学研究所との間で締結している京都都市圏
における環境的に持続可能な交通社会実現に関する調査
については、企画提案方式（プロポーザル方式）により選定
された事業者との契約であり、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18547

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

市民で考える福知山市の公共
交通のあり方に関する調査

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.8.5 1,995,000

パシフィックコンサルタンツ（株）との間で締結している市民で
考える福知山市の公共交通のあり方に関する調査について
は、企画提案方式（プロポーザル方式）により選定された事
業者との契約であり、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）
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18548
（株）交通システム研究所
大阪府大阪市淀川区西中島
７－１－２０

広域エリアにおけるＴＦＰを活用
したモビリティ・マネジメント等に
関する調査業務

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.8.22 14,007,000

（株）交通システム研究所との間で締結している広域エリア
におけるＴＦＰを活用したモビリティ・マネジメント等に関する
調査業務については、前年度に大阪府下において実施した
事業所交通マネジメント・プログラムの実用化に向けた調査
研究等を、より深化させ、さらに兵庫県、京都府等広域的な
エリアでの普及に向けた調査研究等を実施する本業務にお
いては、前年度に携わった選定者以外に、業務の実施が到
底不可能であると判断したものであり、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（１８
年度以降企画競争を
実施）

18549

山口・和歌山２県共同山東省
観光客誘致キャンペーン事
業実行委員会
和歌山県和歌山市小松原通
１－１

ﾋﾞｼﾞｯﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ｢中国山
東省観光プロモーション｣事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.8.26 3,930,000

山口・和歌山２県共同山東省観光客誘致キャンペーン事業
実行委員会との間で締結しているﾋﾞｼﾞｯﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ｢
中国山東省観光プロモーション｣事業については、地元自治
体等との連携共同事業として中国山東省からの訪日客の増
加を図るものであり、地元自治体と関係機関により設立され
た選定者しか事業を実施出来ないものであり、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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18550

三井共同建設コンサルタント
（株）
大阪市港区弁天１－２－１－
１０００オーク１番街

阪神都市圏におけるバス交通
利用促進に関する調査

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.9.1 2,100,000

三井共同建設コンサルタント（株）との間で締結している阪神
都市圏におけるバス交通利用促進に関する調査について
は、地元自治体と共同で行うため、緊密な連携を図り詳細な
検証を行うには、すでに自治体が契約を行っている事業者と
契約することが望ましいと判断したものであり、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（１８
年度以降企画競争を
実施）

18551
関西国際観光推進センター
大阪市北区中之島５－３－５
１

ﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
「KANSAI FESTIVAL　IN
CHINA」事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.9.12 11,600,000

関西国際観光推進センターとの間で締結しているﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬ
ﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「KANSAI FESTIVAL　IN CHINA」事業ついて
は、地元自治体等との連携共同事業として中国北京はじめ
周辺からの訪日客の増加を図るものであり、地元自治体と
関係機関により設立された選定者しか事業を実施出来ない
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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18552
（株）ジェイコム
大阪市北区梅田２－２－２２

南紀白浜空港利用促進のため
の公共交通活性化プログラム

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.9.13 1,491,000

（株）ジェイコムとの間で締結している南紀白浜空港利用促
進のための公共交通活性化プログラムについては、企画提
案方式（プロポーザル方式）により選定された事業者との契
約であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18553
関西広域連携協議会
大阪市北区中之島５－３－５
１

ﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「関西
特選ツアー「Essence of Ｊapan
゛Kansai Special Tour゛」（関西ガ
イドブックの作成）」事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.9.14 1,600,000

関西広域連携協議会との間で締結しているﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・
ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「関西特選ツアー「Essence of Ｊapan ゛Kansai
Special Tour゛」（関西ガイドブックの作成）」事業については、
地元自治体等との連携共同事業として東アジア（台湾・香
港）からの訪日客の増加を図るものであり、地元自治体と関
係機関により設立された選定者しか事業を実施出来ないも
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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）
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18554

ＯＳＡＫＡ　ＡＳＩＡＮ　ＢＥＡＴ
推進協議会
大阪市住之江区南港北１－
１４－１６

ﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「ＪＡＰＡ
Ｎ　ＫＯＲＥＡ　ＡＳＩＡＮ　ＢＥＡＴ
２００５」事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.9.20 32,512,324

ＯＳＡＫＡ　ＡＳＩＡＮ　ＢＥＡＴ　推進協議会との間で締結してい
るﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「ＪＡＰＡＮ　ＫＯＲＥＡ　ＡＳＩＡＮ　Ｂ
ＥＡＴ　２００５」事業については、地元自治体等との連携共同
事業として、韓国をはじめ海外からの誘客を推進するもので
あり、地元自治体と関係機関により設立された選定者しか事
業を実施出来ないものであり、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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18555
中之島新線駅を核とした中之
島活性化実行委員会
京都府左京区吉田本町

ﾋﾞｼﾞｯﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「中之
島物語、その未力と魅力」事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.9.20 18,000,000

中之島新線駅を核とした中之島活性化実行委員会との間で
締結しているﾋﾞｼﾞｯﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「中之島物語、その未
力と魅力」事業については、地元自治体等との連携共同事
業として海外からの誘客を推進するものであり、地元自治体
と関係機関により設立された選定者しか事業を実施出来な
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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18556

ＯＳＡＫＡエンタテインメント
フェスティバル実行委員会
大阪府大阪市住之江区南港
北１－１４－１６

ﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「ＯＳＡ
ＫＡエンタテインメントフェスティ
バル」事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.9.20 7,500,000

ＯＳＡＫＡエンタテインメントフェスティバル実行委員会との間
で締結しているﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「ＯＳＡＫＡエンタテイ
ンメントフェスティバル」事業については、地元自治体等との
連携共同事業として訪日外国人観光客の増加を図るもので
あり、地元自治体と関係機関により設立された選定者しか事
業を実施出来ないものであり、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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18557

大連市修学旅行誘致促進事
業実行委員会
東京都新宿区西新宿６－３
－１

ﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「修学
旅行誘致ファムトリップ（中国大
連市）教育関係者等招聘」事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.9.20 3,000,000

大連市修学旅行誘致促進事業実行委員会との間で締結し
ているﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「修学旅行誘致ファムトリップ
（中国大連市）教育関係者等招聘」事業については、地元自
治体等との連携共同事業として中国大連市からの教育旅行
客の増加を図るものであり、地元自治体と関係機関により設
立された選定者しか事業を実施出来ないものであり、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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18558

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

古都奈良における平城遷都１３
００年記念事業に向けた交通流
対策に関する調査

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.9.21 6,667,500

パシフィックコンサルタンツ（株）との間で締結している古都
奈良における平城遷都１３００年記念事業に向けた交通流
対策に関する調査については、国土交通省環境行動計画モ
デル事業として、奈良県における環境的に持続可能な交通
体系の構築を検討するものであり、2010年奈良市を中心に
開催が予定される、平城遷都１３００年記念事業の交通基本
計画にも関連することから、同計画策定に平成15年度から
3ヵ年に渡り携わっている選定者以外では、業務の実施が到
底不可能であると判断したものであり、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（１８
年度以降企画競争を
実施）

18559

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

丹波市における公共交通を活
かしたまちづくりプログラム策定
業務

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.9.26 1,953,000

パシフィックコンサルタンツ（株）との間で締結している丹波
市における公共交通を活かしたまちづくりプログラム策定業
務については、昨年度兵庫県が策定した「丹波市コミュニ
ティバス基本構想」に基づき実施するものであり、同構想策
定に携わり丹波市における公共交通の現状・課題等を十分
把握している選定者が、もっともふさわしいと判断したもので
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（１８
年度以降企画競争を
実施）
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18560

京都・兵庫伝統文化体験ファ
ムトリップ実行委員会
京都市中京区寺町通御池上
る上本能寺前町４８８

ﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「京都・
兵庫伝統文化体験ファムトリッ
プ」事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.10.6 2,000,000

京都・兵庫伝統文化体験ファムトリップ実行委員会との間で
締結しているﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「京都・兵庫伝統文化
体験ファムトリップ」事業については、地元自治体等との連
携共同事業として、アメリカからの誘客促進を図るものであ
り、地元自治体と関係機関により設立された選定者しか事
業を実施出来ないものであり、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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18561
関西広域連携協議会
大阪市北区中之島５－３－５
１

ﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「関西
特選ツアー「Essence of Ｊapan
゛Kansai Special Tour゛」（関西特
選ツアーの造成）」事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.10.7 7,900,000

関西広域連携協議会との間で締結しているﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・
ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「関西特選ツアー「Essence of Ｊapan ゛Kansai
Special Tour゛」（関西特選ツアーの造成）」事業については、
地元自治体等との連携共同事業として、台湾・香港からの
誘客促進を図るものであり、地元自治体と関係機関により設
立された選定者しか事業を実施出来ないものであり、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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18562
関西広域連携協議会
大阪市北区中之島５－３－５
１

ﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「韓国
観光ミッション（日韓友情年関西
観光ミッション）」事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.10.12 10,400,000

関西広域連携協議会との間で締結しているﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・
ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「韓国観光ミッション（日韓友情年関西観光ミッショ
ン）」事業については、地元自治体等との連携共同事業とし
て、韓国からの来訪者の増大を図るものであり、地元自治体
と関係機関により設立された選定者しか事業を実施出来な
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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18563
関西国際観光推進センター
大阪市北区中之島５－３－５
１

ﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「関西
広域ガイダマップ・ガイドブック
改訂」事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.10.17 3,500,000

関西国際観光推進センターとの間で締結しているﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬ
ﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「関西広域ガイダマップ・ガイドブック改訂」事
業については、地元自治体等との連携共同事業として、訪
日客の増加を図るものであり、地元自治体と関係機関により
設立された選定者しか事業を実施出来ないものであり、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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18564

京阪神三都市外客誘致実行
委員会
京都市中京区寺町通御池上
る上本能寺前町４８８

ﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「三都
市テレビＣＭ放映（継続）」事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.10.17 1,600,000

京阪神三都市外客誘致実行委員会との間で締結しているﾋﾞ
ｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「三都市テレビＣＭ放映（継続）」事業
については、地元自治体等との連携共同事業として、中国
からの観光客の増加を図るものであり、地元自治体と関係
機関により設立された選定者しか事業を実施出来ないもの
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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）
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18565
関西観光プロモーション実行
委員会
大阪市浪速区湊町１－４－１

ﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「関西
観光プロモーション　ＩＮ　北京」
事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.10.27 3,970,000

関西観光プロモーション実行委員会との間で締結しているﾋﾞ
ｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「関西観光プロモーション　ＩＮ　北京」
事業については、地元自治体等との連携共同事業として、
中国から関西への観光客誘致を図るものであり、地元自治
体と関係機関により設立された選定者しか事業を実施出来
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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18566

ワールド・パートナーシップ・
フォーラムｉｎ兵庫・篠山実行
委員会
神戸市中央区下山手通５－
１０－１

ﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「ワー
ルド・パートナーシップ・フォーラ
ムｉｎ兵庫・篠山」事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.10.27 3,000,000

ワールド・パートナーシップ・フォーラムｉｎ兵庫・篠山実行委
員会との間で締結しているﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「ワール
ド・パートナーシップ・フォーラムｉｎ兵庫・篠山」事業について
は、地元自治体等との連携共同事業として、訪日外国人旅
行者の増加を図るものであり、地元自治体と関係機関により
設立された選定者しか事業を実施出来ないものであり、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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18567

２００５年韓国青少年招聘交
流事業実行委員会
大阪市中央区大手前２－１
－２２

ﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「日韓
ゆかりの地周遊ツアー」事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.10.27 2,500,000

２００５年韓国青少年招聘交流事業実行委員会との間で締
結しているﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「日韓ゆかりの地周遊ツ
アー」事業については、地元自治体等との連携共同事業とし
て、韓国からの誘客と修学旅行の誘致を図るものであり、地
元自治体と関係機関により設立された選定者しか事業を実
施出来ないものであり、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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18568
（財）和歌山社会経済研究所
和歌山市東蔵前丁３－６

和歌山都市圏における市民参
加型公共交通活性化調査

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.11.1 1,890,000

（財）和歌山社会経済研究所との間で締結している和歌山
都市圏における市民参加型公共交通活性化調査について
は、和歌山都市圏において市民団体「和歌山市民アクティブ
ネットワーク」が中心となって、都市交通のあり方に関し従来
型の行政主導スタイルではなく、市民が公共交通を維持して
いこうとする２１世紀型まちづくりを提唱するものであり、同
市民団体事務局である選定者と契約するものであり、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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18569

特定非営利活動法人神戸ま
ちづくり研究所
神戸市中央区吾妻通４－１
－６

平成17年度（後期）三ノ宮駅周
辺における公共交通乗継円滑
化関連調査

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.11.1 3,500,000

特定非営利活動法人神戸まちづくり研究所との間で締結し
ている平成17年度（後期）三ノ宮駅周辺における公共交通
乗継円滑化関連調査については、本年度選定者において
実施した調査結果を踏まえた継続調査であり、特定非営利
活動法人である選定者が、もっともふさわしいと判断したも
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（１８
年度以降企画競争を
実施）

18570

第１１７回IATA発着調整会議
地元協力実行委員会
大阪府泉佐野市泉州空港北
１

ﾋﾞｼﾞｯﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「第１１
７回IATA発着調整会議における
関西観光ＰＲ」事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.11.7 2,000,000

第１１７回IATA発着調整会議地元協力実行委員会との間で
締結しているﾋﾞｼﾞｯﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「第１１７回IATA発着
調整会議における関西観光ＰＲ」事業については、地元自治
体等との連携共同事業として、関西への来訪者の促進を図
るものであり、地元自治体と関係機関により設立された選定
者しか事業を実施出来ないものであり、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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）
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18571

関西クルーズ振興協議会
VJC実行委員会
大阪市中央区南船場４－４
－２１

ﾋﾞｼﾞｯﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「世界
的な景勝地である瀬戸内海の
魅力を伝える船旅による観光旅
行等誘致のためのエージェン
ト、メディア招請」事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.11.7 1,030,000

関西クルーズ振興協議会VJC実行委員会との間で締結して
いるﾋﾞｼﾞｯﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「世界的な景勝地である瀬戸内
海の魅力を伝える船旅による観光旅行等誘致のためのエー
ジェント、メディア招請」事業地元自治体等との連携共同事
業として、中国からの誘客促進を図るものであり、地元自治
体と関係機関により設立された選定者しか事業を実施出来
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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18572
関西広域連携協議会
大阪市北区中之島５－３－５
１

ﾋﾞｼﾞｯﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「世界
遺産と周辺の観光資源を組み
合せた中国（北京）エージェント
招請」事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.11.7 950,000

関西広域連携協議会との間で締結しているﾋﾞｼﾞｯﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･
ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「世界遺産と周辺の観光資源を組み合せた中国
（北京）エージェント招請」事業については、地元自治体等と
の連携共同事業として、中国からの誘客促進を図るもので
あり、地元自治体と関係機関により設立された選定者しか事
業を実施出来ないものであり、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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18573
（財）千里国際情報事業財団
大阪府豊中市新千里東町１
－４－２

長岡京市南部地域等における
公共交通活性化関連調査

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.11.8 1,995,000

（財）千里国際情報事業財団との間で締結している長岡京
市南部地域等における公共交通活性化関連調査について
は、前年度に引き続き行う調査であり、前年度本調査に携
わった事業者との契約が 適であると判断したものであり、
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（１８
年度以降企画競争を
実施）

18574
（株）毎日新聞社
大阪市北区梅田３－４－５

「ＬＲＴシンポジウムｉｎ堺」開催に
伴う紙面記事広告

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.11.14 2,000,000

（株）毎日新聞社との間で締結している「ＬＲＴシンポジウムｉｎ
堺」開催に伴う紙面記事広告については、「ＬＲＴシンポジウ
ムｉｎ堺」の内容を通じてＬＲＴのよさを、一層広く周知する目
的で広告するものであり、同シンポジウム主催者である選定
者において広告するのが、 も効率的であると判断したもの
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（１８
年度以降企画競争を
実施）

18575
（社）大阪国際見本市委員会
大阪市住之江区南港北１－
５－１０２

第４回大阪モーターショー出展
業務

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.11.16 1,895,250

（社）大阪国際見本市委員会との間で締結している第４回大
阪モーターショー出展業務については、同モーターショーへ
出展し交通運輸行政の現状への理解を深めるものであり、
同モーターショーの主催者で、全体の出展・制作を請け負っ
ている選定者と契約するのが も効率的であると判断したも
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（１８
年度以降企画競争を
実施）

18576
関西国際観光推進センター
大阪市北区中之島５－３－５
１

ﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「ドイ
ツ・フランスにおける関西観光紹
介セミナー」事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.11.18 7,000,000

関西国際観光推進センターとの間で締結しているﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬ
ﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「ドイツ・フランスにおける関西観光紹介セミ
ナー」事業については、地元自治体等との連携共同事業とし
て、ドイツ及びフランスからの来訪者の増加を図るものであ
り、地元自治体と関係機関により設立された選定者しか事
業を実施出来ないものであり、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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）
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18577
中央復建コンサルタンツ（株）
大阪市東淀川区東中島４－
１１－１０

京都東山交通社会実験
国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.11.18 2,992,500

中央復建コンサルタンツ（株）との間で締結している京都東
山交通社会実験については、昨年度京都市において企画
案公募方式にて選定者に委託実施され、本年度も継続して
実施する事業である。当局もこれに参画し支援するもので、
選定者以外では業務の実施が不可能であり、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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18578
（株）地域未来研究所
滋賀県大津市春日町５－１１

駅から広がる大阪の再生推進
に係る調査

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.11.18 1,984,500

（株）地域未来研究所との間で締結している駅から広がる大
阪の再生推進に係る調査については、前年度に引き続き行
う調査で、前年度本調査に携わった事業者との契約により
効率的に適切なデータ解析を得ることが出来るものであり、
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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18579
関西広域連携協議会
大阪市北区中之島５－３－５
１

ﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「世界
遺産と周辺の観光資源を組み
合せた韓国エージェント・メディ
ア招請」事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.11.28 2,800,000

関西広域連携協議会との間で締結しているﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・
ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「世界遺産と周辺の観光資源を組み合せた韓国
エージェント・メディア招請」事業については、地元自治体等
との連携共同事業として、韓国からの誘客促進を図るもので
あり、地元自治体と関係機関により設立された選定者しか事
業を実施出来ないものであり、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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18580
（株）まち創生研究所
京都市中京区烏丸通六角下
ル七観音町６２６

京都府南部地域における立地
企業による交通運営方策に関
する調査

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.11.29 2,572,500

（株）まち創生研究所との間で締結している京都府南部地域
における立地企業による交通運営方策に関する調査につい
ては、企画提案方式（プロポーザル方式）により選定された
事業者との契約であり、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18581
（株）スルッとＫＡＮＳＡＩ
大阪市中央区南船場３－１１
－１８

交通系ＩＣカードを活用した商業
振興と公共交通利用促進に関
する調査

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.12.13 9,000,000

（株）スルッとＫＡＮＳＡＩとの間で締結している交通系ＩＣカード
を活用した商業振興と公共交通利用促進に関する調査につ
いては、ポストペイ式交通系ＩＣカード「PiTaＰa」を発行運用
し、データを管理する主体である選定者以外には、実施出来
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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18582
日本「木造の世界遺産」市町
村連絡協議会
奈良市二条大路南１－１－１

ﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「日本
の木造世界遺産観光フォーラム
イン　パリ」事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.12.15 17,000,000

日本「木造の世界遺産」市町村連絡協議会との間で締結し
ているﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「日本の木造世界遺産観光
フォーラム　イン　パリ」事業については、地元自治体等との
連携共同事業として、フランスからの誘客促進を図るもので
あり、地元自治体により設立された選定者しか事業を実施
出来ないものであり、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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）
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18583
(株)社会システム総合研究所
神戸市中央区下山手通５－
７－１５

阪堺線を中心とした堺市域公共
交通活性化関連調査

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.12.15 2,499,000

(株)社会システム総合研究所との間で締結している阪堺線
を中心とした堺市域公共交通活性化関連調査については、
前年度に引き続き行う調査で、前年度本調査に携わった事
業者との契約が 適であると判断したものであり、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（１８
年度以降企画競争を
実施）

18584

（株）社会システム総合研究
所
神戸市中央区下山手通５－
７－１５

交通系ＩＣカードを活用した地域
活動団体支援ポイントシステム
の開発調査

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.12.26 2,089,500

（株）社会システム総合研究所との間で締結している交通系Ｉ
Ｃカードを活用した地域活動団体支援ポイントシステムの開
発調査については、企画提案方式（プロポーザル方式）によ
り選定された事業者との契約であり、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18585

関西国際空港全体構想促進
協議会
大阪市中央区大手前２－１
－２２

ﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「韓国
発関西・大阪ツアー造成促進
キャンペーン事業」事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.12.27 2,925,000

関西国際空港全体構想促進協議会との間で締結しているﾋﾞ
ｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「韓国発関西・大阪ツアー造成促進
キャンペーン事業」事業については、地元自治体等との連携
共同事業として、韓国からの誘客促進を図るものであり、地
元自治体と関係機関により設立された選定者しか事業を実
施出来ないものであり、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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18586

外国人観光客ケータイサ
ポート実行委員会
京都市上京区下立売通新町
西入

ﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「ＶＪＣ
外国人観光客ケータイサポー
ト・台湾ファムトリップ」事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H18.1.6 2,000,000

外国人観光客ケータイサポート実行委員会との間で締結し
ているﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「ＶＪＣ外国人観光客ケータイ
サポート・台湾ファムトリップ」事業については、地元自治体
等との連携共同事業として、訪日観光客の利便を向上し、誘
客促進を図るものであり、地元自治体及び関係機関により
設立された選定者しか事業を実施出来ないものであり、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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18587
（株）日建設計シビル
大阪市中央区高麗橋４－６
－２

阪急西宮北口駅南地区におけ
る公共交通活性化に関する調
査

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H18.1.6 1,680,000

（株）日建設計シビルとの間で締結している阪急西宮北口駅
南地区における公共交通活性化に関する調査については、
企画提案方式（プロポーザル方式）により選定された事業者
との契約であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18588
関西広域連携協議会
大阪市北区中之島５－３－５
１

ﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「教育
旅行誘致ファムトリップ（中国）」
事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H18.1.12 2,000,000

関西広域連携協議会との間で締結しているﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・
ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「教育旅行誘致ファムトリップ（中国）」事業について
は、地元自治体等との連携共同事業として、中国からの教
育旅行のツアー造成を図るものであり、地元自治体により設
立された選定者しか事業を実施出来ないものであり、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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18589
関西国際観光推進センター
大阪市北区中之島５－３－５
１

ﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「ＫＡＮ
ＳＡＩ　ＦＥＳＴＩＶＡＬ　ＩＮ　ＣＨＩＮＡ・
中国ファムトリップ」事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H18.1.17 7,015,000

関西国際観光推進センターとの間で締結しているﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬ
ﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「ＫＡＮＳＡＩ　ＦＥＳＴＩＶＡＬ　ＩＮ　ＣＨＩＮＡ・中国
ファムトリップ」事業については、地元自治体等との連携共
同事業として、中国からの誘客促進を図るものであり、地元
自治体と関係機関により設立された選定者しか事業を実施
出来ないものであり、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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）
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18590
（株）ジェイティービー
東京都品川区東品川２－３
－１１

吉野山観桜期の交通対策の実
施

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H18.1.17 1,498,350

（株）ジェイティービーとの間で締結している吉野山観桜期の
交通対策の実施については、関係機関により設置された
「吉野山の観光交通対策協議会」で検討・協議を進めてきた
結果、実施する対策であり、同協議会に係る公共交通活性
化プログラムの委託契約先である選定者が もふさわしい
と判断したものであり、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（１８
年度以降企画競争を
実施）

18591
関西観光プロモーション実行
委員会

ﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「関西
観光プロモーション　IN　ハワイ」
事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H18.1.23 1,600,000

関西観光プロモーション実行委員会との間で締結しているﾋﾞ
ｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「関西観光プロモーション　IN　ハワ
イ」事業については、地元自治体等との連携共同事業とし
て、ハワイから関西へのツアー造成を図るものであり、関係
機関により設立された選定者しか事業を実施出来ないもの
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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18592
関西国際観光推進センター
大阪市北区中之島５－３－５
１

ﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「修学
旅行誘致ファムトリップ（中国教
育関係者等招聘）」事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H18.1.27 2,500,000

関西国際観光推進センターとの間で締結しているﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬ
ﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「修学旅行誘致ファムトリップ（中国教育関係
者等招聘）」事業については、地元自治体等との連携共同
事業として、関西への教育旅行の造成を図るものであり、地
方自治体と関係機関により設立された選定者しか事業を実
施出来ないものであり、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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18593
関西国際観光推進センター
大阪市北区中之島５－３－５
１

ﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「オース
トラリアにおける関西観光紹介
セミナー」事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H18.2.8 2,310,000

関西国際観光推進センターとの間で締結しているﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬ
ﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「オーストラリアにおける関西観光紹介セミ
ナー」事業については、地元自治体等との連携共同事業とし
て、オーストラリアからの来訪者の増加を図るものであり、地
元自治体等により設立された選定者しか事業を実施出来な
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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18594

京阪神三都市外客誘致実行
委員会
京都市中京区寺町通御池上
る上本能寺前町４８８

ﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「京阪
神「くいだおれ」「きだおれ」ファ
ムトリップ」事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H18.2.8 1,450,000

京阪神三都市外客誘致実行委員会との間で締結しているﾋﾞ
ｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「京阪神「くいだおれ」「きだおれ」ファ
ムトリップ」事業については、地元自治体等との連携共同事
業として、台湾からの観光客の増加を図るものであり、地元
自治体により設立された選定者しか事業を実施出来ないも
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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18595
関西観光プロモーション実行
委員会
大阪市浪速区湊町１－４－１

ﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「ＩＮ　Ｌ
Ａ　関西ファムトリップ」事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H18.2.15 2,150,000

関西観光プロモーション実行委員会との間で締結しているﾋﾞ
ｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「ＩＮ　ＬＡ　関西ファムトリップ」事業に
ついては、地元自治体等との連携共同事業として、ロサンゼ
ルスからの観光客誘致を図るものであり、地元自治体等に
より設立された選定者しか事業を実施出来ないものであり、
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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）
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18596
関西観光プロモーション実行
委員会
大阪市浪速区湊町１－４－１

ﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「ＩＮ　北
京　関西ファムトリップ」事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H18.2.15 1,250,000

関西観光プロモーション実行委員会との間で締結しているﾋﾞ
ｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「ＩＮ　北京　関西ファムトリップ」事業
については、地元自治体等との連携共同事業として、中国
からの観光客誘致を図るものであり、地元自治体等により設
立された選定者しか事業を実施出来ないものであり、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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18597

山口・和歌山２県共同山東省
観光客誘致キャンペーン事
業実行委員会
和歌山県和歌山市小松原通
１－１

ﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「中国
山東省観光プロモーション（エー
ジェント・メディア招請）」事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H18.2.24 1,070,000

山口・和歌山２県共同山東省観光客誘致キャンペーン事業
実行委員会との間で締結しているﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
「中国山東省観光プロモーション（エージェント・メディア招
請）」事業については、地元自治体等との連携共同事業とし
て、中国からの観光客誘致を図るものであり、地元自治体等
により設立された選定者しか事業を実施出来ないものであ
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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18598
関西広域連携協議会
大阪市北区中之島５－３－５
１

ﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「中国
エージェント招請（華東地区・広
東省ファムトリップ）」事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H18.2.28 2,200,000

関西広域連携協議会との間で締結しているﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・
ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「中国エージェント招請（華東地区・広東省ファムト
リップ）」事業については、地元自治体等との連携共同事業
として、中国からの観光客誘致を図るものであり、地元自治
体等により設立された選定者しか事業を実施出来ないもの
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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）

18599
関西広域連携協議会
大阪市北区中之島５－３－５
１

ﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「世界
遺産と周辺の観光資源を組み
合わせた台湾エージェント招請」
事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H18.2.28 2,000,000

関西広域連携協議会との間で締結しているﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・
ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「世界遺産と周辺の観光資源を組み合わせた台湾
エージェント招請」事業については、地元自治体等との連携
共同事業として、台湾からの誘客の促進を図るものであり、
地元自治体と関係機関により設立された選定者しか事業を
実施出来ないものであり、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（１８
年度以降企画競争を
実施）

18600
三菱電機（株）
大阪市北区堂島２－２－２

千里中央社会実験せんちゅうナ
ビシステム改良

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H18.3.1 1,979,250

三菱電機（株）との間で締結している千里中央社会実験せん
ちゅうナビシステム改良については、本システム開発者であ
る選定者が 適であると判断したものであり、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（１８
年度以降企画競争を
実施）

18601

京阪神三都市外客誘致実行
委員会
京都市中京区寺町通御池上
る上本能寺前町４８８

ﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「中国
エージェント招請（江蘇省ファム
トリップ）」事業

国土交通省近畿運輸局長
谷口克己
大阪市中央区大手前4-1-76

H18.3.1 1,500,000

京阪神三都市外客誘致実行委員会との間で締結しているﾋﾞ
ｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「中国エージェント招請（江蘇省ファム
トリップ）」事業については、地元自治体等との連携共同事
業として、中国からの観光客誘致を図るものであり、地元自
治体等により設立された選定者しか事業を実施出来ないも
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
企画競争を実施（１８
年度以降企画競争を
実施）
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（具体的かつ詳細に記載）

18602
エヌ・ティ・ティ・コムウェア(株)
東京都港区港南１丁目９番１
号

神戸運輸監理部における行政
情報システムの運用にかかる保
守管理　　一式

神戸運輸監理部長　木内
大助　神戸市中央区波止場
町１－１

H17.4.1 2,520,000

エヌ・ティ・ティ・コムウェア(株)との間で締結している行政情
報システム保守・管理業務については、当該システムの開
発事業者が当該業者であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

18603
富士ゼロックス(株)
大阪府大阪市中央区安土町
３丁目５番１２号

複写機の保守及び消耗品等供
給契約

神戸運輸監理部（魚崎庁舎）
総務企画部企画調整官　藤
原　仁　　神戸市東灘区魚崎
浜町３４

H17.4.1 2,218,512

富士ゼロックス(株)　との間で締結している電子複写機の保
守及び消耗品等供給事業については、借入れ機種の保守
を専門的に行っている業者が当該業者であり、競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

18604
富士通エフ・アイ・ピー(株)大
阪府豊中市新千里西町１丁
目１番８号

自動車検査・登録案内システム
賃借 　一式

神戸運輸監理部長　木内
大助　神戸市中央区波止場
町１－１

H17.4.1 1,524,600

富士通エフ・アイ・ピー(株）との間で締結している、自動車検
査・登録案内システムの賃借については、本品の提供業者
が当該業者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地がある
もの

18605
富士ゼロックス(株)
大阪府大阪市中央区安土町
３丁目５番１２号

電子複写機の賃貸借　　２台

神戸運輸監理部（魚崎庁舎）
総務企画部企画調整官　藤
原　仁　　神戸市東灘区魚崎
浜町３４

H17.4.1 941,220
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
貸借については、前年度に引続き継続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）

見直しの余地がある
もの

18606
日立キャピタル(株)
東京都港区西新橋２丁目１５
番１２号

共済組合短期給付システム賃
貸借　　一式

神戸運輸監理部長　木内
大助　神戸市中央区波止場
町１－１

H17.4.1 866,880

日立キャピタル(株)との間で締結している共済組合短期給
付システムの賃貸借については、前年度に引続き継続貸借
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）

見直しの余地がある
もの

18607
小林記録紙(株)
東京都中央区八丁堀１丁目
９番８号

検査標章印刷用インクリボンの
購入　　５３箱

神戸運輸監理部長　木内
大助　神戸市中央区波止場
町１－１

H17.6.16 1,847,580
小林記録紙(株)　との間で締結している検査標章印刷用イン
クリボンの購入については、国内唯一の販売業者が当該業
者であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

18608
(株)ユーエフジェイ総合研究
所大阪府大阪市西区阿波座
１－６－１

「明石－北淡路航路の活性化」
に関する調査研究　　一式

神戸運輸監理部長　木内
大助　神戸市中央区波止場
町１－１

H17.7.12 2,500,000
(株)ユーエフジェイ総合研究所との間で締結している調査研
究事業については、昨年度からの継続調査であり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

18609
(株)ユーエフジェイ総合研究
所大阪府大阪市西区阿波座
１－６－１

「神戸－高松間フェリー航路の
活性化」に関する調査研究
一式

神戸運輸監理部長　木内
大助　神戸市中央区波止場
町１－１

H17.7.22 3,199,999
(株)ユーエフジェイ総合研究所との間で締結している調査研
究事業については、プロポーザル方式による選定であり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

18610

ヤマハボーディングシステム
(株)
兵庫県西宮市西宮浜４－１６
－２

交通艇「はるかぜ」補修工事及
び点検整備　　1隻

神戸運輸監理部長　石田
育男　神戸市中央区波止場
町１－１

H17.11.1 4,543,287

ヤマハボーディングシステム(株)との間で締結している交通
艇「はるかぜ」にかかる補修工事及び点検整備業務につい
ては、製造メーカーの技術及び部品等が必要であり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの
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18611
(株)ユーエフジェイ総合研究
所大阪府大阪市西区阿波座
１－６－１

「神戸－高松間フェリー航路の
活性化」に関する調査研究（変
更契約分）　　一式

神戸運輸監理部長　石田
育男　神戸市中央区波止場
町１－１

H17.11.7 2,000,001
(株)ユーエフジェイ総合研究所との間で締結している調査研
究事業については、プロポーザル方式による選定であり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地がある
もの

18612
エヌ・ティ・ティ・リース（株）
広島市中区立町２－２７

自動車情報案内・車検予約シス
テム、タッチパネルの賃貸借契
約

中国運輸局長
神谷  俊広
広島市中区上八丁堀６－３
０

H17.4.1 4,620,000

エヌ・ティ・ティ・リース(株)中国支店との間で締結している
「自動車情報案内・車検予約システム、タッチパネルの賃貸
借契約」については、前年度に引き続き継続貸借するもので
あるが、本機器を継続貸借できる者は契約者のみであり、
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの。

18613
エヌ・ティ・ティ・コムウェア西
日本（株）
大阪市港区弁天１－２－１２

中国運輸局Ｎｏｔｅｓクライアント
パソコン保守契約

中国運輸局長
神谷  俊広
広島市中区上八丁堀６－３
０

H17.4.1 2,979,900

エヌ・ティ・ティ・コムウェア西日本(株)との間で締結している
「中国運輸局Ｎｏｔｅｓクライアントパソコン保守契約」について
は、本省と同一の契約者と契約を締結し、管理の一元化に
よる合理化を図るものであり、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（平
成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）

18614
三井リース事業（株）
東京都中央区日本橋１－４
－１

Ｎｏｔｅｓクライアントパソコンの賃
貸借契約

中国運輸局長
神谷  俊広
広島市中区上八丁堀６－３
０

H17.4.1 2,842,560

三井リース事業(株)との間で締結している「Ｎｏｔｅｓクライアン
トパソコンの賃貸借契約」については、前年度に引き続き継
続貸借するものであるが、本機器を継続貸借できる者は契
約者のみであり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（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）

18615
エヌ・ティ・ティ・コムウェア西
日本（株）
大阪市港区弁天１－２－１２

中国運輸局における行政情報
システムにかかる保守管理契約

中国運輸局長
神谷  俊広
広島市中区上八丁堀６－３
０

H17.4.1 2,520,000

エヌ・ティ・ティ・コムウェア西日本(株)との間で締結している
「中国運輸局における行政情報システムにかかる保守管理
契約」については、本省と同一の契約者と契約を締結し、管
理の一元化による合理化を図るものであり、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
１９年度以降において
当該事務・事項の委
託等を行わない

18616
理研産業（株）
広島市中区大手町４－６－２
７

デジタル複合機の保守契約

中国運輸局長
神谷  俊広
広島市中区上八丁堀６－３
０

H17.4.1 2,189,198

理研産業(株)との間で締結している「デジタル複合機の保守
契約」については、当該機器の保守を専門的に行っている
相手が他に存在せず、競争を許さないものであり、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
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枚～12000
枚　3,99円
ほか

18617
東芝ファイナンス（株）
東京都中央区銀座５－２－１

Ｎｏｔｅｓクライアントパソコンの賃
貸借契約

中国運輸局長
神谷  俊広
広島市中区上八丁堀６－３
０

H17.4.1 1,299,060

東芝ファイナンス(株)との間で締結している「Ｎｏｔｅｓクライア
ントパソコンの賃貸借契約」については、前年度に引き続き
継続貸借するものであるが、本機器を継続貸借できる者は
契約者のみであり、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（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）

18618
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１４－１５

複合機・複写機の保守契約

中国運輸局長
神谷  俊広
広島市中区上八丁堀６－３
０

H17.4.1 1,091,565

コニカミノルタビジネスソリューションズ(株)中国支店との間
で締結している「複合機・複写機の保守契約」については、
当該機器の保守を専門的に行っている相手が他に存在せ
ず、競争を許さないものであり、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
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
基本料金
2000枚まで
8,400円ほ
か
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18619
東芝ファイナンス（株）
東京都中央区銀座５－２－１

Ｎｏｔｅｓクライアントパソコンの賃
貸借契約

中国運輸局長
神谷  俊広
広島市中区上八丁堀６－３
０

H17.4.1 996,975

東芝ファイナンス(株)との間で締結している「Ｎｏｔｅｓクライア
ントパソコンの賃貸借契約」については、前年度に引き続き
継続貸借するものであるが、本機器を継続貸借できる者は
契約者のみであり、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの。

18620
理研産業（株）
広島市中区大手町４－６－２
７

船員労務監査システムモバイル
パソコンの賃貸借契約

中国運輸局長
神谷  俊広
広島市中区上八丁堀６－３
０

H17.4.1 846,720

理研産業(株)との間で締結している「船員労務監査システム
モバイルパソコンの賃貸借契約」については、前年度に引き
続き継続貸借するものであるが、本機器を継続貸借できる
者は契約者のみであり、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（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）

18621

島根県中山間地地域研究セ
ンター
島根県飯石郡飯南町上来島
１２０７

島根県中山間地地域における
旅客と貨物の複合輸送にかか
る住民等実態調査

中国運輸局長
神谷  俊広
広島市中区上八丁堀６－３
０

H17.6.22 1,995,000

島根県中山間地地域研究センターとの間で締結している
「島根県中山間地地域における旅客と貨物の複合輸送にか
かる住民等実態調査」については、契約者が中山間地に共
通する諸問題の調査・分析、地方振興手法の研究・開発を
目的として整備された島根県の研究機関であり、特に中山
間地域における交通問題等についての調査研究で蓄積され
たその経験・知識は非常に有用なもので、本調査を効率的
に遂行できる能力を有している者であり、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18622
（株）福山コンサルタント
広島市中区幟町５－１

広島市北部方面における商業
施設等と連携したパークアンドラ
イド等プロジェクト調査

中国運輸局長
神谷  俊広
広島市中区上八丁堀６－３
０

H17.7.25 3,475,500

(株)福山コンサルタント西日本事業部との間で締結している
「広島市北部方面における商業施設等と連携したパークア
ンドライド等プロジェクト調査」については、本調査を確実か
つ円滑に行うため広く企画の募集をホームページで行った
結果、①調査方法について本調査の趣旨を十分に理解し、
企画案募集の内容に沿った企画・提案がなされている。②
検討・調査の結果を報告書として取りまとめる能力（表現力・
説得力）が優れている。③調査の時期について企画案募集
の内容に沿った計画が立てられている。④調査の実施につ
いて予算的に妥当上記事業者を選定したものであり、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（１８
年度から企画競争を
実施）

18623
（株）テレビせとうちクリエイト
岡山市野田５－８－８

平成１７年度ビジット・ジャパン・
キャンペーン地方連携事業共同
事業の「まるかじりせとうちグル
メ」ＰＲツール制作事業

中国運輸局長
神谷  俊広
広島市中区上八丁堀６－３
０

H17.7.27 1,200,000

(株)テレビせとうちクリエイトとの間で締結している「平成１７
年度ビジット・ジャパン・キャンペーン地方連携事業共同事業
の「まるかじりせとうちグルメ」ＰＲツール制作事業」について
は、公益法人が観光客の誘致活動を行うが、当局もこれと
連携し、公立かつ効果的な事業を行うためには、公益法人
が選定した事業者が望ましく、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（１８
年度から企画競争を
実施）

18624
（株）交通システム研究所
大阪市淀川区西中島７－１
－２０

広島市ノーマイカーデー運動と
連携した公共交通利用推進策
等検討調査

中国運輸局長
神谷  俊広
広島市中区上八丁堀６－３
０

H17.7.29 1,890,000

(株)交通システム研究所との間で締結している「広島市ノー
マイカーデー運動と連携した公共交通利用推進策等検討調
査」については、本調査を確実かつ円滑に行うため広く企画
の募集をホームページで行った結果、①調査方法について
本調査の趣旨を十分に理解し、企画案募集の内容に沿った
企画・提案がなされている。②検討・調査の結果を報告書と
して取りまとめる能力（表現力・説得力）が優れている。③調
査の時期について企画案募集の内容に沿った計画が立てら
れている。④調査の実施について予算的に妥当上記事業者
を選定したものであり、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（１８
年度から企画競争を
実施）
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18625
（株）広島ホームテレビ
広島市中区白島北町１９－２

平成１７年度ビジット・ジャパン・
キャンペーン地方連携事業共同
事業のインターネット放送・番組
制作事業

中国運輸局長
神谷  俊広
広島市中区上八丁堀６－３
０

H17.8.9 3,600,000

(株）広島ホームテレビとの間で締結している「平成１７年度
ビジット・ジャパン・キャンペーン地方連携事業共同事業のイ
ンターネット放送・番組制作事業」については、契約者と共同
で韓国から中国地方への誘客促進を図るものであり、連携
共同事業の相手先は契約者以外には存在せず、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（１８年度
から公募手続きを行
う）

18626
（株）交通システム研究所
大阪市淀川区西中島７－１
－２０

広島市ノーマイカーデー運動と
連携した企業における通勤交通
マネジメント導入支援等調査

中国運輸局長
神谷  俊広
広島市中区上八丁堀６－３
０

H17.8.12 7,803,075

(株)交通システム研究所との間で締結している「広島市ノー
マイカーデー運動と連携した企業における通勤交通マネジメ
ント導入支援等調査」については、本調査を確実かつ円滑
に行うため広く企画の募集をホームページで行った結果、①
調査方法について本調査の趣旨を十分に理解し、企画案募
集の内容に沿った企画・提案がなされている。②検討・調査
の結果を報告書として取りまとめる能力（表現力・説得力）が
優れている。③調査の時期について企画案募集の内容に
沿った計画が立てられている。④調査の実施について予算
的に妥当上記事業者を選定したものであり、会計法第２９条
の３第４項に該当するため。

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）

18627
山陽国際観光協議会
鳥取市東町１－２２０

平成１７年度ビジット・ジャパン・
キャンペーン地方連携事業共同
事業の台湾旅行エージェント及
びマスコミ等招請事業

中国運輸局長
神谷  俊広
広島市中区上八丁堀６－３
０

H17.8.26 1,900,000

山陽国際観光協議会との間で締結している「平成１７年度ビ
ジット・ジャパン・キャンペーン地方連携事業共同事業の台
湾旅行エージェント及びマスコミ等招請事業」については、
契約者と共同で台湾から山陰地方への誘客促進を図るもの
であり、連携共同事業の相手先は契約者以外には存在せ
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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18628
（株）ユーエフジェイ総合研究
所
大阪市西区阿波座１－６－１

広島都市圏における交通系共
通ＩＣカードの導入促進調査

中国運輸局長
神谷  俊広
広島市中区上八丁堀６－３
０

H17.9.1 6,982,021

(株)ユーエフジェイ総合研究所との間で締結している「広島
都市圏における交通系共通ＩＣカードの導入促進調査」につ
いては、本調査を確実かつ円滑に行うため広く企画の募集
をホームページで行った結果、①調査方法について本調査
の趣旨を十分に理解し、企画案募集の内容に沿った企画・
提案がなされている。②検討・調査の結果を報告書として取
りまとめる能力（表現力・説得力）が優れている。③調査の
時期について企画案募集の内容に沿った計画が立てられて
いる。④調査の実施について予算的に妥当上記事業者を選
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（１８
年度から企画競争を
実施）

18629
中国地域観光推進協議会
広島市中区八丁堀１１－１８

平成１７年度ビジット・ジャパン・
キャンペーン地方連携事業共同
事業の中国地方国際観光ビジ
ネスフォーラム開催事業

中国運輸局長
神谷  俊広
広島市中区上八丁堀６－３
０

H17.9.7 11,500,000

中国地域観光推進協議会との間で締結している「平成１７年
度ビジット・ジャパン・キャンペーン地方連携事業共同事業の
中国地方国際観光ビジネスフォーラム開催事業」について
は、契約者と共同で韓国、台湾から中国地方への誘客促進
を図るものであり、連携共同事業の相手先は契約者以外に
は存在せ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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）
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18630
（株）ウエスコ
岡山市島田本町２－５－３５

岡山駅地区整備計画と連携した
利便性向上に関する調査

中国運輸局長
神谷  俊広
広島市中区上八丁堀６－３
０

H17.9.20 4,935,000

(株)ウエスコとの間で締結している「岡山駅地区整備計画と
連携した利便性向上に関する調査」については、本調査を
確実かつ円滑に行うため広く企画の募集をホームページで
行った結果、①調査方法について本調査の趣旨を十分に理
解し、企画案募集の内容に沿った企画・提案がなされてい
る。②検討・調査の結果を報告書として取りまとめる能力（表
現力・説得力）が優れている。③調査の時期について企画
案募集の内容に沿った計画が立てられている。④調査の実
施について予算的に妥当上記事業者を選定したものであ
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（１８
年度から企画競争を
実施）

18631
（株）ラック計画研究所
東京都杉並区上荻１－２４－
４

インバウンド観光時代における
瀬戸内海の観光振興に関する
調査

中国運輸局長
神谷  俊広
広島市中区上八丁堀６－３
０

H17.10.13 5,487,920

株式会社ラック計画研究所との間で締結している「インバウ
ンド観光時代における瀬戸内海の観光振興に関する調査」
については、本調査を確実かつ円滑に行うため広く企画の
募集をホームページで行った結果、①調査方法について本
調査の趣旨を十分に理解し、企画案募集の内容に沿った企
画・提案がなされている。②検討・調査の結果を報告書とし
て取りまとめる能力（表現力・説得力）が優れている。③調査
の時期について企画案募集の内容に沿った計画が立てられ
ている。④調査の実施について予算的に妥当上記事業者を
選定したものであり、会計法第２９条の３第４項に該当する
ため。

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）

18632
宇部興産コンサルタント（株）
宇部市大字東須恵３８９７－
２

企業と連携したモビリティマネジ
メント推進調査

中国運輸局長
神谷  俊広
広島市中区上八丁堀６－３
０

H17.10.28 1,281,000

宇部興産コンサルタント(株)との間で締結している「企業と連
携したモビリティマネジメント推進調査」については、本調査
を確実かつ円滑に行うため広く企画の募集をホームページ
で行った結果、①調査方法について本調査の趣旨を十分に
理解し、企画案募集の内容に沿った企画・提案がなされてい
る。②検討・調査の結果を報告書として取りまとめる能力（表
現力・説得力）が優れている。③調査の時期について企画
案募集の内容に沿った計画が立てられている。④調査の実
施について予算的に妥当上記事業者を選定したものであ
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（１８
年度から企画競争を
実施）

18633
（株）ＫＲＹサービスステーショ
ン
周南市一番町４１７７

平成１７年度ビジット・ジャパン・
キャンペーン地方連携事業共同
事業の「おいでませ山口へ」観
光ＰＲツール制作事業

中国運輸局長
神谷  俊広
広島市中区上八丁堀６－３
０

H17.11.4 1,750,000

(株)ＫＲＹサービスステーションとの間で締結している「平成１
７年度ビジット・ジャパン・キャンペーン地方連携事業共同事
業の「おいでませ山口へ」観光ＰＲツール制作事業」につい
ては、既存のＤＶＤを基にして、新たな情報を加えた観光ＰＲ
ツールを作成するもので、既存ＤＶＤの著作権を契約者が所
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（１８年度
から公募手続きを行
う）

18634
（社）中国地方総合研究セン
ター
広島市中区小町４－３３

環境負荷に配慮した瀬戸内海ス
ローツーリズム創出調査

中国運輸局長
神谷  俊広
広島市中区上八丁堀６－３
０

H17.11.11 68,322,000

（社）中国地方総合研究センターとの間で締結している「環
境負荷に配慮した瀬戸内海スローツーリズム創出調査」に
ついては、本調査を確実かつ円滑に行うため広く企画の募
集をホームページで行った結果、①調査方法について本調
査の趣旨を十分に理解し、企画案募集の内容に沿った企
画・提案がなされている。②検討・調査の結果を報告書とし
て取りまとめる能力（表現力・説得力）が優れている。③調査
の時期について企画案募集の内容に沿った計画が立てられ
ている。④調査の実施について予算的に妥当上記事業者を
選定したものであり、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（１８
年度から企画競争を
実施）
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18635
島根県中山間地地域研究セ
ンター

島根県中山間地地域における
旅客と貨物の複合輸送の実験
運行等調査

中国運輸局長
神谷  俊広
広島市中区上八丁堀６－３
０

H17.11.11 3,499,920

島根県中山間地地域研究センターとの間で締結している
「島根県中山間地地域における旅客と貨物の複合輸送の実
験運行等調査」については、契約者が中山間地に共通する
諸問題の調査・分析、地方振興手法の研究・開発を目的とし
て整備された島根県の研究機関であり、特に中山間地域に
おける交通問題等についての調査研究で蓄積されたその経
験・知識は非常に有用なもので、本調査を効率的に遂行で
きる能力を有している者であり、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18636
（株）中央日報社
東京都中央区銀座５－１５－
８

平成１７年度ビジット・ジャパン・
キャンペーン地方連携事業共同
事業「中国地方マスメディア広報
強化事業」（山陽）

中国運輸局長
神谷  俊広
広島市中区上八丁堀６－３
０

H17.11.21 1,500,000

(株)中央日報社日本総局との間で締結している「平成１７年
度ビジット・ジャパン・キャンペーン地方連携事業共同事業
「中国地方マスメディア広報強化事業」（山陽）」については、
契約者と共同で韓国から中国地方への誘客促進を図るもの
であり、連携共同事業の相手先は契約者以外には存在せ
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（１８年度
から公募手続きを行
う）

18637
瀬戸内国際観光テーマ地区
推進協議会
広島市中区基町１０－５２

平成１７年度ビジット・ジャ
パン・キャンペーン地方連携
事業共同事業の「中国地方外
国人観光客来訪促進事業」
（第９回タイ）

中国運輸局長
神谷  俊広
広島市中区上八丁堀６－３
０

H17.11.28 5,500,000

瀬戸内国際観光テーマ地区推進協議会との間で締結してい
る、平成１７年度ビジット・ジャパン・キャンペーン地方連携事
業共同事業の「中国地方外国人観光客来訪促進事業」（第
９回タイ）については、上記協議会と共同でタイから瀬戸内
への誘客促進を図るものであり、連携共同事業の相手先は
契約者以外に存在しないことから、会計法第２９条の３第４
項に該当するため。

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）

18638
（株）昭文社
大阪市淀川区西中島６－１１
－２３

平成１７年度ビジット・ジャパン・
キャンペーン地方連携事業共同
事業の「広報ツール作成事業」

中国運輸局長
神谷  俊広
広島市中区上八丁堀６－３
０

H17.11.29 4,095,000

(株)昭文社大阪支社との間で締結している「平成１７年度ビ
ジット・ジャパン・キャンペーン地方連携事業共同事業の「広
報ツール作成事業」」については、広域観光地図を基にし
て、新たな情報を加えた観光ＰＲツールを作成するもので、
既存観光地図の著作権を契約相手が所有していることか
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）

18639
（株）アール・ピー・アイ
東京都文京区小石川２－２
－１２

隠岐地方における観光振興と公
共交通の活性化にかかる調査

中国運輸局長
神谷  俊広
広島市中区上八丁堀６－３
０

H17.12.14 1,989,000

(株）アール・ピイ・アイとの間で契約している「隠岐地方にお
ける観光振興と公共交通の活性化にかかる調査」について
は、本調査を確実かつ円滑に行うため広く企画の募集を
ホームページで行った結果、①調査方法について本調査の
趣旨を十分に理解し、企画案募集の内容に沿った企画・提
案がなされている。②検討・調査の結果を報告書として取り
まとめる能力（表現力・説得力）が優れている。③調査の時
期について企画案募集の内容に沿った計画が立てられてい
る。④調査の実施について予算的に妥当上記事業者を選定
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（１８
年度から企画競争を
実施）



件数
契約の相手方の商号又

は名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

点検結果 講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

18640
（株）バイタルリード
出雲市橋渡町３２７－１

デマンド型交通サービスと情報
提供システムを導入した調査・
研究

中国運輸局長
神谷  俊広
広島市中区上八丁堀６－３
０

H17.12.26 4,998,000

（株）バイタルリードとの間で締結している「デマンド型交通
サービスと情報提供システムを導入した調査・研究」につい
ては、　本調査を確実かつ円滑に行うため広く企画の募集を
ホームページ上で行った結果、①調査方法について本調査
の趣旨を十分に理解し、企画案募集の内容に沿った企画・
提案がなされている。②検討・調査の結果を報告書として取
りまとめる能力（表現力・説得力）が優れている。③調査の
時期について企画案募集の内容に沿った計画が立てられて
いる。④調査の実施について予算的に妥当上記事業者を選
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（１８
年度から企画競争を
実施）

18641
（株）福山コンサルタント
広島市中区幟町５－１

美保飛行場アクセス高度化検討
に関する調査

中国運輸局長
神谷  俊広
広島市中区上八丁堀６－３
０

H18.1.27 3,444,000

（株）福山コンサルタント西日本事業部との間で締結している
「美保飛行場アクセス高度化検討に関する調査」は、本調査
を確実かつ円滑に行うため広く企画の募集をホームページ
上で行った結果、①調査方法について本調査の趣旨を十分
に理解し、企画案募集の内容に沿った企画・提案がなされて
いる。②検討・調査の結果を報告書として取りまとめる能力
（表現力・説得力）が優れている。③調査の時期について企
画案募集の内容に沿った計画が立てられている。④調査の
実施について予算的に妥当上記事業者を選定したものであ
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（１８
年度から企画競争を
実施）

18642
復建調査設計（株）
広島市東区光町２－１１－３
１

広島市中心市街地の商業施設
等と交通事業者の連携による公
共交通機関の利用促進策等に
係る検討調査

中国運輸局長
神谷  俊広
広島市中区上八丁堀６－３
０

H18.2.3 1,680,000

復建調査設計（株）広島支社との間で締結している「広島市
中心市街地の商業施設等と交通事業者の連携による公共
交通機関の利用促進策等に係る検討調査」は、本調査を確
実かつ円滑に行うため広く企画の募集をホームページ上で
行った結果、①調査方法について、本調査の趣旨を十分に
理解し、企画案募集の内容に沿った企画・提案がなされてい
る。②検討・調査の結果を報告書として取りまとめる能力（表
現力・説得力）が優れている。③調査の時期について企画
案募集の内容に沿った計画が立てられている。④調査の実
施について予算的に妥当である上記事業者を選定したこと
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（１８
年度から企画競争を
実施）

18643
（株）ジェイ・アイ・シー
大阪市北区天満２－６－８

平成１７年度ビジット・ジャパン・
キャンペーン地方連携事業共同
事業の「瀬戸内・中国地方ＰＲ
ツール作製業務」

中国運輸局長
神谷  俊広
広島市中区上八丁堀６－３
０

H18.2.6 1,500,000

（株）ジェイ・アイ・シー西日本本部との間で締結している平
成１７年度ビジット・ジャパン・キャンペーン地方連携事業共
同事業の「瀬戸内・中国地方ＰＲツール作製業務」は、中国
地方・瀬戸内地方の観光ＰＲツールを作成するものである
が、ツール作成の原版を契約相手が所有していることから、
契約の相手先は契約者以外に存在せず、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（１８年度
から公募手続きを行
う）

18644
（株）中国新聞社
広島市中区土橋町７－１

メディアを利用した企画型広報
活動

中国運輸局長
神谷  俊広
広島市中区上八丁堀６－３
０

H18.2.8 2,824,500

（株）中国新聞社との間で締結している「メディアを利用した
企画型広報活動」については、契約者は、中国運輸局が管
轄する中国地方の全てに配布拠点を持ち、発行部数も地域
で上位であり、行政の広告にも精通している。また、モニター
による宣伝効果の事後測定も可能なことから契約相手は他
に存在せず、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）



件数
契約の相手方の商号又

は名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

点検結果 講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

18645
（株）福山コンサルタント
広島市中区幟町５－１

広島地区における自動車交通
に着目した時差出勤の効果分
析調査

中国運輸局長
神谷  俊広
広島市中区上八丁堀６－３
０

H18.2.8 1,795,500

（株）福山コンサルタント西日本事業部との間で締結している
「広島地区における自動車交通に着目した時差出勤の効果
分析調査」については、本調査を確実かつ円滑に行うため
広く企画の募集をホームページ上で行った結果、①調査方
法について本調査の趣旨を十分に理解し、企画案募集の内
容に沿った企画・提案がなされている。②検討・調査の結果
を報告書として取りまとめる能力（表現力・説得力）が優れて
いる。③調査の時期について企画案募集の内容に沿った計
画が立てられている。④調査の実施について予算的に妥当
上記事業者を選定したものであり、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（１８
年度から企画競争を
実施）

18646
瀬戸内国際観光テーマ地区
推進協議会
広島市中区基町１０－５２

平成１７年度ビジット・ジャパン・
キャンペーン地方連携事業共同
事業の「タイ旅行エージェント及
びマスコミ招請事業」

中国運輸局長
神谷  俊広
広島市中区上八丁堀６－３
０

H18.2.15 3,000,000

瀬戸内国際観光テーマ地区推進協議会との間で締結してい
る平成１７年度ビジット・ジャパン・キャンペーン地方連携事
業共同事業の「タイ旅行エージェント及びマスコミ招請事業」
については、上記協議会と共同でタイから瀬戸内への誘客
促進を図るものであり、連携共同事業の相手先は契約者以
外に存在せず、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18647
（株）ジェイティービー企画中
国四国
広島市中区中島町３－２５

平成１７年度ビジット・ジャパン・
キャンペーン地方連携事業共同
事業の「中国地方観光案内パン
フレット（韓国語及び簡体字版）
作製事業」

中国運輸局長
神谷  俊広
広島市中区上八丁堀６－３
０

H18.2.23 1,260,000

（株）ジェイティビー企画中国四国との間で締結している平成
１７年度ビジット・ジャパン・キャンペーン地方連携事業共同
事業の「中国地方観光案内パンフレット（韓国語及び簡体字
版）作製事業」については、中国地方の観光案内パンフレッ
トを作成するものであるが、パンフレットの原版を契約相手
が所有していることから、契約の相手先は契約者以外に存
在せず、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（１８年度
から公募手続きを行
う）

18648
ダイヤモンドリース㈱
東京都千代田区丸の内三丁
目３番１号

自動車検査登録情報案内シス
テム（アンサーシステム）の賃貸
借
４台

四国運輸局長
佐久間　優
高松市松島町一丁目17番33
号

H17.4.1 5,259,240

ダイヤモンドリース㈱との間で締結している賃貸借について
は、前年度に引き続き継続賃借することができる者が当該
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）

18649
ダイヤモンドリース㈱
東京都千代田区丸の内三丁
目３番１号

自動車検査登録情報案内ｼｽﾃﾑ
の拡張(ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ案内ｼｽﾃﾑ)の
賃貸借
一式

四国運輸局長
佐久間　優
高松市松島町一丁目17番33
号

H17.4.1 3,519,988

ダイヤモンドリース㈱との間で締結している賃貸借について
は、前年度に引き続き継続賃借することができる者が当該
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

18650
ダイヤモンドリース㈱
東京都千代田区丸の内三丁
目３番１号

自動車検査登録情報案内ｼｽﾃﾑ
の拡張(ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ案内ｼｽﾃﾑ)の
賃貸借
一式

四国運輸局長
佐久間　優
高松市松島町一丁目17番33
号

H17.4.1 2,400,090

ダイヤモンドリース㈱との間で締結している賃貸借について
は、前年度に引き続き継続賃借することができる者が当該
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

18651
日本エレベーター製造㈱
大阪市西区江戸堀二丁目６
番３５号

高松第２地方合同庁舎エレベー
ター保守

四国運輸局長
佐久間　優
高松市松島町一丁目17番33
号

H17.4.1 2,072,700
日本エレベーター製造㈱との間で締結している保守につい
ては、当該設置工事を行った業者が当該業者であり、競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行）



件数
契約の相手方の商号又

は名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

点検結果 講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

18652
日本オーチス・エレベータ㈱
高松市サンポート２番１号

高松港湾合同庁舎エレベーター
保守

四国運輸局長
佐久間　優
高松市松島町一丁目17番33
号

H17.4.1 1,978,200
日本オーチス・エレベータ㈱との間で締結している保守につ
いては、当該設置工事を行った業者が当該業者であり、競
争を許さないため。（会計法第２９条の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）

18653
ダイヤモンドリース㈱
東京都千代田区丸の内三丁
目３番１号

自動車検査登録情報案内ｼｽﾃﾑ
(ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ案内ｼｽﾃﾑ)の拡張の
賃貸借
一式

四国運輸局長
佐久間　優
高松市松島町一丁目17番33
号

H17.4.1 1,189,650

ダイヤモンドリース㈱との間で締結している賃貸借について
は、前年度に引き続き継続賃借することができる者が当該
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

18654
セコム㈱
東京都渋谷区神宮前一丁目
５番１号

運輸支局（徳島応神町庁舎・香
川・愛媛）庁舎機械警備

四国運輸局長
佐久間　優
高松市松島町一丁目17番33
号

H17.4.1 1,057,308
セコム㈱との間で締結している機械警備については、警備
機器を設置している事業者が当該業者であり、競争を許さな
いため。（会計法第２９条の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）

18655
日立キャピタル㈱
高松市中央町５番３１号

福利厚生業務用電子計算シス
テムの賃貸借
一式

四国運輸局長
佐久間　優
高松市松島町一丁目17番33
号

H17.4.1 1,029,420
日立キャピタル㈱との間で締結している賃貸借については、
前年度に引き続き継続賃借することができる者が当該業者
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
（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

18656
㈱堀場製作所
東京都千代田区東神田１―
７―８

硫黄分濃度分析装置の購入
１台

四国運輸局長
佐久間　優
高松市松島町一丁目17番33
号

H17.5.18 4,494,000
㈱堀場製作所との間で締結している分析装置については、
国内唯一の提供業者が当該業者であり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の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

18657
パシフィックコンサルタンツ㈱
高松市紺屋町４番地１０

「温泉とうだつと空港の周遊
ルートの形成」調査事業

四国運輸局長
佐久間　優
高松市松島町一丁目17番33
号

H17.5.20 9,901,500

パシフィックコンサルタンツ㈱との間で締結している調査事
業については、「企画書の募集」を行った結果当該業者を選
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
（１８年度から企画競
争を実施）

18658

（財）日本システム開発研究
所
東京都新宿区富久町１６番５
号

「しまなみ海道の活性化（公共
交通活性化総合プログラム）」調
査事業

四国運輸局長
佐久間　優
高松市松島町一丁目17番33
号

H17.5.30 3,990,000

（財）日本システム開発研究所との間で締結している調査事
業については、「企画書の募集」を行った結果当該業者を選
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
（１８年度から企画競
争を実施）

18659
パシフィックコンサルタンツ㈱
高松市紺屋町４番地１０

「観光と中心市街地と交通の一
体化による地域活性化（高知都
市圏）」調査事業

四国運輸局長
佐久間　優
高松市松島町一丁目17番33
号

H17.5.30 2,982,000

パシフィックコンサルタンツ㈱との間で締結している調査事
業については、「企画書の募集」を行った結果当該業者を選
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
（１８年度から企画競
争を実施）

18660
ユニアデックス㈱
大阪府大阪市北区堂島浜一
丁目２番６号

グループウェアシステムの再イ
ンストール

四国運輸局長
佐久間　優
高松市松島町一丁目17番33
号

H17.6.9 2,593,500
ユニアデックス㈱との間で締結している再インストールにつ
いては、現行の保守業者が当該業者であり、競争を許さな
いため。（会計法第２９条の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

18661
（財）えひめ地域政策研究セ
ンター
松山市三番町四丁目１０―１

「愛媛県南予地域の中山間地域
における生活バス路線の維持」
調査事業

四国運輸局長
佐久間　優
高松市松島町一丁目17番33
号

H17.6.10 2,900,000

（財）えひめ地域政策研究センターとの間で締結している調
査事業については、「企画書の募集」を行った結果当該業者
を選定したものであり、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
（１８年度から企画競
争を実施）

18662
パシフィックコンサルタンツ㈱
高松市紺屋町４番地１０

「香川県における通勤交通マネ
ジメント等の推進による地球環
境改善」調査事業

四国運輸局長
木内　大助
高松市松島町一丁目17番33
号

H17.8.24 9,954,000

パシフィックコンサルタンツ㈱との間で締結している調査事
業については、「企画書の募集」を行った結果当該業者を選
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
（１８年度から企画競
争を実施）



件数
契約の相手方の商号又

は名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
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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）

18663
㈱福山コンサルタント
高松市寿町一丁目１番１２号

「松山市における公共交通利用
促進による環境負荷低減に向
けたﾓﾋﾞﾘﾃｨ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進」調査
事業

四国運輸局長
木内　大助
高松市松島町一丁目17番33
号

H17.8.30 6,436,500
㈱福山コンサルタントとの間で締結している調査事業につい
ては、「企画書の募集」を行った結果当該業者を選定したも
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
（１８年度から企画競
争を実施）

18664
㈱ユーエフジェイ総合研究所
大阪市西区阿波座一丁目６
番１号

「災害発生時の緊急輸送ﾈｯﾄﾜｰ
ｸ確保のための体制整備」調査
事業

四国運輸局長
木内　大助
高松市松島町一丁目17番33
号

H17.8.31 5,670,000

㈱ユーエフジェイ総合研究所との間で締結している調査事
業については、「企画書の募集」を行った結果当該業者を選
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
（１８年度から企画競
争を実施）

18665
巨偲廣告有限公司
台北市中山區長安東路二段
８１號１２Ｆ之４

香川・鳥取・長榮航空共同広告
事業

四国運輸局長
木内　大助
高松市松島町一丁目17番33
号

H17.9.12 1,200,000
巨偲廣告有限公司との間で締結している広告事業について
は、新聞社の専属的広告代理店が当該事業者であり、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）

18666
㈱リンカイ
大阪府大阪市西区靱本町１
－１９－１６

四国観光ミッション

四国運輸局長
木内　大助
高松市松島町一丁目17番33
号

H17.10.17 6,214,000

㈱リンカイとの間で締結している四国観光ミッションについて
は、連携実施者の四国観光立県推進協議会が行う契約業
者が当該事業者であり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行）

18667
㈱フジトラベルサービス
松山市宮西一丁目２－１

「四国観光ミッション」にかかる
手配旅行事業

四国運輸局長
木内　大助
高松市松島町一丁目17番33
号

H17.10.17 1,771,200

㈱フジトラベルサービスとの間で締結している旅行事業につ
いては、連携実施者の四国観光立県推進協議会が行う契
約業者が当該事業者であり、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）

18668
セーラー公告㈱
松山市北斎院町６３７番地６

四国インバウンド・フォーラム２０
０５

四国運輸局長
木内　大助
高松市松島町一丁目17番33
号

H17.11.1 15,098,000

セーラー公告㈱との間で締結している四国インバウンド・
フォーラム２００５については、連携実施者の四国観光立県
推進協議会が行う契約業者が当該事業者であり、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）

18669
㈱栄幸産業
香川県小豆郡土庄町見目字
大原甲５５

ドイツ語圏マスコミ招聘事業に
かかる手配旅行

四国運輸局長
木内　大助
高松市松島町一丁目17番33
号

H17.11.1 1,650,000

㈱栄幸産業との間で締結している旅行事業については、連
携実施者の全国旅館生活衛生同業組合連合会青年部四国
ブロックが行う契約業者が当該事業者であり、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）

18670
㈱ジェイ・アイ・シー
大阪府大阪市北区西天満２
－６－８

台湾メディア招聘事業

四国運輸局長
木内　大助
高松市松島町一丁目17番33
号

H18.2.20 4,560,300

㈱ジェイ・アイ・シーとの間で締結している招聘事業について
は、連携実施者の高知県観光コンベンション協会が行う契
約業者が当該事業者であり、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）

18671
（株）ジェイティービー
福岡市中央区長浜１－１－３
５

「教育旅行誘致のための教育関
係者招聘」請負契約

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H17.4.1 1,478,750

（株）ジェイティービーとの間で締結している「教育旅行誘致
のための教育関係者招聘」については、 官民一体となって
九州観光を推進していくために設立された地方自治体の中
核組織である九州観光誘致促進協議会が当該業者を選定
した。（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）
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契約の相手方の商号又
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18672
東芝ファイナンス(株)
東京都中央区銀座５番１号

船員労務官監査情報照会シス
テム用モバイルパソコン賃貸借
契約　15台

九州運輸局次長　宮地陽輔
福岡県北九州市門司区
西海岸１－３－１０

H17.4.1 1,519,560

東芝ファイナンス(株)との間で締結している「船員労務官監
査情報照会システム用モバイルパソコン賃貸借契約」につ
いては、前年度より引き続き継続賃借するものである。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（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）

18673
（株）フジモト
福岡市博多区博多駅南６－
２－３０

パソコン賃貸借及び保守契約
（東芝）

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H17.4.1 1,871,730
（株）フジモト福岡店との間で締結している「パソコン賃貸借」
及び保守契約（東芝）」については、前年度より引き続き継
続賃借するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

18674
日立キャピタル（株）
福岡市博多区店屋町１－３５

「電子複写機賃貸借」契約
九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H17.4.1 1,887,480
日立キャピタル（株）との間で締結している「電子複写機賃貸
借」契約については、前年度より引き続き継続賃借するもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

18675
三井リース事業（株）
福岡市博多区下川端町２－
１

「パソコン賃貸借及び保守」
契約（富士通ＦＭＶ）

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H17.4.1 1,959,300
三井リース事業（株）との間で締結している「パソコン賃貸借
及び保守」契約については、前年度より引き続き継続賃借
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

18676
(株)エヌ・ティ・ティーデータ
東京都江東区豊洲３丁目３
番３号

船員職業安定業務管理システ
ム窓口用キオスク端末保守管
理業務の委託契約　　21台

九州運輸局次長　宮地陽輔
福岡県北九州市門司区
西海岸１－３－１０

H17.4.1 2,094,750

(株)エヌ・ティ・ティーデータとの間で締結している「船員職業
安定業務管理システム窓口用キオスク端末保守管理業務
の委託契約」については、当該システムを開発した事業者で
保守・運用について十分熟知し、必要とする技術力を有して
おり、他に同等の知識・技術力を有する者は存在せず、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
１９年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

18677
富士ゼロックス（株）
福岡市博多区博多駅前１－
６－１６

「電子複写機の保守」契約
九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H17.4.1 11,365,878

富士ゼロックス(株)との間で締結している「電子複写機の保
守契約」については、購入している電子複合機の保守を専
門的に行なっている相手方は他に存在せず、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（平成１９
年度以降公募手続き
を行う）

単価契約
別紙参照

18678
富士ゼロックス(株)
北九州市小倉北区堺町１－
２－１６

電子複写機の保守及び消耗品
契約　　6台

九州運輸局次長　宮地陽輔
福岡県北九州市門司区
西海岸１－３－１０

H17.4.1 11,529,000

富士ゼロックス(株)との間で締結している「電子複写機の保
守契約」については、当該電子複合機の保守を専門的に行
なっている相手方は他に存在せず、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（平成１９
年度以降公募手続き
を行う）

単価契約
黒4円
ｶﾗｰ28円

18679

シーアイティーエス・ジャパン
（株）
東京都渋谷区渋谷１－２４－
２

「青少年団体誘致の為の中国
（宋慶齢基金会）との連携事業」
に関する請負

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H17.4.6 1,818,000

シーアイティーエス・ジャパン（株）との間で締結している「青
少年団体誘致の為の中国（宋慶齢基金会）との連携事業」
については、招聘事業の取扱い旅行社の日本現地法人で
ありスムーズな事業展開が可能であり、九州一円の観光に
精通しており当該事業者が適切である。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）
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契約の相手方の商号又

は名称及び住所
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18680
（株）タビックスジャパン
東京都中央区八重洲１－５
－３

「教育旅行誘致のための教育関
係者招聘」

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H17.4.28 1,436,000

（株）タビックスジャパンとの間で締結している「教育旅行誘
致のための教育関係者招聘」については、　官民一体となっ
て九州観光を推進していくために設立された地方自治体の
中核組織である九州観光推進機構が当該事業者を選定し
た。（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）

18681
(株）堀場製作所
東京都千代田区東神田１－
７－８

「硫黄分濃度簡易測定器」の購
入

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H17.5.11 4,494,000

(株）堀場製作所との間で契約している「硫黄分濃度簡易測
定器の購入」については、本装置は、測定誤差が５％以内と
する基準を定める仕様で主に街頭検査で使用することから
短時間での測定が可能であり、かつ屋外でに様々な使用環
境に耐えうる測定器であることが必要である。この条件を満
たすのは該当事業者において政策される装置しかない。（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

18682
（株）栄幸産業
香川県小豆郡土庄町大原甲
５５

「アメリカマスコミ日本招聘連携
事業」 に関する請負契約

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H17.5.12 1,191,361

（株）栄幸産業との間で締結している「アメリカマスコミ日本招
聘連携事業」については、四国及び九州へのツアーコース
であり、複数の運輸局に跨った広域連携事業をスムーズに
展開するため、アメリカからの誘致実績がある四国の請負
事業者が適切である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18683
（株）ジェイティービー
福岡市中央区長浜１－１－３
５

「教育旅行誘致のための教育関
係者招聘」（広東省重点職業学
校教育関係者）請負

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H17.6.20 2,324,250

（株）ジェイティービーとの間で締結している「「教育旅行誘致
のための教育関係者招聘」（広東省重点職業学校教育関係
者）請負については、九州観光を推進していくために設立さ
れた地方自治体の中核組織である九州観光推進機構が当
該事業者を選定した。（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）

18684
（株）ケー・シー・エス
福岡市博多区博多駅前１－
４－４

「長崎の公共交通機関を利用し
た観光振興に関する調査業務」
請負

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H17.7.14 2,954,700

（株）ケー・シー・エスとの間で締結している「長崎の公共交
通機関を利用した観光振興に関する調査業務」請負契約に
ついては、企画競争方式により選定されたものである。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18685

三菱UFJリサーチ＆コンサル
ティング(株)
東京都港区新橋１丁目１１番
７号

「九州ブロックにおける東アジア
との物流現況調査」に関する請
負

九州運輸局次長　宮地陽輔
福岡県北九州市門司区
西海岸１－３－１０

H17.8.11 4,963,800

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング(株)との間で締結して
いる「九州ブロックにおける東アジアとの物流現況調査」に
関する請負については、企画競争方式において選定された
ものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

　

18686

（株）オリエンタルコンサルタ
ンツ
福岡市博多区博多駅前３丁
目１０－２４

「阿蘇地域における地域と一体
となった公共交通体系の検討に
関する調査業務」請負

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H17.8.16 2,940,000

（株）オリエンタルコンサルタンツとの間で締結している「阿蘇
地域における地域と一体となった公共交通体系の検討に関
する調査業務」請負契約については、企画競争方式により
選定されたものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18687
（株）ケー・シー・エス
福岡市博多区博多駅前１－
４－４

「公共交通活性化による『人に
優しい』天神づくりに関する調査
業務」請負

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H17.8.16 4,784,850

（株）ケー・シー・エスとの間で締結している「公共交通活性
化による『人に優しい』天神づくりに関する調査業務」請負契
約については、企画競争方式により選定されたものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）



件数
契約の相手方の商号又

は名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

点検結果 講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

18688
（株）ジェイティービー
福岡市中央区長浜１－１－３
５

「アジア太平洋都市観光振興機
構（ＴＰＯ）観光展と連携した韓
国学校教育関係者等の福岡・九
州への招聘事業」請負

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H17.8.23 1,044,300

（株）ジェイティービーとの間で締結している「アジア太平洋
都市観光振興機構（ＴＰＯ）観光展と連携した韓国学校教育
関係者等の福岡・九州への招聘事業」については、韓国に
おけるマーケット調査についても多くの経験・実績を有し、旅
行業・観光業全般にわたる専門的な情報・知識を蓄積してい
ることから、当該事業者が適切である。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18689
（株）ジェイティービー
福岡市中央区長浜１－１－３
５

「アジア太平洋都市観光振興機
構（ＴＰＯ）観光展と連携した広
州学校教育関係者等の福岡・九
州への招聘事業」請負

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H17.8.23 1,423,450

（株）ジェイティービーとの間で締結している「アジア太平洋
都市観光振興機構（ＴＰＯ）観光展と連携した韓国学校教育
関係者等の福岡・九州への招聘事業」については、中国・韓
国におけるマーケット調査についても多くの経験・実績を有
しており、現地事情等に精通した調査事業を展開することが
可能であり本事業者が適切である。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18690
（株）日本旅行
長崎市五島町５－４８

新婚旅行開発事業に関する請
負契約

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H17.8.23 2,263,000

（株）日本旅行との間で締結している「新婚旅行開発事業に
関する請負契約」については、旅行業・観光業全般にわたる
専門的な情報・知識を蓄積していることから、新たな九州の
魅力をＰＲすることが期待できるので当該事業者が適切であ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18691
（株）西日本日中旅行社
福岡市博多区冷泉町５－３２

「海外の旅行社・マスコミ関係
者・その他誘致に資する企業等
招聘事業（ゴルフ団体誘致の為
の広州市ゴルフ関係者）」請負
契約

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H17.8.29 1,733,500

（株）西日本日中旅行社との間で締結している「海外の旅行
社・マスコミ関係者・その他誘致に資する企業等招聘事業
（ゴルフ団体誘致の為の広州市ゴルフ関係者）」について
は、官民一体となって九州観光を推進していくために設立さ
れた地方自治体の中核組織である九州観光推進機構が当
該事業者を選定した。（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）

18692
（株）ジェイティービー
福岡市中央区長浜１－１－３
５

「YOKOSO!JAPANトラベルマー
ト２００５ファムトリップ事業」請負

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H17.9.8 1,249,200

（株）ジェイティービーとの間で締結している
「YOKOSO!JAPANトラベルマート２００５ファムトリップ事業」
については、招聘するバイヤーは複数国にまたがるため、
複数の国のバイヤーに対して九州観光の魅力をアピールで
きることが必要不可欠であることから、これまでのランド経
験・実績がある当該事業者が適切である。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18693

（株）オリエンタルコンサルタ
ンツ
福岡市博多区博多駅前３丁
目１０－２４

「通勤交通マネジメント等の推進
による地球環境改善に関する調
査業務」請負

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H17.9.28 8,467,295

（株）オリエンタルコンサルタンツとの間で締結している「通勤
交通マネジメント等の推進による地球環境改善に関する調
査業務」請負契約については、企画競争方式により選定さ
れたものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18694
九州観光推進機構
福岡市中央区天神１－１０－
２４

「九州の認知度向上のための重
点地域テレビ番組制作会社、雑
誌社等の現場責任者招聘事業
（ＭＢＣ韓国文化放送、インター
ネット報道会社関係者等）」請負

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H17.10.4 2,189,600

 九州観光推進機構との間で締結している「九州の認知度向
上のための重点地域テレビ番組制作会社、雑誌社等の現
場責任者招聘事業（ＭＢＣ韓国文化放送、インターネット報
道会社関係者等）」については、官民一体となって九州観光
を推進していくために設立された地方自治体の中核組織で
ある九州観光推進機構が適切である。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）



件数
契約の相手方の商号又

は名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

点検結果 講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

18695
（財）みやざき観光コンベン
ション協会
宮崎県宮田町３－３６

「南九州への誘い事業」請負
九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H17.10.8 1,062,000

（財）みやざき観光コンベンション協会との間で締結している
「南九州への誘い事業」については、本事業の企画立案及
び実施運営を行う者であり競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18696
（株）西日本日中旅行社
福岡市博多区冷泉町５－３２

「海外の旅行社・マスコミ関係
者・その他誘致に資する企業等
招聘事業（ゴルフ団体誘致の為
の深圳市ゴルフ関係者）」請負

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H17.10.11 1,582,000

（株）西日本日中旅行社との間で締結している「海外の旅行
社・マスコミ関係者・その他誘致に資する企業等招聘事業
（ゴルフ団体誘致の為の深圳市ゴルフ関係者）」について
は、官民一体となって九州観光を推進していくために設立さ
れた地方自治体の中核組織である九州観光推進機構が当
該事業者を選定した。（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）

18697

世界観光学生サミット開催協
議会
大分県別府市十文字原１－
１

「世界観光学生サミット（観光
キーマン・メディアによる　　九州
観光・交流キャラバン事業」請負

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H17.11.1 2,041,710

世界観光学生サミット開催協議会との間で締結している「世
界観光学生サミット（観光キーマン・メディアによる九州観
光・交流キャラバン事業」については、当協議会が、本事業
の企画提案者でありその構成員は、事業を遂行する上での
現地との連絡・調整、企画･運営の能力などあらゆる面にお
いて優れており、当協議会にこれら事業を委託することが効
果的であり、相当な事業効果が期待できるものである。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18698
（株）日本旅行
長崎市五島町５－４８

「ツール・ド・九州」ハーレーダ
ビットソンのツーリングドキュメン
タリー作成による韓国市場への
情報発信事業」請負

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H17.11.4 2,284,000

（株）日本旅行との間で締結している「ツール・ド・九州」ハー
レーダビットソンのツーリングドキュメンタリー作成による韓
国市場への情報発信事業」請負契約については、ツール・
ド・九州事業実行委員会と協力し誘致活動を行うが、より効
率的な事業を行うためには同委員会が選定している当該事
業者が適切である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18699
東・中九州観光ルート協議会
熊本市手取本町１－１

「中国エージェント招聘事業」請
負

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H17.11.16 1,310,000

東・中九州観光ルート協議会との間で締結している「中国
エージェント招聘事業」については、本事業を遂行する上で
の現地との連絡・調整、企画･運営の能力などあらゆる面に
おいて優れており、同協議会にこれら事業を委託することが
効率的である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18700
九州観光推進機構
福岡市中央区天神１－１０－
２４

「九州広域観光モデルルート商
品造成支援事業（韓国から九州
へ旅行商品造成事業）」（韓国か
ら大学生卒業旅行等商品造成
支援事業）請負

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H17.11.25 1,500,000

 九州観光推進機構との間で締結している「九州広域観光モ
デルルート商品造成支援事業（韓国から九州へ旅行商品造
成事業）」（韓国から大学生卒業旅行等商品造成支援事業）
については、官民一体となって九州観光を推進していくため
に設立された地方自治体の中核組織である九州観光推進
機構が適切である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18701
（株）ジェイティービー
福岡市中央区長浜１－１－３
５

 「教育旅行誘致の為の教育関
係者招聘事業台湾からの教育
関係者）」請負

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H17.11.25 1,641,145

（株）ジェイティービーとの間で締結している「教育旅行誘致
の為の教育関係者招聘事業台湾からの教育関係者）」につ
いては、官民一体となって九州観光を推進していくために設
立された地方自治体の中核組織である九州観光推進機構
が当該事業者を選定した。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）



件数
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18702
（株）ジェイティービー
福岡市中央区長浜１－１－３
５

「大連市・青島市からの政府観
光機関及び旅行社招聘事業」請
負

九州運輸局長 与田俊和　福
岡市博多区博多駅東２丁目
１０番７号

H17.11.30 1,170,000

（株）ジェイティービーとの間で締結している「大連市・青島市
からの政府観光機関及び旅行社招聘事業」については、官
民一体となって九州観光を推進していくために設立された西
九州国際観光ルート協議会が当該事業者選定した。（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）

18703
九州産業交通（株）
熊本市桜町３－１０

「シンガポール教育関係者招聘
事業」請負

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H17.12.1 1,320,700

九州産業交通（株）との間で締結している「シンガポール教
育関係者招聘事業」については、今回の招聘コースが熊本
を中心とし、長崎県へ向かうコースとなっていることから、特
に熊本県における教育施設の見学については、他の大手旅
行社よりもきめ細かいアピールができる当該事業者が教育
旅行に適している。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18704
（株）ジェイティービー
福岡市中央区長浜１－１－３
５

「教育旅行誘致の為の教育関係
者招聘事業（上海・日本修学旅
行視察団）」請負

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H17.12.2 2,153,750

（株）ジェイティービーとの間で締結している「教育旅行誘致
の為の教育関係者招聘事業（上海・日本修学旅行視察団）」
については、官民一体となって九州観光を推進していくため
に設立された地方自治体の中核組織である九州観光推進
機構が当該事業者を選定した。（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）

18705
（株）日本旅行
長崎市五島町５－４８

「北京市教育旅行誘致事業」請
負

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H17.12.2 4,234,200

（株）日本旅行との間で締結している「北京市教育旅行誘致
事業」請負契約については、実績、ノウハウ、組織力等に加
え事業実施主体である（財）ながさき地域政策研究所との強
力な連携がとれるため当該事業者が適切である。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18706
（株）システム開発タカラ
長崎県佐世保市湊町２－１３

「九州観光ＰＲラッピングバス事
業（上海）」請負

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H17.12.5 1,596,000

（株）システム開発タカラとの間で締結している「九州観光Ｐ
Ｒラッピングバス事業（上海）」については、官民一体となっ
て九州観光を推進していくために設立された地方自治体の
中核組織である九州観光推進機構が当該事業者を選定し
た。（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）

18707
（株）ジェイティービー
福岡市中央区長浜１－１－３
５

「海外の旅行社・マスコミ関係
者・その他誘致に資する企業等
招聘事業（中国国際旅行社・九
州ファムトリップ）」請負

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H17.12.9 1,381,000

（株）ジェイティービーとの間で締結している「海外の旅行社・
マスコミ関係者・その他誘致に資する企業等招聘事業（中国
国際旅行社・九州ファムトリップ）」については、官民一体と
なって九州観光を推進していくために設立された地方自治
体の中核組織である九州観光推進機構が当該事業者を選
定した。（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）

18708
（株）ジェイティービー
福岡市中央区長浜１－１－３
５

「教育旅行誘致の為の教育旅行
関係者招聘事業（広州市教育関
係者）」請負

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H17.12.12 1,594,750

（株）ジェイティービーとの間で締結している「教育旅行誘致
の為の教育旅行関係者招聘事業（広州市教育関係者）」に
ついては、官民一体となって九州観光を推進していくために
設立された地方自治体の中核組織である九州観光推進機
構が当該事業者を選定した。（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）
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18709
小林記録紙（株）
東京都中央区新富１－８－１

検査標章インクリボンの購入
九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H17.12.14 3,486,000

小林記録紙（株）との間で締結している「検査標章インクリボ
ン」の購入については、当該ステッカー用インクリボンが、プ
リンター適正評価・ラベル印字適正評価・対候性試験をクリ
アーしたオーダー製品（特注品）であるので、他に相手方は
存在せず、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
年度から一般競争入
札に移行）

18710
九州観光推進機構
福岡市中央区天神１－１０－
２４

「九州広域観光モデルルート商
品造成支援事業（韓国から九州
へ旅行商品造成事業）」（韓国か
ら九州へ旅行商品造成事業）請
負

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H17.12.28 1,500,000

 九州観光推進機構との間で締結している「九州広域観光モ
デルルート商品造成支援事業（韓国から九州へ旅行商品造
成事業）」（韓国から九州へ旅行商品造成事業)については、
官民一体となって九州観光を推進していくために設立された
地方自治体の中核組織である九州観光推進機構が適切で
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18711
西鉄情報システム（株）
福岡市中央区渡辺通２－９
－３

「災害時における交通機関別運
行（航）情報提供システムのメー
ル一斉配信システムの実証実
験」請負

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H18.1.6 4,462,500

西鉄情報システム（株）との間で締結している「災害時にお
ける交通機関別運行（航）情報提供システムのメール一斉
配信システムの実証実験」請負については、鉄道・バス・旅
客船の複数の交通事業に関する情報提供のあり方や利用
者ニーズに関する情報を把握しており、かつ、システムの開
発及び運用に関する分析・解析等の専門的知識と実験・調
査方法に関するノウハウを有しているため当該事業者が適
切である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18712

更生会社ハウステンボス
（株）
佐世保市ハウステンボス町１
－１

「ＹＯＫＯＳＯ！ＪＡＰＡＮ　ＷＥＥＫ
Ｓ　２００６」　請負

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H18.1.16 1,050,000

更生会社ハウステンボス（株）との間で締結している「ＹＯＫＯ
ＳＯ！ＪＡＰＡＮ　ＷＥＥＫＳ　２００６」については、本事業を展
開する上での施設の知名度、訪問のし易さ、施設内でのイ
ベント実施など総合面において優れており、同社にこれら事
業を委託することが適切である。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18713
九州観光推進機構
福岡市中央区天神１－１０－
２４

「海外の旅行社・マスコミ関係
者・その他誘致に資する企業等
招聘事業（上海・南京説明会参
加旅行関係者）」に関する請負

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H18.1.24 2,210,300

 九州観光推進機構との間で締結している「海外の旅行社・
マスコミ関係者・その他誘致に資する企業等招聘事業（上
海・南京説明会参加旅行関係者）」については、官民一体と
なって九州観光を推進していくために設立された地方自治
体の中核組織である九州観光推進機構が適切である。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18714
イデアパートナーズ（株）
福岡市中央区天神４－２－３
６

「ＪＲ久大線を活用した観光によ
る沿線地域の活性化方策に関
する調査業務」請負

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H18.1.25 3,000,000

イデアパートナーズ（株）との間で締結している「ＪＲ久大線を
活用した観光による沿線地域の活性化方策に関する調査
業務」請負契約については、企画競争方式により選定され
たものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18715
（株）日本旅行
北九州市小倉北区米町１－
１－２１

「産業観光モニターツアー事業」
に関する請負

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H18.2.9 1,408,465

（株）日本旅行との間で締結している「産業観光モニターツ
アー事業」については、国際チャーター便の実施経験は豊
富であること。支店レベルでのインバウンド事業への取り組
み体制が確立されていること。韓国内での集客システムが
整備されていること。により当該事業者が適切である。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）
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18716
九州観光推進機構
福岡市中央区天神１－１０－
２４

「九州の認知度向上のための重
点地域テレビ番組制作会社、雑
誌社等の現場責任者招聘事業
（ＭＢＣ韓国文化放送、インター
ネット報道会社関係者等）」請負

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H18.2.9 1,921,580

 九州観光推進機構との間で締結している「九州の認知度向
上のための重点地域テレビ番組制作会社、雑誌社等の現
場責任者招聘事業（ＭＢＣ韓国文化放送、インターネット報
道会社関係者等）]については、官民一体となって九州観光
を推進していくために設立された地方自治体の中核組織で
ある九州観光推進機構が適切である。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18717

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

「レンタカーのナビシステムを活
用した個人旅行ツアー造成のた
めの海外旅行エージェントへの
情報提供事業」に関する請負

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H18.2.9 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「レン
タカーのナビシステムを活用した個人旅行ツアー造成のた
めの海外旅行エージェントへの情報提供事業」に関する請
負については、都市・地域計画、道路、建設、情報など継続
的に総合コンサルタント業務を行っており、また、同様な業
務実績、ノウハウ、組織力等あらゆる面において優れており
当該事業者が適切である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18718
九州観光推進機構
福岡市中央区天神１－１０－
２４

「海外の旅行社・マスコミ関係
者・その他誘致に資する企　業
等招聘事業（浙江省友好交流団
体関係者）」に関する請　負

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H18.2.20 1,127,000

 九州観光推進機構との間で締結している「海外の旅行社・
マスコミ関係者・その他誘致に資する企　業等招聘事業（浙
江省友好交流団体関係者）」については、官民一体となって
九州観光を推進していくために設立された地方自治体の中
核組織である九州観光推進機構が適切である。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18719
（株）西日本日中旅行社
福岡市博多区冷泉町５－３２

「中国・広東省からのマスコミ等
招聘事業（孫文ツアー事業）」請
負

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H18.2.20 1,257,000

（株）西日本日中旅行社との間で締結している「中国・広東
省からのマスコミ等招聘事業（孫文ツアー事業）」について
は、中国の訪日旅行を取扱う旅行社に広く知られていると共
に信頼も厚く、また、旅行社以外にも大学教授、現地広告業
者、行政関係者など、幅広く人脈を持っている当該事業者が
適切である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18720
九州観光推進機構
福岡市中央区天神１－１０－
２４

「九州広域観光モデルルート商
品造成支援事業（台湾新聞　広
告タイアップ事業）」請負

九州運輸局長 与田俊和　福
岡市博多区博多駅東２丁目
１０番７号

H18.2.20 1,926,750

 九州観光推進機構との間で締結している「九州広域観光モ
デルルート商品造成支援事業（台湾新聞　広告タイアップ事
業）]については、官民一体となって九州観光を推進していく
ために設立された地方自治体の中核組織である九州観光
推進機構が適切である。（会計法第２９条の３第５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）

18721

南九州広域観光ルート協議
会
熊本県熊本市水前寺６－１８
－１

「感動・湯（ゆ）ったり南九州健康
ツアー商品造成事業」 に関する
請負

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H18.2.21 1,587,475

南九州広域観光ルート協議会との間で締結している「感動・
湯（ゆ）ったり南九州健康ツアー商品造成事業」については、
官民一体となって九州観光を推進していくために設立された
地方自治体の中核組織である当協議会が適切である。（会
計法第２９条の３第５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）

18722
（株）ジェイティービー
福岡市中央区長浜１－１－３
５

「海外の旅行社・マスコミ関係
者・その他誘致に資する企　業
等招聘事業（台湾の旅行会社及
びテレビ局等招聘事業）」　に関
する請負

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H18.2.28 2,222,900

（株）ジェイティービーとの間で締結している「海外の旅行社・
マスコミ関係者・その他誘致に資する企　業等招聘事業（台
湾の旅行会社及びテレビ局等招聘事業）」については、台湾
のテレビ局・旅行会社・航空会社ともこれまでの事業展開を
通じて良好な関係を継続していること、さらにはマーケット調
査等についても多くの経験・実績を有し、旅行業・観光業全
般にわたる専門的な情報・知識を蓄積していることから当該
事業者が適切である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）



件数
契約の相手方の商号又

は名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

点検結果 講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

18723
（株）ジェイティービー
福岡市中央区長浜１－１－３
５

「教育旅行誘致のための教育関
係者招聘事業（遼寧省瀋陽市教
育関係者招聘）」に関する請負

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H18.3.3 1,030,000

（株）ジェイティービーとの間で締結している「教育旅行誘致
のための教育関係者招聘事業（遼寧省瀋陽市教育関係者
招聘）」については、中国におけるマーケット調査についても
多くの経験・実績を有し、旅行業・観光業全般にわたる専門
的な情報・知識を蓄積していることから、現地事情等に精通
した調査事業を展開することが期待できるため当該事業者
が適切である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

18724
(株)成山堂書店
東京都新宿区南元町４番地
５１

平成17年度海運六法他の購入
九州運輸局次長　宮地陽輔
福岡県北九州市門司区
西海岸１－３－１０

H18.3.13 3,050,208

(株)成山堂書店との間で締結している「平成17年度海運六
法他」の購入については、時価に比べて著しく有利な価格を
もって契約ができる出版元の事業者であり、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
年度から競争入札に
移行）

18725
九州観光推進機構
福岡市中央区天神１－１０－
２４

 「九州観光セミナー開催事業
（韓国ソウル特別市九州観光説
明会）」に関する請負

九州運輸局長 与田俊和
福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番７号

H18.3.17 1,615,000

 九州観光推進機構との間で締結している「九州観光セミ
ナー開催事業（韓国ソウル特別市九州観光説明会）」につい
ては、官民一体となって九州観光を推進していくために設立
された地方自治体の中核組織である九州観光推進機構が
適切である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）



18726
東芝電機サービス（株）
東京都新宿区西新宿２－７－
１

平成１７年度釧路空港灯火・電
力監視制御システム保守請負

東京航空局長　辻村　邦康
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.4.1 12,075,000

東芝電機サービス（株）との間で締結している平成１７年度釧
路空港灯火・電力監視制御システム保守請負については、
既存システムの設計及び製造を行った者以外の者が実施し
た場合は、効率性、信頼性等の観点から、その業務に膨大
な時間と要因が必要となる。また、正常な運用に支障を来す
おそれがあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18727
八洲電機（株）
東京都港区新橋３－１－１

平成１７年度新潟空港灯火・電
力監視制御システム保守請負

東京航空局長　辻村　邦康
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.4.1 9,555,000

八洲電機（株）との間で締結している平成１７年度新潟空港
灯火・電力監視制御システム保守請負については、既存シ
ステムの設計及び製造を行った者以外の者が実施した場合
は、効率性、信頼性等の観点から、その業務に膨大な時間
と要因が必要となる。また、正常な運用に支障を来すおそれ
があるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18728
サンケン電気（株）
埼玉県新座市北野３－６－３

平成１７年度稚内空港灯火・電
力監視制御システム保守請負

東京航空局長　辻村　邦康
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.4.1 2,226,000

サンケン電気（株）との間で締結している平成１７年度稚内空
港灯火・電力監視制御システム保守請負については、既存
システムの設計及び製造を行った者以外の者が実施した場
合は、効率性、信頼性等の観点から、その業務に膨大な時
間と要因が必要となる。また、正常な運用に支障を来すおそ
れがあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18729
サンケン電気（株）
埼玉県新座市北野３－６－３

平成１７年度函館空港灯火・電
力監視制御システム保守請負

東京航空局長　辻村　邦康
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.4.1 1,869,000

サンケン電気（株）との間で締結している平成１７年度函館空
港灯火・電力監視制御システム保守請負については、既存
システムの設計及び製造を行った者以外の者が実施した場
合は、効率性、信頼性等の観点から、その業務に膨大な時
間と要因が必要となる。また、正常な運用に支障を来すおそ
れがあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18730
日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋２－１５－
１２

共済経理システム・短期給付シ
ステム等の借上

東京航空局長　辻村　邦康
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.4.1 854,280

日立キャピタル（株）との間で締結している共済経理システ
ム・短期給付システム等の借上については、共済組合本部
及び他支部との業務の一元化を図るため。（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)

18731

東京都個人タクシー協同組
合
東京都中野区弥生町５－６－
６

乗用旅客自動車借上
東京航空局長　辻村　邦康
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.4.1 28,315,080

東京都個人タクシー協同組合との間で締結している乗用旅
客自動車借上については、都内近郊の道路情報を熟知し、
保有台数が多く事故等突発的な事態にも迅速に対応出来る
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

単価契約関
東運輸局認
可料金によ

る

講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

18732
東京無線協同組合
東京都杉並区高円寺２－１１
－２０

乗用旅客自動車借上
東京航空局長　辻村　邦康
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.4.1 20,518,180

東京無線協同組合との間で締結している乗用旅客自動車借
上については、都内近郊の道路情報を熟知し、保有台数が
多く事故等突発的な事態にも迅速に対応出来るため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

単価契約関
東運輸局認
可料金によ

る

18733
日本交通（株）
東京都品川区八潮３－２－３
４

乗用旅客自動車借上
東京航空局長　辻村　邦康
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.4.1 16,175,200

日本交通（株）との間で締結している乗用旅客自動車借上に
ついては、都内近郊の道路情報を熟知し、保有台数が多く
事故等突発的な事態にも迅速に対応出来るため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

単価契約関
東運輸局認
可料金によ

る

18734

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

東京航空局複写機９台の賃貸
借及び保守・消耗品の供給

東京航空局長　辻村　邦康
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.4.1 4,943,203

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
ている東京航空局複写機９台の賃貸借及び保守・消耗品の
供給については、継続して使用する必要があるため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(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1
枚～14円ほ

か

18735
ＮＥＣリース（株）
東京都港区芝５－２９－１１

東京航空局ネットワークシステ
ム調達（２５１台）

東京航空局長　辻村　邦康
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.4.1 4,186,350
ＮＥＣリース（株）との間で締結している東京航空局ネットワー
クシステム調達（２５１台）については、継続して使用する必
要があるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(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)

18736
日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋２－１５－
１２

文書ファイリングシステム１式の
賃貸借

東京航空局長　辻村　邦康
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.4.1 3,402,000
日立キャピタル（株）との間で締結している文書ファイリング
システム１式の賃貸借については、継続して使用する必要が
あるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(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)

18737
ＮＥＣリース（株）
東京都港区芝５－２９－１１

パーソナルコンピュータ及びソフ
トウェア（地方駐在検査官分１８
式）の賃貸借

東京航空局長　辻村　邦康
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.4.1 2,732,940

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
タ及びソフトウェア（地方駐在検査官分１８式）の賃貸借につ
いては、継続して使用する必要があるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(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)



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

18738
ＮＥＣリース（株）
東京都港区芝５－２９－１１

人事情報処理システム賃貸借
東京航空局長　辻村　邦康
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.4.1 1,174,320
ＮＥＣリース（株）との間で締結している人事情報処理システ
ム賃貸借については、継続して使用する必要があるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

18739

インフォメーション・ハンドリン
グ・サービシズ・ジャパン（株）
東京都渋谷区恵比寿１－２１
－８

ＦＡＡファイルの賃貸借
東京航空局長　辻村　邦康
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.4.1 997,500

インフォメーション・ハンドリングサービシズ・ジャパン（株）と
の間で締結しているＦＡＡファイルの賃貸借については、行政
目的を達成するために不可欠な情報であり、当該情報の販
売権を有しているのは米国インフォメーション・ハンドリング・
サービシズ社のみであり、日本における当該情報を提供す
ることが可能なインフォメーション・ハンドリング・サービシズ・
ジャパン（株）から、継続して提供を受ける必要があるもので
あるため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

18740
八洲電機（株）
東京都港区新橋３－１－１

平成１７年度　新千歳空港灯火・
電力監視制御システム保守請
負

新千歳空港事務所長　手嶋
正次　北海道千歳市美々

H17.4.1 11,025,000

八洲電機（株）との間で締結している平成１７年度　新千歳空
港灯火・電力監視制御システム保守請負については、灯火・
電力監視制御システムは（株）日立製作所の設計・製作によ
るもので、同社はシステムの構成、機能について熟知してお
り保守及び緊急対応を安全、円滑、確実に実施出来る。尚、
（株）日立製作所は航空局における受注契約について、八洲
電機（株）を総代理店としているため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18741
千歳地区ハイヤー事業協同
組合
北海道千歳市北斗４－２

平成１７年度　車両借上げ
新千歳空港事務所長　手嶋
正次　北海道千歳市美々

H17.4.1 3,430,050

千歳地区ハイヤー事業協同組合との間で締結している平成
１７年度車両借上げについては、当事務所が管理する航空
保安施設の管理及び連絡機関との調整等に要する交通手
段の確保を目的としている為迅速な対応の出来る千歳市内
の営業者であることが望ましく、また、標記組合は千歳地区
のハイヤー事業の事務を一括しいるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

単価契約北
海道Ｃ地区

認可料金

18742
富士通リース（株）
東京都新宿区西新宿２－７－
１

平成１７年度　パーソナルコン
ピュータ及びソフトウェア（２７式）
の賃貸借

新千歳空港事務所長　手嶋
正次　北海道千歳市美々

H17.4.1 2,128,644

富士通リース（株）との間で締結している平成１７年度パーソ
ナルコンピュータ及びソフトウェア（２７式）の賃貸借について
は、継続して使用する必要があるため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(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)

18743
北海道リコー（株）
北海道札幌市北区北七条西
４－１２

平成１７年度　デジタル複写機１
台（運航情報官コピー室）の賃
貸借及び保守等請負

新千歳空港事務所長　手嶋
正次　北海道千歳市美々

H17.4.1 1,536,776

北海道リコー（株）との間で締結している平成１７年度デジタ
ル複写機１台（運航情報官コピー室）の賃貸借及び保守等
請負については、継続して使用する必要があるため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(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)

単価契約賃
貸借料　７２
０,０００　　1

～3000枚
5.38円ほか



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

18744
北海道リコー（株）
北海道札幌市北区北七条西
４－１２

平成１７年度　コピー機能付ＦＡ
Ｘ１台（総務課）の賃貸借及び保
守等請負

新千歳空港事務所長　手嶋
正次　北海道千歳市美々

H17.4.1 877,300

北海道リコー（株）との間で締結している平成１７年度コピー
機能付ＦＡＸ１台（総務課）の賃貸借及び保守等請負につい
ては、継続して使用する必要があるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり

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

単価契約賃
貸借料　４５
０,０００　　カ

ラー1～
1000枚

28.1円ほか

18745
相模中央交通（株）
神奈川県厚木市栄町１－１－
７

車両借上契約－１
大和航空路監視レーダー事
務所長　吉田　均　神奈川県
大和市柳橋4-24-12

H17.4.1 2,128,140

相模中央交通（株）との間で締結している車両借上契約ー１
については、当所及び当所所掌の航空保安施設等の近隣
に営業所を有し、巡回経路についても熟知しおり、保有車両
数も多く迅速な配車対応が可能である。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

単価契約平
成１５年８月

２１日関東
運輸局認可

のとおり

18746
神奈川都市交通（株）
神奈川県横浜市西区桜木町
７－４１

車両借上契約－2
大和航空路監視レーダー事
務所長　吉田　均　神奈川県
大和市柳橋4-24-12

H17.4.1 1,829,170

神奈川都市交通（株）との間で締結している車両借上契約ー
2については、当所及び当所所掌の航空保安施設等の近隣
に営業所を有し、巡回経路についても熟知しおり、保有車両
数も多く迅速な配車対応が可能である。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

単価契約平
成９年３月１
０日関東運

輸局認可の
とおり

18747
セコム（株）
東京都渋谷区神宮前１－５－
１

機械警備請負
大和航空路監視レーダー事
務所長　吉田　均　神奈川県
大和市柳橋4-24-12

H17.4.1 1,600,080

セコム（株）との間で締結している機械警備請負については、
左記業者は、今までに当所所掌の航空保安施設等の機械
警備の実績を有し、施設を十分に熟知している。また、施設
の近傍に待機所を有し、迅速な対応が可能であり、人員及
び車両等の体制が充実している。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18748

キヤノンシステムアンドサ
ポート（株）
東京都品川区東品川２－２－
４

複写機保守管理
大和航空路監視レーダー事
務所長　吉田　均　神奈川県
大和市柳橋4-24-12

H17.4.1 1,000,526

キャノンシステムアンドサポート（株）との間で締結している複
写機保守管理については、左記業者は、対象物件の販売代
理店であり、構造、機能に詳しい技術者が多数在籍し、消耗
品、交換部品の調達、故障の際の迅速な対応が可能であ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

単価契約基
本料金

33,400円
（4,000枚ま
で）従量料
金4,001枚

～5.6円



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

18749
箱根登山ハイヤー（株）
神奈川県小田原市板橋１３３
－１

車両借上契約－３
大和航空路監視レーダー事
務所長　吉田　均　神奈川県
大和市柳橋4-24-12

H17.4.1 485,600

箱根登山ハイヤー（株）との間で締結している車両借上契
約ー３については、左記業者は、当所及び当所所掌の航空
保安施設等の近隣に営業所を有し、巡回経路についても熟
知しおり、保有車両数も多く迅速な配車対応が可能である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

単価契約平
成１０年４月

３０日関東
運輸局認可

のとおり

18750
サンケン電気（株）
埼玉県新座市北野３－６－３

平成１７年度仙台空港灯火・電
力監視制御システム保守請負

仙台空港事務所長　西垣　倍
治　宮城県名取市下増田字
南原

H17.4.1 6,142,500

サンケン電気（株）との間で締結している平成１７年度仙台空
港灯火・電力監視制御システム保守請負については、当該
設備はサンケン電気（株）の設計・製作によるものであり、保
守及び緊急対応には機器の専門知識が不可欠のため。（会
計法第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)

18751
稲荷タクシー（有）
宮城県仙台市太白区中田６
－７－３５

車両借上
仙台空港事務所長　西垣　倍
治　宮城県名取市下増田字
南原

H17.4.1 2,507,160

稲荷タクシー（有）との間で締結している車両借上について
は、左記業者は、空港所在置において多くの配車台数を有
し、配車も迅速であり、緊急時の対応も信頼性があるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

単価契約認
可料金

18752

三菱電機ビルテクノサービス
（株）
東京都千代田区大手町２－６
－２

昇降機保守点検
仙台空港事務所長　西垣　倍
治　宮城県名取市下増田字
南原

H17.4.1 1,171,800

三菱電気ビルテクノサービス（株）との間で締結している昇降
機保守点検については、当該設備は三菱電機（株）製であ
り、保守及び緊急対応には機器の専門知識が不可欠のた
め。（会計法第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)

18753
リコー東北（株）
宮城県仙台市青葉区五橋１
－５－３

電子複写機２台の賃貸借及び
保守等

仙台空港事務所長　西垣　倍
治　宮城県名取市下増田字
南原

H17.4.1 2,997,343
リコー東北（株）との間で締結している電子複写機２台の賃
貸借及び保守等については、継続して使用する必要がある
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(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
ソート機能
有り：月額

基本料
17,000円単
価モノクロ

4.8円カラー
35円ほか

18754
東京空港冷暖房（株）
東京都大田区羽田空港３－５
－９

平成１７年度東京空港事務所庁
舎冷熱・温熱受給

東京空港事務所長　江原　信
太　東京都大田区羽田空港３
－３－１

H17.4.1 54,227,202

東京空港冷暖房（株）との間で締結している平成１７年度東
京空港事務所庁舎冷熱・温熱受給については、国有財産法
に基づく使用許可及び空港管理規則に基づく構内営業承認
を受けて供給を行うことが可能な業者が一に限られ、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

単価契約基
本料金（冷

熱）４，９３０
円　ＭＪ／ｈ

ほか



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

18755
（株）山武
東京都千代田区丸の内２－７
－３

平成１７年度東京国際空港機械
設備用監視制御システム保全
業務

東京空港事務所長　江原　信
太　東京都大田区羽田空港３
－３－１

H17.4.1 17,801,175

（株）山武との間で締結している平成１７年度東京国際空港
機械設備用監視制御システム保全業務については、当該シ
ステムは、航空保安用管制及び無線施設等重要施設の用
に供するものであり、当該システムの設計及び製造者以外
が実施した場合は、効率性、信頼性が保てないと共に、正常
な運用に支障を来すおそれがあるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18756

（株）沖電気カスタマアドテッ
ク
東京都江東区木場２－７－２
３

東京国際空港消防緊急情報シ
ステム保守請負

東京空港事務所長　江原　信
太　東京都大田区羽田空港３
－３－１

H17.4.1 4,294,500

（株）沖電気カスタマアドテックとの間で締結している東京国
際空港消防緊急情報システム保守請負については、本シス
テムは、各装置のすべてに渡り独自に開発し製造設置した
ものである。それ以外のものが実施した場合、本システムの
的確な運用に支障をきたすおそれがあるため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18757
（株）櫻商会
東京都大田区京浜島２－１４
－１１

平成１７年度塵芥排出処理
東京空港事務所長　江原　信
太　東京都大田区羽田空港３
－３－１

H17.4.1 4,038,227

（株）櫻商会との間で締結している塵芥排出処理処理につい
ては、国有財産法に基づく使用許可及び空港管理規則に基
づく構内営業承認を受けて処理が可能な業者が一に限ら
れ、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

単価契約塵
芥排出処理
３５円／ｋｇ

排蛍光管処
理　　　　　２
００円／ｋｇ

18758
（株）オタリス
東京都大島町元町字地の岡
６４－８４

大島空港出張所庁舎清掃業務
東京空港事務所長　江原　信
太　東京都大田区羽田空港３
－３－１

H17.4.1 3,248,700

（株）オタリスとの間で締結している大島空港出張所庁舎清
掃業務については、左記業者は、大島島内唯一の総合ビル
清掃業者でり、業務実施能力においても十分であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18759
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３－３

平成１７年度空港座標管理シス
テム保守請負

東京空港事務所長　江原　信
太　東京都大田区羽田空港３
－３－１

H17.4.1 2,205,000
（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結している平成１７年
度空港座標管理システム保守請負については、技術的理由
により競争が存在しないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18760
カネコ冷熱（株）
東京都大島町元町字新込１２
６－９４

平成１７年度大島空港機械設備
保全業務

東京空港事務所長　江原　信
太　東京都大田区羽田空港３
－３－１

H17.4.1 2,034,060

カネコ冷熱（株）との間で締結している平成１７年度大島空港
機械設備保全業務については、本業務の対象設備は、航空
保安無線施設等重要施設の用に供するものであり、当該保
全業務を実施できる有資格業者が島内に指定業者以外にな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18761

日本経済新聞朝日新聞羽田
専売所
東京都大田区萩中３－２８－
２

平成１７年度朝日新聞（１１部／
月・１２月）他４点の購入

東京空港事務所長　江原　信
太　東京都大田区羽田空港３
－３－１

H17.4.1 1,606,452

日本経済新聞朝日新聞羽田専売所との間で締結している平
成１７年度朝日新聞（１１部／月・１２月）他４点の購入につい
ては、新聞は地域専売制となっており、当局所在地域の専
売者は左記業者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

18762
ユニアデックス（株）
東京都江東区豊洲１－１－１

東京空港事務所内ネットワーク
管理業務

東京空港事務所長　江原　信
太　東京都大田区羽田空港３
－３－１

H17.4.1 1,559,250

ユニアデックス（株）との間で締結している東京空港事務所
内ネットワーク管理業務については、当所内ネットワークは、
国土交通省が管理する総合行政情報通信基盤（航空ＷＡ
Ｎ）の一部であるため、内容を熟知し、所内ネットワーク及び
航空ＷＡＮの両者を設計導入した者である必要がある。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18763
日本ゴンドラ（株）
東京都中央区八丁堀２－２３
－１

平成１７年度東京空港事務所庁
舎ゴンドラ設備保守

東京空港事務所長　江原　信
太　東京都大田区羽田空港３
－３－１

H17.4.1 1,269,555

日本ゴンドラ（株）との間で締結している平成１７年度東京空
港事務所庁舎ゴンドラ設備保守については、設計・製造した
業者であり、取り扱い及び整備要領等についても熟知してい
る。また、当該業者以外に保守を請け負う業者がいないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18764
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

航空機騒音監視中央処理装置
保守

東京空港事務所長　江原　信
太　東京都大田区羽田空港３
－３－１

H17.4.1 1,018,500

日本電気（株）との間で締結している航空機騒音監視中央処
理装置保守については、障害の発生を未然に回避し、装置
が常に 良の状態を維持できるよう保守を行うものであり、
本装置の製造を行った者でなければ正常な運用に支障を来
す恐れがあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18765

東京都個人タクシー協同組
合
東京都中野区弥生町５－６－
６

車両借上契約（東京都個人タク
シー協同組合）

東京空港事務所長　江原　信
太　東京都大田区羽田空港３
－３－１

H17.4.1 10,569,980

東京都個人タクシー協同組合との間で締結している車両借
上契約については、左記業者は、単一組織としては業界
大の共同体であり、車両の保有台数が も多いことから、配
車等での迅速な対応が可能であり、他地域の協同組合と提
携しているので、確実で効率的な利用を図ることができるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

単価契約平
成７年２月２
１日関東運

輸局認可の
とおり

18766
ＮＥＣリース（株）
東京都港区芝５－２９－１１

サーバー及びソフトウェア６式他
３点の賃貸借

東京空港事務所長　江原　信
太　東京都大田区羽田空港３
－３－１

H17.4.1 8,334,900
ＮＥＣリース（株）との間で締結しているサーバー及びソフト
ウェア６式他３点の賃貸借については、継続して使用する必
要があるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(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)

18767

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

平成１７年度電子複写機（６０枚
機及び４０枚機）保守及び消耗
品の供給

東京空港事務所長　江原　信
太　東京都大田区羽田空港３
－３－１

H17.4.1 7,257,068

コニカミノルタビジネスソリューションズ（株）との間で締結し
ている平成１７年度電子複写機（６０枚機及び４０枚機）保守
及び消耗品の供給については、製造を行った業者であり、国
内総販売元である当該業者が唯一保守業務を請け負ってい
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

単価契約単
価契約６０

枚機
基本料金

9,000円
2,001～

5,000枚 　４
円ほか



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

18768
日本交通（株）
東京都品川区八潮３－２－３
４

平成１７年度航空管制技術官車
両借上契約（江東空港その他２
箇所）

東京空港事務所長　江原　信
太　東京都大田区羽田空港３
－３－１

H17.4.1 5,430,550

日本交通（株）との間で締結している平成１７年度航空管制
技術官車両借上契約（江東空港その他２箇所）については、
左記業者は、夜間等の緊急時において速やかに対応できる
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

単価契約平
成９年３月１
０日関東運

輸局認可の
とおり

18769
東邦警備保障（株）
東京都目黒区下目黒１－２－
２２

警備用監視カメラ支柱・倒壊に
伴う特別警備業務

東京空港事務所長　江原　信
太　東京都大田区羽田空港３
－３－１

H17.4.1 5,140,590

東邦警備保障（株）との間で締結している警備用監視カメラ
支柱・倒壊に伴う特別警備業務については、警備業務を実
施するにあたっては、空港制限区域に係る特殊性、諸規則
等その他注意事項を熟知したものが必要とされることから平
成１７年度の空港警備保安業務請負の落札者であり契約予
定者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18770
東京リコー（株）
東京都中央区銀座８－１８－
１１

平成１７年度電子複写機（カラー
機及び大判機）保守及び消耗品
の供給

東京空港事務所長　江原　信
太　東京都大田区羽田空港３
－３－１

H17.4.1 2,832,963

東京リコー（株）との間で締結している平成１７年度電子複写
機（カラー機及び大判機）保守及び消耗品の供給について
は、左記業者は、製造を行った業者であり、当該業者が東京
地区で唯一保守業務を請け負っているため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

単価契約フ
ルカラー

基本料金
2,600円　1
～1,000枚

34.6円ほか

18771
日本交通（株）
東京都品川区八潮３－２－３
４

車両借上契約（日本交通（株））
東京空港事務所長　江原　信
太　東京都大田区羽田空港３
－３－１

H17.4.1 2,774,960

日本交通（株）との間で締結している車両借上契約について
は、左記業者は、株式会社としては業界 大の法人で、車
両の保有台数が も多いことから、配車等での迅速な対応
が可能であり、他地域の日本交通（株）と提携しているので、
確実で効率的な利用を図ることができるため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

単価契約平
成９年３月１
０日関東運

輸局認可の
とおり

18772
（株）エアポートマックス
東京都大田区羽田空港３－３
－２

東京国際空港貴賓室清掃等作
業

東京空港事務所長　江原　信
太　東京都大田区羽田空港３
－３－１

H17.4.1 2,204,370

（株）エアポートマックスとの間で締結している東京国際空港
貴賓室清掃等作業については、天皇皇后両陛下をはじめ諸
外国からの賓客が使用する貴賓室を清掃するにあたり、保
安上の問題や急なスケジュール変更への即応体制が不可
欠であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

単価契約全
室使用

６１，９５０円
／㎡　　　１

室使用
５２，０８０円

／㎡

18773
三原観光自動車（株）
東京都大島町元町馬の背２６
２－８

平成１７年度航空管制技術官車
両借上契約（大島）

東京空港事務所長　江原　信
太　東京都大田区羽田空港３
－３－１

H17.4.1 1,597,280

三原観光自動車（株）との間で締結している平成１７年度航
空管制技術官車両借上契約（大島）については、左記業者
は、夜間等の緊急時において速やかに対応できるため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

単価契約平
成９年４月８
日関東運輸
局認可のと

おり



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

18774
（株）トヨタレンタリース東京
東京都千代田区九段南２－３
－１８

平成１７年度乗用自動車借り上
げ（総務課）

東京空港事務所長　江原　信
太　東京都大田区羽田空港３
－３－１

H17.4.1 1,527,120

（株）トヨタレンタリース東京との間で締結している平成１７年
度乗用自動車借り上げ（総務課）については、新規に契約す
るよりも前契約の車両を継続する方が経済的効果が高いた
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)

18775
協立情報通信（株）
東京都港区浜松町１－９－１
０

技術保守管理情報システム用
サーバー賃貸借及び保守（電気
課）

東京空港事務所長　江原　信
太　東京都大田区羽田空港３
－３－１

H17.4.1 1,411,200

協立情報通信（株）との間で締結している技術保守管理情報
システム用サーバー賃貸借及び保守（電気課）については、
継続して使用する必要があるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(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)

18776
（株）トヨタレンタリース東京
東京都千代田区九段南２－３
－１８

小型乗用自動車借上げ（電気
課）

東京空港事務所長　江原　信
太　東京都大田区羽田空港３
－３－１

H17.4.1 1,186,920

（株）トヨタレンタリース東京との間で締結している小型乗用
自動車借上げ（電気課）については、空港整備のため継続
使用が必要であり、新規に契約するよりも契約延長する事で
契約単価が安価であるため。（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)

18777
協立情報通信（株）
東京都港区浜松町１－９－１
０

平成１７年度技術管理情報シス
テム用サーバー他一式の賃貸
借及び保守（保全企画室）

東京空港事務所長　江原　信
太　東京都大田区羽田空港３
－３－１

H17.4.1 1,115,100

協立情報通信（株）との間で締結している平成１７年度技術
管理情報システム用サーバー他一式の賃貸借及び保守（保
全企画室）については、継続して使用する必要があるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(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)

18778
コニカミノルタテクノ東京（株）
東京都文京区本郷２－４－４

平成１７年度電子複写機（４０枚
機）賃貸借

東京空港事務所長　江原　信
太　東京都大田区羽田空港３
－３－１

H17.4.1 957,600
コニカミノルタテクノ東京（株）との間で締結している平成１７
年度電子複写機（４０枚機）賃貸借については、継続して使
用する必要があるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(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)

18779
シンユービジネス（株）
千葉県千葉市中央区都町１
－３４－１

ファクシミリ賃貸借
東京空港事務所長　江原　信
太　東京都大田区羽田空港３
－３－１

H17.4.1 910,224
シンユービジネス（株）との間で締結しているファクシミリ賃貸
借については、継続して使用する必要があるため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(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)



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

18780
富士ゼロックス（株）
東京都港区赤坂２－１７－２
２

大島空港出張所電子複写機賃
貸借及び保守

東京空港事務所長　江原　信
太　東京都大田区羽田空港３
－３－１

H17.4.1 716,014
富士ゼロックス（株）との間で締結している大島空港出張所
電子複写機賃貸借及び保守については、継続して使用する
必要があるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

単価契約賃
貸者料

24,000  　月
間保守料金
（白黒）1～

1,000枚
7.13円ほか

18781
日本交通（株）
東京都品川区八潮３－２－３
４

巡回保守用車両（日本交通）借
上げ（電気課）

東京空港事務所長　江原　信
太　東京都大田区羽田空港３
－３－１

H17.4.1 248,930

日本交通（株）との間で締結している巡回保守用車両（日本
交通）借上げ（電気課）については、定期点検及び突発障害
時にも対応する必要があり、２４時間無線車両の営業がなさ
れており、保有台数の多さから緊急時にも迅速に対応できる
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

単価契約平
成９年３月１
０日関東運

輸局認可の
とおり

18782
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

ＡＦＴＮ　Ｇ／Ｗシステム他３点保
守請負　１式

成田空港事務所長　馬上　清
千葉県成田市古込字込前
133

H17.4.1 8,918,408

日本電気（株）との間で締結しているＡＦＴＮ　Ｇ／Ｗシステム
他３点保守請負１式については、対象としている物件につい
て、契約の相手方が特別に設計及び製造を行ったものであ
ること、また内容について、航空保安業務等を支障なく確実
に遂行するために当該物件を良好な状態に維持させるもの
であることから、契約の性質又は目的が競争を許さないもの
であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18783
日本空港無線サービス（株）
千葉県成田市駒井野２１１２

空港内移動無線電話借り上げ
１式

成田空港事務所長　馬上　清
千葉県成田市古込字込前
133

H17.4.1 4,263,840

日本空港無線サービス（株）との間で締結している空港内移
動無線電話借り上げ１式については、国有財産法に基づく
使用許可等を受けた空港内において無線電話の提供を行う
ことが効能な業者が一に限られることから、当該事業者が提
供するサービスの提供を受けるものであるため。（会計法第
２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

18784
東芝エレベータ（株）
東京都品川区北品川６－５－
２７

管制塔及び山田ＡＲＳＲ局舎エ
レベーター保全業務　１式

成田空港事務所長　馬上　清
千葉県成田市古込字込前
133

H17.4.1 2,280,600

東芝エレベーター（株）との間で締結している管制塔及び山
田ＡＲＳＲ局舎エレベーター保全業務１式については、対象と
している物件について、契約の相手方が設計及び製造を
行ったものであること、また内容について、航空保安業務等
を支障なく確実に遂行するために当該物件を良好な状態に
維持させるものであることから、契約の性質又は目的が競争
を許さないものであるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18785
三井リース事業（株）
東京都中央区日本橋１－４－
１

パーソナルコンピュータ及びソフ
トウェアの賃貸借（２１台）

新潟空港事務所長　木村　正
博　新潟県新潟市松浜町
2350-4

H17.4.1 1,045,800
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
ピュータ及びソフトウェアの賃貸借（２１台）については、継続
して使用する必要があるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(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)



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

18786
リコーリース（株）
東京都中央区銀座７－１６－
３

パーソナルコンピュータ及びソフ
トウェアの賃貸借（１８台）

新潟空港事務所長　木村　正
博　新潟県新潟市松浜町
2350-4

H17.4.1 1,030,680
リコーリース（株）との間で締結しているパーソナルコン
ピュータ及びソフトウェアの賃貸借（１８台）については、継続
して使用する必要があるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(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)

18787
北海産業（株）
北海道苫小牧市あけぼの町
２－２－１

ユニットハウス賃貸借
函館空港事務所長　山田　徹
北海道函館市高松町511

H17.4.1 1,018,500

北海産業（株）との間で締結しているユニットハウス賃貸借に
ついては、平成１７年３月より実施しており、当該業者以外で
は保管機材の搬出入及びユニットハウスの撤去、設置といっ
た非効率な状況が発生するため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18788

三菱電機ビルテクノサービス
（株）
東京都千代田区大手町２－６
－２

平成１７年度エレベータ保全業
務

八丈島空港・航空路監視レー
ダー事務所長　田中　敦寛
東京都八丈島八丈町大賀郷
2839-2

H17.4.1 1,669,500

三菱電機ビルテクノサービス（株）との間で締結している平成
１７年度エレベータ保全業務については、当該エレベータは
三菱電機（株）が設計・製造し設置したものであり、当該業者
は製造者から保全及び修理部門を委託されている。本業務
を安全確実に実施できるのは当該業者のみである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18789
（株）花巻事務機
岩手県花巻市西宮野目７－１
７３－１９

電子複写機（ﾘｺｰimgioNEOC385
ﾓﾃﾞﾙ765）賃貸借及び保守

花巻空港出張所長　田中　省
三　岩手県花巻市葛3-183-1

H17.4.1 1,852,548

（株）花巻事務機との間で締結している電子複写機（ﾘｺｰ
imgioNEOC385ﾓﾃﾞﾙ765）賃貸借及び保守については、左記
業者は、花巻空港周辺に業者があり、保守等において迅速
な対応が可能になるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(19年
度に一般競争入札を
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

100,888円 1
～2000　ほ

か

18790
（株）アベヤス
岩手県花巻市下小舟渡５１－
２

パーソナルコンピューター賃貸
借（１５台）

花巻空港出張所長　田中　省
三　岩手県花巻市葛3-183-1

H17.4.1 1,276,800
（株）アベヤスとの間で締結しているパーソナルコンピュー
ター賃貸借（１５台）については、継続して使用する必要があ
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(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)

18791
（株）日立ビルシステム
東京都千代田区神田錦町１
－６

エレベータ保全業務

常陸太田航空衛星センター
所長　　高城　式充　茨城県
常陸太田市白羽町朝日向
1715

H17.4.1 932,400
（株）日立ビルシステムとの間で締結しているエレベータ保全
業務については、日立製作所製ｴﾚﾍﾞｰﾀの24時間ﾘﾓｰﾄﾒﾝﾃﾅ
ﾝｽ業者が他にないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

18792
日立オープンプラットフォーム
ソリューションズ（株）
東京都港区港南２－１５－２

ｻｰﾊﾞｰ及び関連ｿﾌﾄｳｪｱ保守

常陸太田航空衛星センター
所長　　高城　式充　茨城県
常陸太田市白羽町朝日向
1715

H17.4.1 2,580,900

日立オープンプラットフォームソリューションズ（株）との間で
締結しているｻｰﾊﾞｰ及び関連ｿﾌﾄｳｪｱ保守については、左記
業者は、当該ｻｰﾊﾞｰ及びｿﾌﾄｳｪｱ導入時の調整工事業者で
あり、当ｾﾝﾀｰのｻｰﾊﾞｰ及びｿﾌﾄｳｪｱ設定に熟知しているた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18793
リコーリース（株）
東京都中央区銀座７－１６－
３

ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀの賃貸借（18
台）

常陸太田航空衛星センター
所長　　高城　式充　茨城県
常陸太田市白羽町朝日向
1715

H17.4.1 1,915,200
リコーリース（株）との間で締結しているﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀの賃
貸借（18台）については、継続して使用する必要があるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(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)

18794
リコーリース（株）
東京都中央区銀座７－１６－
３

ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀの賃貸借（11
台）

常陸太田航空衛星センター
所長　　高城　式充　茨城県
常陸太田市白羽町朝日向
1715

H17.4.1 930,825
リコーリース（株）との間で締結しているﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀの賃
貸借（11台）については、継続して使用する必要があるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(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)

12月分まで

18795
日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋２－１５－
１２

ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀの賃貸借（15
台）

常陸太田航空衛星センター
所長　　高城　式充　茨城県
常陸太田市白羽町朝日向
1715

H17.4.1 895,860
日立キャピタル（株）との間で締結しているﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
の賃貸借（15台）については、継続して使用する必要がある
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(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)

18796

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

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ複写機２台の賃貸借・保
守及び消耗品の供給

常陸太田航空衛星センター
所長　　高城　式充　茨城県
常陸太田市白羽町朝日向
1715

H17.4.1 849,976

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
ているﾃﾞｼﾞﾀﾙ複写機２台の賃貸借・保守及び消耗品の供給
については、継続して使用する必要があるため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(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)

単価契約賃
借料3,318

円/月
保守料2.52

円/枚

18797
ノグチ事務機（株）
北海道稚内市末広４－１－２
３

電子図面複写機の維持保守業
務

稚内空港事務所長　漆川　紀
彦　北海道稚内市大字声問
村字声問

H17.4.1 973,004

ノグチ事務機 （株）との間で締結している電子図面複写機の
維持保守業務については、現在、左記業者より電子複写機
を賃貸借しているため、維持保守契約を他の業者と締結す
るよりも、責任の所在が明確になり故障等の対応も迅速にな
ると思われるため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

単価契約ﾌ
ﾙｶﾗｰ     1
～1,000枚

40.0円ほか



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

18798
協同組合稚内ハイヤー協会
北海道稚内市中央２－３－５

平成１７年度　車両借上
稚内空港事務所長　漆川　紀
彦　北海道稚内市大字声問
村字声問

H17.4.1 960,030

協同組合稚内ハイヤー協会との間で締結している平成１７
年度車両借上については、稚内市及び利尻・礼文両島にお
けるタクシー会社は、全て同一料金であり、かつ当該協会へ
加入しているため、一元的にタクシーを利用することが可能
であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

単価契約北
海道運輸局
認可料金の

とおり

18799
東邦警備保障（株）
東京都目黒区下目黒１－２－
２２

Ｃ－１ゲート及び第４ゲート警備
強化に伴う警備員増

東京空港事務所長　江原　信
太　東京都大田区羽田空港３
－３－１

H17.4.8 1,270,290

東邦警備保障（株）との間で締結しているＣ－１ゲート及び第
４ゲート警備強化に伴う警備員増については、警備業務を実
施するにあたっては、空港制限区域に係る特殊性、諸規則
等その他注意事項を熟知したものが必要とされることから平
成１７年度空港警備保安業務請負を請け負っているため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18800
東邦警備保障（株）
東京都目黒区下目黒１－２－
２２

Ｃ－３ゲート警備強化に伴う警
備員増

東京空港事務所長　江原　信
太　東京都大田区羽田空港３
－３－１

H17.4.11 533,505

東邦警備保障（株）との間で締結しているＣ－３ゲート警備強
化に伴う警備員増については、警備業務を実施するにあ
たっては、空港制限区域に係る特殊性、諸規則等その他注
意事項を熟知したものが必要とされることから平成１７年度
空港警備保安業務請負を請け負っているため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18801
（株）信光
東京都中央区日本橋茅場町
１－１１－３

中間周波増幅ユニット１個他３
点の修理

東京航空局長　辻村　邦康
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.4.28 3,045,000

（株）信光との間で締結している中間周波増幅ユニット１個他
３点の修理については、既存システムの設計及び製造を
行った者以外の者が実施した場合は、正常な運用に支障を
きたす恐れがある。よって、本装置を設計・製造した業者か
ら委任を受けている業者を指定する。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18802
東京国際空港診療所
東京都大田区羽田空港３－３
－２

航空管制官の身体検査その２
東京空港事務所長　江原　信
太　東京都大田区羽田空港３
－３－１

H17.5.2 1,162,350

東京国際空港診療所との間で締結している航空管制官の身
体検査その２については、航空管制官の身体検査を実施す
るにあたり必要な設備を完備しており、空港内にあることか
ら交通費もかからず、短時間で受検可能となるため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18803
ヤンマー（株）
大阪府大阪市北区茶屋町１
－３２

守谷ＶＯＲ／ＤＭＥ局舎他９ヶ所
発電設備点検整備　１式

成田空港事務所長　馬上　清
千葉県成田市古込字込前
133

H17.5.9 16,275,000

ヤンマー（株）との間で締結している守谷ＶＯＲ／ＤＭＥ局舎
他９ヶ所発電設備点検整備１式については、対象としている
物件について、契約の相手方が特別に設計及び製造を行っ
たものであること、また内容について、航空保安業務等を支
障なく確実に遂行するために当該物件を良好な状態に維持
させるものであることから、契約の性質又は目的が競争を許
さないものであるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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18804
（株）サンネクト
東京都港区芝３－１５－１５

新千歳空港事務所　ＲＯＳＡマス
ター用滑走路面監視装置１個他
14点の購入

東京航空局長　辻村　邦康
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.5.11 10,409,700

（株）サンネクトとの間で締結している新千歳空港事務所　Ｒ
ＯＳＡマスター用滑走路面監視装置１個他14点の購入につ
いては、既存機器と更新機器について、ハードウェア・ソフト
ウェアを整合させて接続することが必須であり、他社製品で
は正常に機能しない。よって、本件物品を設計・製造した業
者の、日本における唯一の販売代理店に指定する必要があ
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18805
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

函館空港非常用レーダ展開調
整作業

東京航空局長　辻村　邦康
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.5.13 21,000,000

日本電気（株）との間で締結している函館空港非常用レーダ
展開調整作業については、既存システムの設計及び製造を
行った者以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の
観点から、その調整に膨大な時間と要因が必要となる。ま
た、正常な運用に支障を来すおそれがあるため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18806
新潟原動機（株）
東京都中央区八重洲２－９－
７

山形空港庁舎他２ヶ所発電設備
点検整備

仙台空港事務所長　西垣　倍
治　宮城県名取市下増田字
南原

H17.5.16 5,040,000

新潟原動機（株）との間で締結している山形空港庁舎他２ヶ
所発電設備点検整備については、（株）新潟鐵工所の設計・
製作による当該設備の東北地区での点検整備を担当する唯
一の会社であり、当該設備の構造、性能について熟知し、独
自仕様に対応した豊富な技術資料及び技術者を有している
うえ、直接的な部品供給が可能であるため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18807
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

上品山仮設ＳＳＲ調整作業
東京航空局長　辻村　邦康
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.5.18 11,970,000

（株）東芝との間で締結している上品山仮設ＳＳＲ調整作業
については、既存システムの設計及び製造を行った者以外
の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、そ
の調整に膨大な時間と要因が必要となる。また、正常な運用
に支障を来すおそれがあるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18808
（株）信光
東京都中央区日本橋茅場町
１－１１－３

ＡＳＲ駆動機構２点オーバー
ホール作業　１式

成田空港事務所長　馬上　清
千葉県成田市古込字込前
133

H17.5.25 4,252,500

（株）信光との間で締結しているＡＳＲ駆動機構２点オーバー
ホール作業　１式については、対象としている物件につい
て、契約の相手方を契約の当事者として委任している者が
特別に設計及び製造を行ったものであること、また内容につ
いて、航空保安業務等を支障なく確実に遂行するために当
該物件を良好な状態に維持させるものであることから、契約
の性質又は目的が競争を許さないものであるため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18809
リオン（株）
東京都国分寺市東元町３－２
０－４１

平成１７年度管内特定飛行場
（成田を除く）航空機騒音測定装
置点検作業

東京航空局長　辻村　邦康
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.6.4 4,500,000

リオン（株）との間で締結している平成１７年度管内特定飛行
場（成田を除く）航空機騒音測定装置点検作業については、
既存機器の設計及び製造を行った者以外の者が実施した場
合は、正常な運用に支障をきたす恐れがあるため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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18810
北海道日野自動車（株）
北海道札幌市東区東苗穂２
条３－２－１５

新千歳空港大型化学消防車２
台定期点検整備

新千歳空港事務所長　手嶋
正次　北海道千歳市美々

H17.6.15 3,700,000

北海道日野自動車（株）との間で締結している新千歳空港大
型化学消防車２台定期点検整備については、当該車両航空
局の仕様で製作された特殊車両で、使用目的・構造・性能等
において熟知している必要があり、本車両のシャシ部は、
（株）ソーシンが設計・製造したものであり、製作者独自の構
造・性能等を熟知した技術者を有する同社指定工場に実施
させることにより短時間且つ確実に実施でき、北海道日野自
動車（株）は、指定工場であり、道央圏を担当しているため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18811
コマツ北海道（株）
北海道石狩市新港西３－７３
７－１３

新千歳空港3000立級化学消防
車１台定期点検整備

新千歳空港事務所長　手嶋
正次　北海道千歳市美々

H17.6.15 1,262,648

コマツ北海道（株）との間で締結している新千歳空港3000立
級化学消防車１台定期点検整備については、当該車両航空
局の仕様で製作された特殊車両で、使用目的・構造・性能等
において熟知している必要があり、本車両のシャシ部は、
（株）小松製作所が設計・製造したものであり、製作者独自
の構造・性能等を熟知した技術者を有する同社指定工場に
実施させることにより短時間且つ確実に実施でき、コマツ北
海道（株）は、指定工場であり、道央圏を担当しているため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18812
新潟原動機（株）
東京都中央区八重洲２－９－
７

山田ＡＲＳＲ局舎発電設備点検
整備

成田空港事務所長　馬上　清
千葉県成田市古込字込前
133

H17.6.16 11,550,000

新潟原動機（株）との間で締結している山田ＡＲＳＲ局舎発電
設備点検整備については、対象としている物件について、契
約の相手方が特別に設計及び製造を行ったものであること、
また内容について、航空保安業務等を支障なく確実に遂行
するために当該物件を良好な状態に維持させるものである
ことから、契約の性質又は目的が競争を許さないものである
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18813
宮城日野自動車（株）
宮城県仙台市宮城野区扇町
１－７－３６

空港用１２５００立級高速化学消
防車（５号車）他１台定期整備

仙台空港事務所長　西垣　倍
治　宮城県名取市下増田字
南原

H17.6.17 2,100,000

宮城日野自動車（株）との間で締結している空港用１２５００
立級高速化学消防車（５号車）他１台定期整備については、
当該車両は（株）ソーシンの設計・製造によるものであり、当
該車両の構造・性能及び製作者独自の専門知識について熟
知した技術者を有する同社に実施させることにより、短時間
且つ確実に実施することが出来る。なお、日野自動車（株）
はその業務を（株）ソーシンより協定により委任されている。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18814
ダイハツディーゼル（株）
大阪府大阪市北区大淀中１
－１－３０

秋田空港庁舎他４ヶ所発電設備
点検整備

仙台空港事務所長　西垣　倍
治　宮城県名取市下増田字
南原

H17.6.22 10,710,000

ダイハツディーゼル（株）との間で締結している秋田空港庁
舎他４ヶ所発電設備点検整備については、当該設備はﾀﾞｲﾊ
ﾂﾃﾞｨｰｾﾞﾙ（株）の設計・製作によるものであり、当該設備の
構造、性能について熟知し、独自仕様に対応した豊富な技
術資料及び技術者を有しているうえ、直接的な部品供給が
可能であるため、短時間且つ確実に実施することが出来る。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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18815
八洲電機（株）
東京都港区新橋３－１－１

東京国際空港航空灯火断芯位
置検出装置子局の購入

東京空港事務所長　江原　信
太　東京都大田区羽田空港３
－３－１

H17.6.23 4,567,500

八洲電機（株）との間で締結している東京国際空港航空灯火
断芯位置検出装置子局の購入については、当該製品は、航
空灯火を運用するために不可欠な構成部品であり、製造会
社の販売代理店である当該業者でなければ購入できないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18816
日本船燈（株）
埼玉県吉川市大字高久５５５

函館空港進入角指示灯監視装
置精密点検整備

函館空港事務所長　山田　徹
北海道函館市高松町511

H17.6.23 1,008,000

日本船燈（株）との間で締結している函館空港進入角指示灯
監視装置精密点検整備については、左記業者は、既存装置
の設計製作者であり、装置の構造・動作原理等必要な知識
と経験を有しているため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18817
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

八戸仮設ＳＳＲ調整作業
東京航空局長　辻村　邦康
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.6.24 11,970,000

（株）東芝との間で締結している八戸仮設ＳＳＲ調整作業に
ついては、本装置の設計及び製造を行った者以外の者が実
施した場合、効率性・信頼性等の観点から、この調整に膨大
な時間と要因が必要となり、正常な運用に支障を来すおそ
れがあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18818
日本無線（株）
東京都三鷹市下連雀５－１－
１

羽田第１ＡＳＲ方位信号発生器
他１点定期分解整備その他作
業

東京空港事務所長　江原　信
太　東京都大田区羽田空港３
－３－１

H17.6.27 2,940,000

日本無線（株）との間で締結している羽田第１ＡＳＲ方位信号
発生器他１点定期分解整備その他作業については、当該装
置は、日本無線が製造しており、機能を熟知し且つ高度な技
術を有する製造者でしか当該作業を行うことができないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18819

三菱電機プラントエンジニア
リング（株）
東京都台東区東上野５－２４
－８

稚内空港無線用発電装置精密
保守点検整備

稚内空港事務所長　漆川　紀
彦　北海道稚内市大字声問
村字声問

H17.6.27 2,047,500

三菱電機プラントエンジニアリング（株）との間で締結してい
る稚内空港無線用発電装置精密保守点検整備については、
左記業者は、航空局独自の仕様である当該発電装置の設
計・製造を行った業者であり、システム構成や、これまでの
種々の知見を熟知しているため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18820
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

稚内空港受配電設備精密点検
整備

稚内空港事務所長　漆川　紀
彦　北海道稚内市大字声問
村字声問

H17.6.27 1,732,500

（株）東芝との間で締結している稚内空港受配電設備精密点
検整備については、運用中の受配電設備の点検を行うもの
であり、確実かつ迅速に作業を行う必要があり、また、故障
等に際して責任の所在を明確にする必要があるため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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18821

サンワコムシスエンジニアリ
ング（株）
東京都目黒区青葉台３－６－
１７

成田空港事務所　駆動機構１台
他２点の購入

東京航空局長　辻村　邦康
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.6.30 10,741,500

サンワコムシスエンジニアリング（株）との間で締結している
成田空港事務所駆動機構１台他２点の購入については、電
気的及び機械的に整合性がとれていなければ、正常に機能
しない。よって、本装置を設計・製造した業者から委任を受け
ている業者を指定する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18822

ヤンマーエネルギーシステム
（株）
大阪府大阪市北区大淀中５
－１２－３９

東京国際空港他８官署発電設
備等点検整備

東京空港事務所長　江原　信
太　東京都大田区羽田空港３
－３－１

H17.6.30 37,170,000

ヤンマーエネルギーシステム（株）との間で締結している東
京国際空港他８官署発電設備等点検整備については、既存
システムの設計及び製造を行った者以外の者が実施した場
合は、効率性、信頼性等の観点から、その点検整備に膨大
な時間と要員が必要になるとともに、正常な運用に支障を来
すおそれがあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18823
（株）池貝ディーゼル
茨城県行方市芹沢９２０－５
２

箱根ＡＲＳＲ発電設備点検整備
東京空港事務所長　江原　信
太　東京都大田区羽田空港３
－３－１

H17.6.30 2,047,500

（株）池貝ディーゼルとの間で締結している箱根ＡＲＳＲ発電
設備点検整備については、既存システムの設計及び製造を
行った者以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の
観点から、その点検整備に膨大な時間と要員が必要になる
とともに、正常な運用に支障を来すおそれがあるため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18824
東邦警備保障（株）
東京都目黒区下目黒１－２－
２２

警備用監視カメラ支柱・倒壊に
伴う特別警備業務（その２）

東京空港事務所長　江原　信
太　東京都大田区羽田空港３
－３－１

H17.6.30 1,751,190

東邦警備保障（株）との間で締結している警備用監視カメラ
支柱・倒壊に伴う特別警備業務（その２）については、警備業
務を実施するにあたっては、空港制限区域に係る特殊性、
諸規則等その他注意事項を熟知したものが必要とされるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18825

サンワコムシスエンジニアリ
ング（株）
東京都目黒区青葉台３－６－
１７

ファン／温度センサー１個他６点
の購入

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H17.7.1 2,843,505

サンワコムシスエンジニアリング（株）との間で締結している
ファン／温度センサー１個他６点の購入については、技術的
理由により競争が存在しないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18826
日本無線（株）
東京都三鷹市下連雀５－１－
１

稚内（事）他５官署　ＤＤＳドライ
ブユニット１４個他２点の購入

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.7.5 3,476,550

日本無線（株）との間で締結している稚内（事）他５官署　ＤＤ
Ｓドライブユニット１４個他２点の購入については、既存装置
と電気的及び機械的に整合を取る必要があるため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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18827
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

東京国際空港航空灯火電気施
設監視制御用分電盤改修作業

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H17.7.7 2,100,000

（株）東芝との間で締結している東京国際空港航空灯火電気
施設監視制御用分電盤改修作業については、既存施設の
設計及び製造を行った者以外が実施した場合、信頼性及び
安全性等の観点からその調整が困難であり、正常な運用に
支障を来す恐れがあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18828
（株）カナデン
東京都港区新橋４－２２－４

東京（事）及び成田（事）角度信
号検出機構５台他１点の購入

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.7.8 4,414,620

（株）カナデンとの間で締結している東京（事）及び成田（事）
角度信号検出機構５台他１点の購入については、本件物品
は既存装置の構成品であり、既存装置と接続する上で、そ
の特性を熟知していない場合、電気的及び機械的に整合が
とれずに、正常な運用に支障を来すおそれがある為。よっ
て、本装置を設計・製造した業者から委任を受けている業者
を指定する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18829
国際航業（株）
東京都千代田区六番町２

東京国際空港地形図作成業務
東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H17.7.8 4,725,000

国際航業（株）との間で締結している東京国際空港地形図作
成業務については、航空測量写真ネガフィルムから地形図
を作成する業務であり、新たに航空測量写真を撮影するの
には、多額の費用を要するため、 新のネガフィルムを所有
する者と契約する方が、経済的に優れているため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18830
末廣屋電機（株）
北海道滝川市栄町１－５－１
７

稚内空港ＳＦＬキュービクル高圧
ケーブル交換工事

稚内空港事務所長　漆川　紀
彦　北海道稚内市大字声問
村字声問

H17.7.15 3,990,000

末廣屋電機（株）との間で締結している稚内空港ＳＦＬキュー
ビクル高圧ケーブル交換工事については、ＳＦＬキュービクル
送り配電用高圧ケーブルで地絡故障が発生したため、緊急
的に原因であるケーブルの交換を行う必要が生じたことによ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18831
シンテイ警備（株）
東京都中央区新富１－８－８

平成１７年度航空保安施設等の
特別警備（関宿ＶＯＲ／ＤＭＥ
その２）

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.7.19 3,255,000

シンテイ警備（株）との間で締結している平成１７年度航空保
安施設等の特別警備（関宿ＶＯＲ／ＤＭＥ　その２）について
は、当初請負者との契約解除により、一般競争にて新契約
を結ぶに当たり、手続きの終わるまでの間警備を必要とする
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18832

サンワコムシスエンジニアリ
ング（株）
東京都目黒区青葉台３－６－
１７

東京空港事務所保守業務支援
端末２式の購入

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.7.22 6,806,100

サンワコムシスエンジニアリング（株）との間で締結している
東京空港事務所保守業務支援端末２式の購入については、
既存システムと本件物品を接続する上でインターフェースの
整合がとれていなければならず、そのためには本体装置の
特性等内部に熟知している必要があるため。よって、本装置
を設計・製造した業者から委任を受けている業者を指定す
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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18833

サンワコムシスエンジニアリ
ング（株）
東京都目黒区青葉台３－６－
１７

青森空港出張所ＲＶＲ表示器５
個他１点の購入

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.7.22 3,297,000

サンワコムシスエンジニアリング（株）との間で締結している
青森空港出張所ＲＶＲ表示器５個他１点の購入については、
既存装置と連接し所用の機能を満たす為には、本体装置と
電気的及び機械的に整合性がとれていなければならない。
よって、本装置を設計・製造した業者から委任を受けている
業者を指定する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18834
東芝ライテック（株）
東京都品川区東品川４－３－
１

稚内空港ＦＬＯ昇降装置リミット
スイッチボックス交換

稚内空港事務所長　漆川　紀
彦　北海道稚内市大字声問
村字声問

H17.7.22 1,165,500

東芝ライテック（株）との間で締結している稚内空港ＦＬＯ昇
降装置リミットスイッチボックス交換については、本装置は、
当該業者により独自のシステムで設計・製造されているた
め、他社では作業を履行できない。また、故障等に際し、責
任の所在を明確にする必要があるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18835
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

東京国際空港　航空灯火・電力
監視制御装置据付調整

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.7.27 348,600,000

（株）東芝との間で締結している東京国際空港航空灯火・電
力監視制御装置据付調整については、本装置の設計及び
製造を行った者以外の者が実施した場合、効率性・信頼性
等の観点から、この調整に膨大な時間と要因が必要となり、
正常な運用に支障を来すおそれがあるため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18836
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

釧路空港所内盤改造工事
釧路空港事務所長　岡田　敏
北海道釧路市鶴丘2-260

H17.7.27 3,013,500

（株）東芝との間で締結している釧路空港所内盤改造工事に
ついては、当該受配電設備の製造者であり、機器の機能構
成を熟知しているとともに、改造実施上の経験・知識を有し
ており、製造からその後の保守について一貫した性能保持
を図ることで、設計思想・構成部品の統一・故障などに関して
の責任の所在が明確となる。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18837
東邦警備保障（株）
東京都目黒区下目黒１－２－
２２

国際線ターミナルビル付近Ｐ５
駐車場側特別警備業務

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H17.7.27 5,140,590

東邦警備保障（株）との間で締結している国際線ターミナル
ビル付近Ｐ５駐車場側特別警備業務については、警備業務
を実施するにあたっては、空港制限区域に係る特殊性、諸
規則等その他注意事項を熟知したものが必要とされるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18838

サンワコムシスエンジニアリ
ング（株）
東京都目黒区青葉台３－６－
１７

空港警備システム場周警備用カ
メラ（近赤外線）修理作業

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H17.7.28 3,045,000

サンワコムシスエンジニアリング（株）との間で締結している
空港警備システム場周警備用カメラ（近赤外線）修理作業に
ついては、技術的理由により競争が存在しないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18839
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

無停電電源装置点検整備

常陸太田航空衛星センター
所長　　高城　式充　茨城県
常陸太田市白羽町朝日向
1715

H17.7.28 2,940,000

（株）東芝との間で締結している無停電電源装置点検整備に
ついては、左記業者は、当該装置の製造者であり、設計・製
造を含め、これまで蓄積された取朱の知見が請け負うに当
たっての必須条件に当たるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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18840
東邦警備保障（株）
東京都目黒区下目黒１－２－
２２

警備用監視カメラ支柱・倒壊に
伴う特別警備業務（その３）

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H17.7.29 3,445,890

東邦警備保障（株）との間で締結している警備用監視カメラ
支柱・倒壊に伴う特別警備業務（その３）については、警備業
務を実施するにあたっては、空港制限区域に係る特殊性、
諸規則等その他注意事項を熟知したものが必要とされるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18841
日本船燈（株）
埼玉県吉川市大字高久５５５

ＰＡＰＩ監視装置精密点検整備
釧路空港事務所長　岡田　敏
北海道釧路市鶴丘2-260

H17.8.1 1,480,500

日本船燈（株）との間で締結しているＰＡＰＩ監視装置精密点
検整備については、本点検整備を行う装置一式は日本船燈
（株）独自の技術力を用いて制作されたものであり、本装置
のシステムを熟知し、点検整備に必要な技術資料並びに経
験を持ち合わせている制作者以外の者が点検整備をするこ
とは困難であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18842
（株）協和機械製作所
北海道札幌市西区発寒１５条
１２－３－２５

新千歳空港高性能プラウ除雪
車１台の改修

新千歳空港事務所長　手嶋
正次　北海道千歳市美々

H17.8.3 1,575,000

（株）協和機械製作所との間で締結している新千歳空港高性
能プラウ除雪車１台の改修については、標記業者は、本車
両の設計・製造者であり、高性能スイーパ除雪車対応の高
性能プラウ除雪車の製造実績もあることから、改修を行う上
で必要な技術者及び設計概要書・詳細設計図書等を所有し
ている。また、標記業者に行わせることにより責任の所在が
明確且つ一本化できるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18843

セントラルリーシングシステム
（株）
北海道札幌市中央区大通西
６－１０－１

ＩＬＳ空調制御器修理作業
新千歳空港事務所長　手嶋
正次　北海道千歳市美々

H17.8.3 1,436,235

セントラルリーシングシステム（株）との間で締結しているＩＬＳ
空調制御器修理作業については、当該機器は、航空保安無
線施設の安定運用（特に夏期ににおいて）の確保のため、２
４時間稼働し、一時も休止することは許されない。よって、緊
急に手配し、対応する必要がある。標記業者は、庁舎及び
場外無線施設の空港保守業者であり、ターミナルに常駐して
いることから、早急な対応が可能なため。（会計法第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)

18844
北海道地図（株）
北海道旭川市台場１条２－１
－６

「函館空港の概要」修正増刷
函館空港事務所長　棚橋　文
夫　北海道函館市高松町511

H17.8.4 991,200

北海道地図（株）との間で締結している「函館空港の概要」修
正増刷については、Ｈ１６．５月に作成した「函館空港の概
要」を一部修正、増刷するもので、前回の原版を保管してい
る標記業者に発注する必要があるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18845
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

成田ＳＳＥ調整作業
東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.8.8 13,125,000

沖電気工業（株）との間で締結している成田ＳＳＥ調整作業
については、既存システムの設計及び製造を行った者以外
の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、そ
の工事に膨大な時間と要因が必要となる。また、正常な運用
に支障を来すおそれがあるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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18846
三菱重工工事（株）
東京都港区芝５－３４－６

三沢空港電動ゲート点検整備
東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.8.9 8,820,000

三菱重工工事（株）との間で締結している三沢空港電動ゲー
ト点検整備については、既存機器の設計及び製造を行った
者以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点か
ら、その工事に膨大な時間と要因が必要となる。また、正常
な運用に支障を来すおそれがあるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18847
松下電工テクノサービス（株）
大阪府門真市大字門真１０４
８

エプロン照明灯昇降装置精密点
検整備

新千歳空港事務所長　手嶋
正次　北海道千歳市美々

H17.8.9 2,940,000

松下電工テクノサービス（株）との間で締結しているエプロン
照明灯昇降装置精密点検整備については、当該機器は松
下電工（株）によって設計・製造されたものであり、同社独自
のシステムで構成されていることから、当該機器の構成・機
能に精通した同社が行うことにより効率的かつ確実に実施で
きる。以上の理由により、松下電工（株）の保守管理部門で
ある標記業者を指定する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18848
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

函館空港受配電設備精密点検
整備

函館空港事務所長　棚橋　文
夫　北海道函館市高松町511

H17.8.9 2,625,000

（株）東芝との間で締結している函館空港受配電設備精密点
検整備については、航空保安施設用受配電設備の点検を行
うものである。標記業者は当該設備の製造者であり構造等
を十分熟知し、航空機の離発着がない限られた時間内で点
検が可能である。さらに故障等に対する適切な措置を施せ
る能力を有し当該設備における責任の所在が一元明確とな
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18849
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

発電装置用自動制御盤他点検
整備

常陸太田航空衛星センター
所長　　高城　式充　茨城県
常陸太田市白羽町朝日向
1715

H17.8.9 1,470,000

（株）東芝との間で締結している発電装置用自動制御盤他点
検整備については、左記業者は、当該装置の製造者であ
り、設計・製造を含め、これまで蓄積された種々の知見が請
け負うにあたっての必須条件となるため、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)

18850

サンワコムシスエンジニアリ
ング（株）
東京都目黒区青葉台３－６－
１７

女満別ＳＳＲロータリージョイント
他４点定期分解整備作業

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.8.11 7,402,500

サンワコムシスエンジニアリング（株）との間で締結している
女満別ＳＳＲロータリージョイント他４点定期分解整備作業に
ついては、既存システムの設計及び製造を行った者以外の
者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、その
工事に膨大な時間と要因が必要となる。また、正常な運用に
支障を来すおそれがあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18851
ダイハツディーゼル（株）
大阪府大阪市北区大淀中１
－１－３０

友部航空無線通信所発電設備
点検整備

成田空港事務所長　馬上　清
千葉県成田市古込字込前
133

H17.8.15 1,680,000

ダイハツディーゼル（株）との間で締結している友部航空無
線通信所発電設備点検整備については、対象としている物
件について、契約の相手方が特別に設計及び製造を行った
ものであること、また内容について、航空保安業務等を支障
なく確実に遂行するために当該物件を良好な状態に維持さ
せるものであることから、契約の性質又は目的が競争を許さ
ないものであるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

18852

ヤンマーエネルギーシステム
（株）
大阪府大阪市北区大淀中５
－１２－３９

新千歳空港　管理センター管轄
発電装置点検整備

新千歳空港事務所長　手嶋
正次　北海道千歳市美々

H17.8.16 9,135,000

ヤンマーエネルギーシステム（株）との間で締結している新
千歳空港　管理センター管轄発電装置点検整備について
は、製作者以外の者が実施した場合には、本点検に膨大な
時間と要員が必要となり、運用に支障を生じる恐れがある。
また、不測の部品供給が必要となった場合においても迅速
な対応が可能であることが求められる。標記業者は、当該発
電設備の設計・製造者であり電源システム構成全般につい
て熟知し、直接的な部品供給が可能であるため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18853
沖山産機（株）
東京都墨田区墨田４－６１－
１３

三根宿舎給水設備加圧給水ポ
ンプ交換修理

八丈島空港・航空路監視レー
ダー事務所長　田中　敦寛
東京都八丈島八丈町大賀郷
2839-2

H17.8.16 1,312,500

沖山産機（株）との間で締結している三根宿舎給水設備加圧
給水ポンプ交換修理については、三根宿舎に生活用水を供
給している当該ポンプが突然その機能を停止し、緊急な修
理が必要であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18854
千歳空港モーターサービス
（株）
北海道千歳市美々

新千歳空港スノースイーパ除雪
車　W１６　ＣＡＢ９　定期整備作
業

新千歳空港事務所長　手嶋
正次　北海道千歳市美々

H17.8.18 2,320,500

千歳空港モーターサービス（株）との間で締結している新千
歳空港スノースイーパ除雪車　W１６　ＣＡＢ９　定期整備作業
については、当該車両は、第一実業（株）が作業装置を米国
スィープスター社から輸入し、国内にて設計・製造されたもの
であり、製作者独自の構造・性能等を熟知した技術者を有す
る同社指定工場に実施させることより短期間かつ確実に実
施することができるとともに、上記に必要な部品供給体制も
確立されている。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18855
東芝ライテック（株）
東京都品川区東品川４－３－
１

東京国際空港飛行場灯火電力
制御装置精密点検整備

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H17.8.22 13,125,000

東芝ライテック（株）との間で締結している東京国際空港飛行
場灯火電力制御装置精密点検整備については、本件の点
検対象機器は、東芝ライテック（株）によって設計・製造・設
置されており、当該機器の点検には機器の取り扱いについ
て熟知した技術者が不可欠であるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18856

ダイハツディーゼル東日本
（株）
東京都台東区東上野２－１－
１３

函館空港照明施設用発電装置
定期整備

函館空港事務所長　棚橋　文
夫　北海道函館市高松町511

H17.8.22 2,299,500

ダイハツディーゼル東日本（株）との間で締結している函館
空港照明施設用発電装置定期整備については、当該発電
設備の点検整備は、発電設備製造との連接性が認められ、
製作指定業者が実施することにより、航空保安施設の運用
の絶対条件である工期の短縮化及び故障時の迅速な部品
供給が図れる。また、設計・製造を含め蓄積された知見が請
負に当たって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(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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18857
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

函館空港通信制御装置調整作
業

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.8.24 10,500,000

沖電気工業（株）との間で締結している函館空港通信制御装
置調整作業については、既存システムの設計及び製造を
行った者以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の
観点から、その工事に膨大な時間と要因が必要となる。ま
た、正常な運用に支障を来すおそれがあるため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18858
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

保守情報処理システム対向調
整作業

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.8.26 14,700,000

日本電気（株）との間で締結している保守情報処理システム
対向調整作業については、既存システムの設計及び製造を
行った者以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の
観点から、その工事に膨大な時間と要因が必要となる。ま
た、正常な運用に支障を来すおそれがあるため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18859
八洲電機（株）
東京都港区新橋３－１－１

受配電設備保護継電器交換そ
の他作業

新潟空港事務所長　木村　正
博　新潟県新潟市松浜町
2350-4

H17.8.29 2,625,000

八洲電機（株）との間で締結している受配電設備保護継電器
交換その他作業については、本設備は航空機運航に重要で
あり、運用時間外の限られた時間内に完了させなくてはなら
ないため、設備の製造者から保守を委託されている標記業
者しか実施できないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18860
（株）信光
東京都中央区日本橋茅場町
１－１１－３

函館（事）他６官署　ハンドマイク
６個他３点の購入

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.8.30 3,877,545

（株）信光との間で締結している函館（事）他６官署ハンドマイ
ク６個他３点の購入については、既存装置と本件物品を接続
する上で、信頼性の観点から既存装置の特性を熟知してい
る必要がある為。なお、標記業者は当該装置を設計・製造し
た沖電気工業（株）及び池上通信機（株）より販売の委任を
受けている。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18861
伊藤忠アビエーション（株）
東京都港区北青山１－２－３

釧路（事）他５官署　ヘッドセット
９８式の購入

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.8.30 3,151,000

伊藤忠アビエーション（株）との間で締結している釧路（事）他
５官署ヘッドセット９８式の購入については、既存装置と本件
物品を接続する上で、信頼性の観点から規格・特性に合致
する必要がある為。なお、標記業者は条件を満たす唯一の
業者であるプラントロニクス社の日本国内唯一の輸入代理
店である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18862
日本無線（株）
東京都三鷹市下連雀５－１－
１

ＣＲＴ高圧電源１個他５点の修理
東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.8.30 1,421,700

日本無線（株）との間で締結しているＣＲＴ高圧電源１個他５
点の修理については、既存システムの設計及び製造を行っ
た者以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点
から、その工事に膨大な時間と要因が必要となる。また、正
常な運用に支障を来すおそれがあるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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18863
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

新千歳空港受配電設備精密点
検

新千歳空港事務所長　手嶋
正次　北海道千歳市美々

H17.8.30 5,512,500

（株）東芝との間で締結している新千歳空港受配電設備精密
点検については、当該受配電装置は、航空機の運航上必要
不可欠な航空保安施設と一体的な関係があり、当該施設の
運用に支障を与えることなく点検作業を行う必要がある。対
象設備は上記業者の設計・製造によるもので、同社は設備
の構成機器、機能について熟知しており、本精密点検を安
全、円滑、確実にできる業者であるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18864
エスエフティーＪＡＰＡＮ（株）
神奈川県横浜市金沢区福浦
２－６－６

連続式摩擦係数測定計点検整
備

新千歳空港事務所長　手嶋
正次　北海道千歳市美々

H17.8.30 1,450,000

エスエフティーJAPAN（株）との間で締結している連続式摩擦
係数測定計点検整備については、当該装置を整備するに当
り、製造国であるスウェーデンにおいて技術に関する研修を
受講し、かつ、実機を使用した整備作業を経験していること
が必要であるが、標記業者は、当該装置導入時より製造国
に技術員を派遣し、また、継続的に技術者を育成するため
の技術トレーニングを実施している等、技能向上を努めてい
るとともに、豊富な経験を有した業者で、かつその成績も優
秀であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18865
（株）信光
東京都中央区日本橋茅場町
１－１１－３

八ORSR（№１）空中線駆動機構
等交換調整及び分解整備工事

八丈島空港・航空路監視レー
ダー事務所長　田中　敦寛
東京都八丈島八丈町大賀郷
2839-2

H17.8.30 2,625,000

（株）信光との間で締結している八ORSR（№１）空中線駆動
機構等交換調整及び分解整備工事については、 整備後も
電気的・機械的に完全な性能を維持するためには、本装置
を熟知し、高度な技術を有することが必要である。従って本
装置の設計製造会社である株式会社東芝の代理店である
（株）信光を指定する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18866

サンワコムシスエンジニアリ
ング（株）
東京都目黒区青葉台３－６－
１７

空港警備システム警務状態・拡
声放送監視制御装置制御用ＣＰ
Ｕユニット交換修理作業

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H17.9.1 9,555,000

サンワコムシスエンジニアリング（株）との間で締結している
空港警備システム警務状態・拡声放送監視制御装置制御用
ＣＰＵユニット交換修理作業については、技術的理由により
競争が存在しないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18867
（有）デンソーテクノス
山形県鶴岡市宝田３－１７－
１１

２７ＬＬＺ電源装置部品交換その
他作業

庄内空港出張所長　坂井　賢
一　山形県酒田市浜中字村
東30-3

H17.9.5 1,764,000

（有）デンソーテクノスとの間で締結している２７ＬＬＺ電源装
置部品交換その他作業については、作業対象となる電源装
置を設計製造した者以外の者が実施した場合、効率性、信
頼性等の観点から、不安要因が生じ、その作業に膨大な時
間が必要となる。また正常な運用に支障を来すおそれがあ
るため、電源装置を設計製造した業者の特約店を選んだ。
（会計法第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)

18868
(株)モリタ
東京都港区西新橋３－２５－
３１

空港用１２５００立級化学消防車
２台の特別整備

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.9.6 66,199,350

（株）モリタとの間で締結している空港用１２５００立級化学消
防車２台の特別整備については、当該車輛製造者の設計及
び製造を行った者以外の者が実施した場合、効率性、信頼
性等の観点から、その作業に膨大な時間と費用が必要とな
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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18869
（株）信光
東京都中央区日本橋茅場町
１－１１－３

第２ＡＳＲ方位信号発生器その
他１点オーバーホール工事

成田空港事務所長　馬上　清
千葉県成田市古込字込前
133

H17.9.8 17,850,000

（株）信光との間で締結している第２ＡＳＲ方位信号発生器そ
の他１点オーバーホール工事については、対象としている物
件について、契約の相手方を契約の当事者として委任して
いる者が特別に設計及び製造を行ったものであること、また
内容について、航空保安業務等を支障なく確実に遂行する
ために当該物件を良好な状態に維持させるものであることか
ら、契約の性質又は目的が競争を許さないものであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18870
（株）信光
東京都中央区日本橋茅場町
１－１１－３

羽田第２ＡＳＲ駆動機構分解整
備作業

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H17.9.9 2,362,500
（株）信光との間で締結している羽田第２ＡＳＲ駆動機構分解
整備作業については、技術的理由により競争が存在しない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18871
（株）カナデン
東京都港区新橋４－２２－４

大島ＴＲＯＰＯ用ＩＴＶ修理調整作
業

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H17.9.9 2,205,000
（株）カナデンとの間で締結している大島ＴＲＯＰＯ用ＩＴＶ修理
調整作業については、技術的理由により競争が存在しない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18872
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

東京国際空港システム統制装
置他１件調整作業

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.9.13 7,665,000

沖電気工業（株）との間で締結している東京国際空港システ
ム統制装置他１件調整作業については、既存システムの設
計及び製造を行った者以外の者が実施した場合は、効率
性、信頼性等の観点から、その工事に膨大な時間と要因が
必要となる。また、正常な運用に支障を来すおそれがあるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18873
（株）池貝ディーゼル
茨城県行方市芹沢９２０－５
２

釧路空港照明用発電装置定期
整備

釧路空港事務所長　岡田　敏
北海道釧路市鶴丘2-260

H17.9.14 1,648,500

（株）池貝ディーゼルとの間で締結している釧路空港照明用
発電装置定期整備については、（株）池貝ディーゼルは、当
該発電設備の設計・製造者であり、電源システム構成全般
について熟知し、航空局独自仕様に対応した豊富な技術資
料を保有しているうえ、直接的な部品供給が可能である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18874
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

青森空港ＩＬＳ調整作業
東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.9.16 16,800,000

日本電気（株）との間で締結している青森空港ＩＬＳ調整作業
については、既存システムの設計及び製造を行った者以外
の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、そ
の工事に膨大な時間と要因が必要となる。また、正常な運用
に支障を来すおそれがあるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18875
新潟原動機（株）
東京都中央区八重洲２－９－
７

新潟空港無線用発電設備他２
台点検整備

新潟空港事務所長　木村　正
博　新潟県新潟市松浜町
2350-4

H17.9.16 2,646,000

新潟原動機（株）との間で締結している新潟空港無線用発電
設備他２台点検整備については、本設備は航空局独自のシ
ステムで構成されており、当該整備においては製造社しか実
施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
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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18876
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

函館空港ＡＳＲ／ＳＳＲ調整作業
東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.9.21 31,500,000

日本電気（株）との間で締結している函館空港ＡＳＲ／ＳＳＲ
調整作業については、既存システムの設計及び製造を行っ
た者以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点
から、その工事に膨大な時間と要因が必要となる。また、正
常な運用に支障を来すおそれがあるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18877
八洲電機（株）
東京都港区新橋３－１－１

釧路ＡＲＳＲ無停電電源装置点
検整備

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.9.21 8,190,000

八洲電機（株）との間で締結している釧路ＡＲＳＲ無停電電源
装置点検整備については、既存システムの設計及び製造を
行った者以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の
観点から、その工事に膨大な時間と要因が必要となる。ま
た、正常な運用に支障を来すおそれがあるため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18878

松下電工エンジニアリング
（株）
大阪府大阪市中央区城見２
－１－６１

エプロン照明灯昇降装置等精密
点検作業

新潟空港事務所長　木村　正
博　新潟県新潟市松浜町
2350-4

H17.9.21 1,470,000

松下電工エンジニアリング（株）との間で締結しているエプロ
ン照明灯昇降装置等精密点検作業については、本設備は航
空局独自のシステムで構成されており、当該作業において
は製造社しか実施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
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18879
コマツ新潟（株）
新潟県新潟市山田２３０７

消防５２（新潟８００は６８３）１
２ヶ月点検整備

新潟空港事務所長　木村　正
博　新潟県新潟市松浜町
2350-4

H17.9.21 1,365,000

コマツ新潟（株）との間で締結している消防５２（新潟８００は
６８３）１２ヶ月点検整備については、当該車両は航空局独自
仕様にて製作されており、整備にあたっては迅速な対応が
求められる。この整備は製造社の新潟県代理店である標記
業者しか行うことが出来ないため。（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)

18880
東芝ライテック（株）
東京都品川区東品川４－３－
１

№１エプロン照明灯昇降装置
改修工事

釧路空港事務所長　岡田　敏
北海道釧路市鶴丘2-260

H17.9.22 4,830,000

東芝ライテック（株）との間で締結している№１エプロン照明
灯昇降装置改修工事については、本工事の装置は東芝ライ
テック（株）の独自の技術を用いて製作されたものであるた
め、このシステムを熟知していない製作メーカー以外の業者
が工事を行うことは困難であるため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18881
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

上品山ＲＭＬ調整作業
東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.9.27 5,250,000

日本電気（株）との間で締結している上品山ＲＭＬ調整作業
については、既存システムの設計及び製造を行った者以外
の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、そ
の工事に膨大な時間と要因が必要となる。また、正常な運用
に支障を来すおそれがあるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18882
（株）信光
東京都中央区日本橋茅場町
１－１１－３

石巻（レ）及び八戸（レ）　送受信
データ収集解析装置２式他３点
の購入

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.9.30 9,794,925

（株）信光との間で締結している石巻（レ）及び八戸（レ）　送
受信データ収集解析装置２式他３点の購入については、本
件物品の設計及び製造を行った者以外が開発した場合は、
効率性、信頼性等の観点からこの開発に膨大な時間と要員
が必要となる。よって、本装置を設計・製造した業者から委
任を受けている業者を指定する。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)



講ずる措置 備考契約を締結した日
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随意契約によることとした理由
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にその所属する部局の名
称及び所在地

18883
（株）信光
東京都中央区日本橋茅場町
１－１１－３

秋田（空・レ）及び青森（出）
ロータリージョイント１台他２点の
購入

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.9.30 7,560,000

（株）信光との間で締結している秋田（空・レ）及び青森（出）
ロータリージョイント１台他２点の購入については、当該装置
に収容されていることから、電気的及び機械的に整合がとれ
ていなければ正常に機能しない。本件物品の設計及び製造
を行った者以外が開発した場合は、効率性、信頼性等の観
点からこの開発に膨大な時間と要員が必要が必要となるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18884
医療法人社団國手会藤倉ク
リニック
千葉県成田市幸町４８３

平成１７年度定期及び特別健康
診断

成田空港事務所長　馬上　清
千葉県成田市古込字込前
133

H17.9.30 1,837,290

医療法人社団國手会藤倉クリニックとの間で締結している平
成１７年度定期及び特別健康診断については、成田空港事
務所より も近い事業者のサービスを利用することから、契
約の性質又は目的が競争を許さないものであるため。（会計
法第２９条の３第４項）

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)

単価契約既
往歴検診
\2,415/人

ほか

18885
（株）西田組
青森県青森市大字荒川字柴
田１０２－１

青森空港ＶＦＲ室屋上改修工事
函館空港事務所長　棚橋　文
夫　北海道函館市高松町511

H17.9.30 2,730,000

（株）西田組との間で締結している青森空港ＶＦＲ室屋上改修
工事については、ＶＦＲ室天井から雨漏りがする状態にあり、
且つ、屋上は防水シートの破損及び水溜り等防水機能が失
われている状態にある。ＶＦＲ室は当空港における中枢部で
あり、雨漏りによる管制機器への障害に至った場合、航空機
の運航に甚大な影響を及ぼすことから一刻も早い修繕が必
要である。当該業者は当空港庁舎の構造及び空港内におけ
る作業に精通しており、又防水工事においても十分な実績を
有しているため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18886
函館タクシー（株）
北海道函館市日乃出町２２－
３８

函館航空路監視レーダー事務
所車両借上契約（巡回）下期

函館空港事務所長　棚橋　文
夫　北海道函館市高松町511

H17.9.30 1,916,290

函館タクシー（株）との間で締結している函館航空路監視
レーダー事務所車両借上契約（巡回）下期については、左記
業者は、市内事業者の中で車両保有台数が多く、山岳特有
の悪天候等にも慣れているため特に厳しい冬道や夜間緊急
時の対応が可能である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

単価契約平
成９年３月１
３日北海道

運輸局認可
のとおり

18887
ＮＥＣライティング（株）
東京都品川区西五反田２－８
－１

放電管Ｘ－３Ｓ－Ｎ １５個　他５
点の購入

函館空港事務所長　棚橋　文
夫　北海道函館市高松町511

H17.10.3 2,146,410

ＮＥＣライティング（株）との間で締結している放電管Ｘ－３Ｓ
－Ｎ １５個他５点の購入については、現況の航空灯火施設
は、航空局制定の航空灯火仕様書を満足する機器によって
構成されており,補用に供する機器にも同等の性能が求めら
れることから、あらかじめ航空局による承認を受けた機器を
調達する必要があり、当該業者は本件での調達物品を製造
する唯一の事業者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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18888
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

長岡（レ）無停電電源設備点検
整備工事

新潟空港事務所長　木村　正
博　新潟県新潟市松浜町
2350-4

H17.10.4 3,885,000

（株）東芝との間で締結している長岡（レ）無停電電源設備点
検整備工事については、左記業者は、本設備の設計・製造
者であり本点検整備を継続して行っている。本点検整備は
設計・製造を含めこれまでに蓄積された種々の知見が必須
となるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18889
小糸工業（株）
神奈川県横浜市戸塚区前田
町１００

新千歳（事）他２官署　明滅装置
12個の購入

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.10.6 1,764,000

小糸工業（株）との間で締結している新千歳（事）他２官署明
滅装置12個の購入については、一般競争入札に２回付した
が、入札参加希望者が皆無であったため。（会計法第２９条
の３第５項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18890
松下電工テクノサービス（株）
大阪府門真市大字門真１０４
８

丘珠空港エプロン照明灯昇降装
置精密点検整備

丘珠空港事務所長　濱崎　孝
弘　北海道札幌市東区丘珠
町

H17.10.6 1,786,764

松下電工テクノサービス（株）との間で締結している丘珠空
港エプロン照明灯昇降装置精密点検整備については、点検
整備対象機器が松下電工の設計・製作であり、独自のシス
テムで構成されており、他社では点検整備を実施できず、ま
た松下電工の保守管理関係業務を実施しているのが当該契
約の相手方のため。（会計法第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)

18891
（有）松田ディーゼル
青森県十和田市東十二番町
８－３３

ロータリー除雪車外２台点検整
備

三沢空港事務所長　瀬島　光
政　青森県三沢市大字三沢
字下夕沢83-197

H17.10.7 2,649,150

（有）松田ディーゼルとの間で締結しているロータリー除雪車
外２台点検整備については、本整備対象車輌は、（株）新潟
鉄工所が独自の技術で制作したものであり、その点検・調
整・O/H・部品交換等には、高度の技術・知識・経験を要す
る。よって制作者の指定工場であり、当該車輌に関する図面
及び資料並びに専門技術者を有している、（有）松田ディー
ゼルに本整備を発注することで、作業を迅速且つ確実に実
施され責任の一元化を図ることが出来るため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18892
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

上品山ＳＳＲ調整作業
東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.10.11 11,025,000

日本電気（株）との間で締結している上品山ＳＳＲ調整作業
については、既存システムの設計及び製造を行った者以外
の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、そ
の作業に膨大な時間と要因が必要となる。また、正常な運用
に支障を来すおそれがあるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18893
日通商事（株）
東京都中央区築地５－６－１
０

東京国際空港プラウ除雪車定
期点検整備

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H17.10.11 4,331,504

日通商事（株）との間で締結している東京国際空港プラウ除
雪車定期点検整備については、本車両は岩崎工業（株）の
設計・製作による。標記は岩崎工業（株）より本車両について
の整備に関する指定を受けた業者であり東京近郊にて入札
参加者名簿に登録しているのは標記業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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18894
（財）日本品質保証機構
東京都千代田区丸の内２－５
－２

平成１７年度　計測器校正
稚内空港事務所長　漆川　紀
彦　北海道稚内市大字声問
村字声問

H17.10.12 2,967,440

（財）日本品質保証機構との間で締結している平成１７年度
計測器校正については、８月３１日に一般競争に付し、応札
者を募っていたが、応札はなく、又、再度公告に付す時間的
余裕が無かったため、予決令第９９条の２を適用し随意契約
を行った。（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18895
高周波工業（株）
神奈川県愛甲郡愛川町中津
字桜台４０５２

八丈島ＲＡＧ他１ヵ所発電設備
点検整備

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H17.10.13 5,565,000

高周波工業（株）との間で締結している八丈島ＲＡＧ他１ヵ所
発電設備点検整備については、既存システムの設計及び製
造を行った者以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性
等の観点から、その点検整備に膨大な時間と要員が必要と
なるとともに、正常な運用に支障を来す恐れがあるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18896
東芝電機サービス（株）
東京都新宿区西新宿２－７－
１

東京国際空港停止線灯監視制
御装置部品交換作業

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H17.10.13 3,937,500

東芝電機サービス（株）との間で締結している東京国際空港
停止線灯監視制御装置部品交換作業については、当該製
品は、航空灯火を運用させるために不可欠な構成部品であ
り、株式会社東芝で製造・納入されたものであるため、他製
品では代用できない。標記業者は、製造者より当該装置の
保守業務について全面的に委託を受けた会社であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18897
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

横津岳ＡＲＳＲサイトＣＶＣＦ装置
定期整備

函館空港事務所長　棚橋　文
夫　北海道函館市高松町511

H17.10.13 2,520,000

（株）日立製作所との間で締結している横津岳ＡＲＳＲサイト
ＣＶＣＦ装置定期整備については、本定期整備は無線運用計
画に定められた期間内に実施することが絶対条件であり、緊
急な部品調達にも迅速な対応が求められる。当該業者は、
当該無停電電源設備の設計・製造者であり、無停電電源シ
ステム構成全般について熟知し、各種整備マニュアルほ保
有しているうえ、直接的な部品供給が可能であるため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18898
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

東京国際空港ＣＶＣＦ用警告灯
システム設置工事

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H17.10.14 3,990,000

（株）東芝との間で締結している東京国際空港ＣＶＣＦ用警告
灯システム設置工事については、本工事は、運用中の装置
（ＣＶＣＦ）に係る工事であり、当該装置の設計及び製造を
行った者以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の
観点から、正常な運用に支障を来すおそれがあるため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18899
東芝ライテック（株）
東京都品川区東品川４－３－
１

エプロン照明灯用地区制御盤そ
の他精密点検整備

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H17.10.14 1,207,500

東芝ライテック（株）との間で締結しているエプロン照明灯用
地区制御盤その他精密点検整備については、エプロン照明
灯用地区制御盤は標記業者により製造・納入されたもので
あるから、その設計データ・保守技術資料の保有、ならびに
機能・性能・保守技術を熟知した技術者が必要不可欠であ
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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にその所属する部局の名
称及び所在地

18900
（株）サンネクト
東京都港区芝３－１５－１５

釧路空港滑走路面監視装置路
面センサー部補修作業

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.10.17 1,470,000

（株）サンネクトとの間で締結している釧路空港滑走路面監
視装置路面センサー部補修作業については、本装置の設置
状況、構造及び機能に精通した業者が、着陸帯内において
運用に支障を及ぼさないよう、適確勝短時間に調査、補修を
する必要があり、当該業者は本装置を製造した者の国内代
理店であり、上記の条件を満たし作業を的確かつ円滑に実
施できる業者である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18901
松下電器産業（株）
大阪府門真市大字門真１００
６

進入路指示灯等遠隔制御装置
精密点検整備

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H17.10.17 2,583,000

松下電器産業（株）との間で締結している進入路指示灯等遠
隔制御装置精密点検整備については、対象機器は、航空灯
火を運用するために不可欠な装置である。当該装置の点検
にあたっては装置を熟知した技術者が必要不可欠であり当
該業者でなければ作業できないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18902
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

横津岳ＡＲＳＲ基地局ＣＶＣＦ装
置定期整備

函館空港事務所長　棚橋　文
夫　北海道函館市高松町511

H17.10.17 1,186,500

（株）日立製作所との間で締結している横津岳ＡＲＳＲ基地局
ＣＶＣＦ装置定期整備については、無線運用計画に定められ
た期間内に実施することが絶対条件であり、緊急な部品調
達にも迅速な対応が求められる。当該業者は、当該無停電
電源設備の設計・製造者であり、無停電電源システム構成
全般について熟知し、各種整備マニュアルほ保有しているう
え、直接的な部品供給が可能であるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18903
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

函館空港ＴＤＵ調整作業
東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.10.20 2,835,000

日本電気（株）との間で締結している函館空港ＴＤＵ調整作
業については、既存システムの設計及び製造を行った者以
外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、
その作業に膨大な時間と要因が必要となる。また、正常な運
用に支障を来すおそれがあるため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18904
明星電気（株）
東京都文京区小石川２－５－
７

函館空港ＷＲＵ調整作業
東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.10.20 1,365,000

明星電気（株）との間で締結している函館空港ＷＲＵ調整作
業については、既存システムの設計及び製造を行った者以
外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、
その作業に膨大な時間と要因が必要となる。また、正常な運
用に支障を来すおそれがあるため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18905
東芝電機サービス（株）
東京都新宿区西新宿２－７－
１

東京国際空港屋外キュービクル
等精密点検整備

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H17.10.20 25,200,000

東芝電機サービス（株）との間で締結している東京国際空港
屋外キュービクル等精密点検整備については、点検整備の
対象機器は、（株）東芝により、設計、製造されたもので、機
能維持に必要な図面、設計思想等を記した技術資料を所有
している。指定業者は、当該機器の保守業務について、（株）
東芝より全面的に委託を受けているため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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18906
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

八戸ARSR無停電電源装置点検
整備工事

三沢空港事務所長　瀬島　光
政　青森県三沢市大字三沢
字下夕沢83-197

H17.10.21 4,830,000

（株）日立製作所との間で締結している八戸ARSR無停電電
源装置点検整備工事については、対象物件について、（株）
日立製作所が特別に設計及び製造を行ったものであり、高
度の技術・知識・経験を要する。また、内容について、航空保
安施設の安定運用ために当該物件を良好な状態に維持さ
せるものであることから、契約の性質又は目的が競争を許さ
ないものであるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18907
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

東京国際空港第１ＡＳＲ他２ヵ所
無停電電源設備点検整備

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H17.10.21 6,405,000

（株）東芝との間で締結している東京国際空港第１ＡＳＲ他
２ヵ所無停電電源設備点検整備については、既存システム
の設計及び製造を行った者以外の者が実施した場合は、効
率性、信頼性等の観点から、その点検整備に膨大な時間と
要員が必要となるとともに、正常な運用に支障を来す恐れが
あるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18908
（株）山武
東京都千代田区丸の内２－７
－３

中央監視装置ＣＰＵプリント基板
１枚の購入

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H17.10.21 2,192,400
（株）山武との間で締結している中央監視装置ＣＰＵプリント
基板１枚の購入については、性能及び構造から当該機器製
造者以外に製造できないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18909
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

成田国際空港スポット情報表示
部調整作業

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.10.24 5,775,000

日本電気（株）との間で締結している成田国際空港スポット
情報表示部調整作業については、既存システムの設計及び
製造を行った者以外の者が実施した場合は、効率性、信頼
性等の観点から、その作業に膨大な時間と要因が必要とな
る。また、正常な運用に支障を来すおそれがあるため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18910
（財）産業保険協会
東京都大田区多摩川１－３－
１８

平成１７年度一般定期健康診断
東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H17.10.24 2,026,290

（財）産業保健協会との間で締結している平成１７年度一般
定期健康診断については、従前より当所職員の一般定期健
康診断を実施しており、過去の診断結果を有しているため継
続的な健康状態が把握できるため。また、事業所が勤務官
署と同一区域内に所在しており再検査等で通所にも利便性
が高いため。（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)

単価契約一
般健康診断

料
３，０００円

ほか

18911
東芝電機サービス（株）
東京都新宿区西新宿２－７－
１

停止線灯監視制御装置点検作
業

新潟空港事務所長　木村　正
博　新潟県新潟市松浜町
2350-4

H17.10.24 2,793,000

東芝電機サービス（株）との間で締結している停止線灯監視
制御装置点検作業については、本設備は航空局独自のシス
テムで構成されており、当該作業においては製造社から保
守を委託されている標記業者しか実施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
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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18912
東芝ライテック（株）
東京都品川区東品川４－３－
１

航空灯火整備作業用機器精密
点検整備

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H17.10.26 3,412,500

東芝ライテック（株）との間で締結している航空灯火整備作業
用機器精密点検整備については、対象機器は標記業者によ
り製造・納入されたものであり、設計データ・保守技術資料の
保有、ならびに機能・性能・保守技術を熟知した技術者が必
要不可欠なため。（会計法第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)

18913
八洲電機（株）
東京都港区新橋３－１－１

飛行場灯火電力制御装置等精
密点検作業

新潟空港事務所長　木村　正
博　新潟県新潟市松浜町
2350-4

H17.10.26 2,887,500

八洲電機（株）との間で締結している飛行場灯火電力制御装
置等精密点検作業については、本設備は航空局独自のシス
テムで構成されており、当該整備においては製造社しか実
施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
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18914
八洲電機（株）
東京都港区新橋３－１－１

ＡＲＴＳ無停電電源設備点検整
備

成田空港事務所長　馬上　清
千葉県成田市古込字込前
133

H17.10.27 2,205,000

八洲電機（株）との間で締結しているＡＲＴＳ無停電電源設備
点検整備については、対象としている物件について、契約の
相手方を契約の当事者として委任している者が特別に設計
及び製造を行ったものであること、また内容について、航空
保安業務等を支障なく確実に遂行するために当該物件を良
好な状態に維持させるものであることから、契約の性質又は
目的が競争を許さないものであるため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18915
サンケン電気（株）
埼玉県新座市北野３－６－３

函館空港定電流調整装置他精
密点検整備

函館空港事務所長　棚橋　文
夫　北海道函館市高松町511

H17.10.27 1,753,500

サンケン電気（株）との間で締結している函館空港定電流調
整装置他精密点検整備については、点検対象機器は当該
業者の設計・製作によるもので、同社独自の技術力によって
開発されたシステムで構成されていることから、その中枢は
他社では到底知りえないものであり、当該システムについて
詳細な専門知識を有している者以外による点検は不可能で
あるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18916
（株）信光
東京都中央区日本橋茅場町
１－１１－３

横津岳ＡＲＳＲ装置駆動機構他
２点定期分解整備その他作業

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.10.28 10,500,000

（株）信光との間で締結している横津岳ＡＲＳＲ装置駆動機構
他２点定期分解整備その他作業については、既存システム
の設計及び製造を行った者以外の者が実施した場合は、効
率性、信頼性等の観点から、その作業に膨大な時間と要因
が必要となる。また、正常な運用に支障を来すおそれがある
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18917
東芝電機サービス（株）
東京都新宿区西新宿２－７－
１

平成１７年度釧路空港CCR-U精
密点検整備

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.11.1 6,510,000

東芝電機サービス（株）との間で締結している平成１７年度釧
路空港CCR-U精密点検整備については、既存システムの設
計及び製造を行った者以外の者が実施した場合は、効率
性、信頼性等の観点から、その作業に膨大な時間と要因が
必要となる。また、正常な運用に支障を来すおそれがあるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

18918
モリタース車両工業（株）
東京都大田区昭和島１－５－
２２

東京国際空港路面清掃車（品川
８８や５４９３）他１台車検整備

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H17.11.1 4,515,000

モリタース車輌工業（株）との間で締結している東京国際空
港路面清掃車（品川８８や５４９３）他１台車検整備について
は、本車両は（株）加藤製作所の設計・製作による。標記は
（株）加藤製作所より本車両についての整備に関する指定を
受けた業者であり近郊にて入札参加者名簿に登録している
のは標記業者のみであるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18919
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

八戸ＳＳＲ調整作業
東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.11.4 9,450,000

（株）東芝との間で締結している八戸ＳＳＲ調整作業について
は、既存システムの設計及び製造を行った者以外の者が実
施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、その作業に
膨大な時間と要因が必要となる。また、正常な運用に支障を
来すおそれがあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18920
明星電気（株）
東京都文京区小石川２－５－
７

新千歳空港他３空港空港気象
表示装置性能向上

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.11.4 2,362,500

明星電気（株）との間で締結している新千歳空港他３空港空
港気象表示装置性能向上については、既存システムの設計
及び製造を行った者以外の者が実施した場合は、効率性、
信頼性等の観点から、その作業に膨大な時間と要因が必要
となる。また、正常な運用に支障を来すおそれがあるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18921

サンワコムシスエンジニアリ
ング（株）
東京都目黒区青葉台３－６－
１７

成田国際空港ＣＡＤＩＮデータ端
末内蔵磁気ディスク装置更新作
業

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.11.4 1,707,300

サンワコムシスエンジニアリング（株）との間で締結している
成田国際空港ＣＡＤＩＮデータ端末内蔵磁気ディスク装置更
新作業については、本体装置の設計及び製造を行った者以
外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、
この調整に膨大な時間と要員が必要となる。また、正常な運
用に支障をきたす恐れがある。当該業者は、本装置の製造
業者である日本電気（株）より「航空局に対する製造請負製
品の構成品、補用品及びカタログ製品の購買、修理、オー
バーホール及び点検整備の契約に係る権限」を委任されて
おり、点検整備の実績もあり、信頼性も高いことから、航空
保安業務に支障をきたすことなく作業を的確かつ円滑に実
施できる業者である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18922
モリタース車両工業（株）
東京都大田区昭和島１－５－
２２

東京国際空港スイーパ除雪車
定期点検整備

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H17.11.7 1,942,500

モリタース車輌工業（株）との間で締結している東京国際空
港スイーパ除雪車定期点検整備については、本車両は（株）
加藤製作所の設計・製作による。標記は（株）加藤製作所よ
り本車両についての整備に関する指定を受けた業者であり
近郊にて入札参加者名簿に登録しているのは標記業者のみ
であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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18923

三菱重工エンジン発電システ
ム（株）
東京都品川区西五反田７－２
５－５

大和基地局他１カ所発電設備点
検整備

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H17.11.7 1,890,000

三菱重工エンジン発電システム（株）との間で締結している
大和基地局他１カ所発電設備点検整備については、既存シ
ステムの設計及び製造を行った者以外の者が実施した場合
は、効率性、信頼性等の観点から、その点検整備に膨大な
時間と要員が必要になるとともに、正常な運用に支障を来す
恐れがあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18924
ウエットマスター（株）
東京都新宿区下落合４－２５
－１８

庁舎空調機用加湿器修理
東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H17.11.7 1,365,000

ウェットマスター（株）との間で締結している庁舎空調機用加
湿器修理については、当該設備の製造メーカーであり、制作
者独自の構造等を熟知した技術者を有している。また当該
作業に対する整備実績もあり、本作業を短時間かつ安全、
確実に実施することができる。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18925
第一実業（株）
東京都千代田区二番町１１－
１９

新千歳空港事務所　スペアブラ
シ１組他１点の購入

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.11.8 2,089,500

第一実業（株）との間で締結している新千歳空港事務所スペ
アブラシ１組他１点の購入については、新千歳空港事務所で
除雪工事に使用している官有車両のスイーパ除雪車はス
イープスター社（米）製であり、本車両に取り付け可能なブラ
シは当該社製のブラシでなければ使用できない為。なお、標
記業者は日本国内唯一の輸入代理店である。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18926
（株）信光
東京都中央区日本橋茅場町
１－１１－３

帯広（出）及び石巻（レ）　モデム
盤１盤他１点の購入

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.11.8 768,600

（株）信光との間で締結している帯広（出）及び石巻（レ）モデ
ム盤１盤他１点の購入については、既存装置と本件物品を
接続する上で、信頼性の観点から既存装置の特性を熟知し
ている必要がある為。なお、標記業者は当該装置を設計・製
造した沖電気工業（株）及び（株）東芝より販売の委任を受け
ている。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18927
全日空商事（株）
東京都港区東新橋１－５－２

函館（事）及び釧路（事）　滑走
路摩擦係数測定計（タプレメー
ター）２台の購入

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.11.8 726,684

全日空商事（株）との間で締結している函館（事）及び釧路
（事）滑走路摩擦係数測定計（タプレメーター）２台の購入に
ついては、当該機器の使用が航空保安処理規程に定められ
ているため。なお、標記業者は当該機器の製造業者であるＴ
ＡＰＬＥＹ社（英）の日本における唯一の輸入代理店である。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18928
（株）函館不動産管理
北海道亀田郡七飯町字大中
山９８８

雪上運転請負
函館空港事務所長　棚橋　文
夫　北海道函館市高松町511

H17.11.9 1,354,500

（株）函館不動産管理との間で締結している雪上運転請負に
ついては、冬期間横津岳ＡＲＳＲ局舎への職員等の輸送を
行う雪上車の運転を行うものである。雪上車の運航経路は、
安全性及び地形状の特性などから、スキー場のゲレンデを
通過することが不可欠である。標記業者は、上記スキー場を
管理しており雪上車も所有しているため雪上車の操作上の
特性を熟知している。また、ゲレンデでの雪上車の運転及び
運航経路周辺の地形・気象関係も熟知しているため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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18929
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

ＳＳＲモードＳ研修業務委託
東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.11.10 2,625,000

（株）東芝との間で締結しているＳＳＲモードＳ研修業務委託
については、研修ｾﾝﾀｰにて研修体制が整うまでの間、製造
会社にて本研修を実施するものとする。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18930

松下電工エンジニアリング
（株）
大阪府大阪市中央区城見２
－１－６１

東京国際空港エプロン照明灯昇
降装置精密点検整備その他作
業

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H17.11.11 17,325,000

松下電工エンジニアリング（株）との間で締結している東京国
際空港エプロン照明灯昇降装置精密点検整備その他作業
については、本精密点検整備対象機器である昇降装置は、
松下電工（株）特有の思想によって製造されたものである。
標記指定業者は松下電工株式会社と「施工・保守・修理業
務の委託基本契約」を結んでいるため、標記業者を指定す
ることとする。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18931
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

東京国際空港無停電電源設備
改良その他工事

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.11.14 42,000,000

（株）東芝との間で締結している東京国際空港無停電電源設
備改良その他工事については、既調達の電力監視システム
機能の拡充、ソフトウェアの変更、構成品等の交換等を行う
ものであり、それら調達するサービス、物品等は互換性の無
いものである。よって、本契約は既調達システムと一体的機
能及び連接性が認められ、既調達のシステムの調達相手方
以外の者から調達した場合には、効率性、信頼性等の観点
から、その作業に著しい支障が生じる恐れがあるため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18932
（株）パスコ
東京都目黒区東山１－１－２

滑走路定期点検業務
東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.11.16 13,335,000

（株）パスコとの間で締結している滑走路定期点検業務につ
いては、既存システムの設計及び製造を行った者以外の者
が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、その作
業に膨大な時間と要因が必要となる。また、正常な運用に支
障を来すおそれがあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18933

サンワコムシスエンジニアリ
ング（株）
東京都目黒区青葉台３－６－
１７

小木ノ城ＡＲＳＲ装置ロータリー
ジョイント定期分解整備その他
作業

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.11.18 13,650,000

サンワコムシスエンジニアリング（株）との間で締結している
小木ノ城ＡＲＳＲ装置ロータリージョイント定期分解整備その
他作業については、既存システムの設計及び製造を行った
者以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点か
ら、その作業に膨大な時間と要因が必要となる。また、正常
な運用に支障を来すおそれがあるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18934
（株）サンネクト
東京都港区芝３－１５－１５

新千歳空港滑走路面監視装置
調整作業

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.11.18 1,522,500

（株）サンネクトとの間で締結している新千歳空港滑走路面
監視装置調整作業については、本装置の設置状況、構造及
び機能に精通した業者が、着陸帯内において運用に支障を
及ぼさないよう、適確勝短時間に調査、補修をする必要があ
り、当該業者は本装置を製造した者の国内代理店であり、上
記の条件を満たし作業を的確かつ円滑に実施できる業者で
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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18935
（株）信光
東京都中央区日本橋茅場町
１－１１－３

函館（事）及び函館（レ）　ＣＨＩＦ
シート１枚他４点の購入

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.11.18 869,820

（株）信光との間で締結している函館（事）及び函館（レ）ＣＨＩ
Ｆシート１枚他４点の購入については、既存装置と本件物品
を接続する上で、信頼性等の観点から既存装置の特性を熟
知している必要がある為。なお、標記業者は当該装置を設
計・製造した三洋ジーエスソフトエナジー（株）及び沖電気
（株）より販売の委任を受けている。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18936
（株）日立国際電気
東京都中野区東中野３－１４
－２０

帯広（レ）及び函館（レ）　ＲＶ－
90Ａ用クリスタルフィルター４個
の購入

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.11.18 302,400

（株）日立国際電気との間で締結している帯広（レ）及び函館
（レ）ＲＶ－90Ａ用クリスタルフィルター４個の購入について
は、既存装置と本件物品を接続する上で、信頼性の観点か
ら既存装置との整合性が必要であるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18937
新神戸電機（株）
東京都中央区明石町８－１

函館空港事務所　蓄電池６個の
購入

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.11.18 50,400

新神戸電機（株）との間で締結している函館空港事務所蓄電
池６個の購入については、既存装置と本件物品を接続する
上で、信頼性の観点から規格・特性に合致する必要がある
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18938

鹿内・阿部・西田・中幸除雪
作業共同企業体
青森県青森市大字野尻字今
田９７－１（代表（株）鹿内組）

青森空港無線施設除雪工事
東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.11.18 16,800,000

青森空港は三種空港であることから、その設置管理は青森
県が行っている。県の管理する空港施設（滑走路、誘導路、
エプロン等）の除雪工事と航空局が管理する無線施設の除
雪時間帯が競合することから、県が発注している空港の除
雪契約請負業者（鹿内・阿部・西田・中幸除雪作業共同企業
体）との間で無線施設除雪契約を締結することにより、作業
時間の短縮、経費の削減に加え、除雪工事の安全・円滑か
つ適切な施工を確保することができる。以上の理由から、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

18939
新潟日野自動車（株）
新潟市流通１－５－１３

消防５（新潟８００は３９０）車検
整備

新潟空港事務所長　木村　正
博　新潟県新潟市松浜町
2350-4

H17.11.25 2,310,000

新潟日野自動車（株）との間で締結している消防５（新潟８０
０は３９０）車検整備については、当該車両は航空局独自仕
様にて製作されており、整備にあたっては迅速な対応が求
められる。この整備は製造社の新潟県代理店である標記業
者しか行うことが出来ないため。（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)

18940
日本データサービス（株）
北海道札幌市東区北１６条東
１９－１－１４

函館空港事務所庁舎他６件アス
ベスト調査

函館空港事務所長　棚橋　文
夫　北海道函館市高松町511

H17.11.28 1,743,000

日本データサービス（株）との間で締結している函館空港事
務所庁舎他６件アスベスト調査については、左記業者は、業
務内容における分析方法（建材中の石綿含有率の分析方法
について（平成１７年６月２２日基安化発第0622001号））にお
いて函館近郊における唯一の業者であるため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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18941
山本建設（株）
北海道稚内市港５－７－４４

平成１７年度稚内空港無線施設
除雪工事

稚内空港事務所長　漆川　紀
彦　北海道稚内市大字声問
村字声問

H17.11.28 3,360,000

山本建設（株）との間で締結している平成１７年度稚内空港
無線施設除雪工事については、左記業者は、「平成１７年度
稚内空港除雪工事」の請負者であるため、平行して本工事
を行うことが可能であり、また、各ＩＬＳ施設及び制限区域内
の諸規定を熟知しているため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18942
明星電気（株）
東京都文京区小石川２－５－
７

青森空港積雪深計調整作業
函館空港事務所長　棚橋　文
夫　北海道函館市高松町511

H17.11.30 1,396,500

明星電気（株）との間で締結している青森空港積雪深計調整
作業については、青森空港ＩＬＳ高カテゴリー化更新工事に
伴い変更となった積雪深計のハードウェア及びソフトウェアを
運用可能とするための各種調整作業を実施するものであ
る。本作業は、積雪深計のハードウェア及びソフトウェアはも
とより気象業務全般に熟知した者により、運用環境及び動作
環境との整合を図りつつ実施する必要がある。これを実施で
きるのは積雪深計のハードウェア及びプログラムを製造して
いる当該業者しかいないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18943

サンワコムシスエンジニアリ
ング（株）
東京都目黒区青葉台３－６－
１７

ＰＡユニット１個他１１点の修理
東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.12.1 3,612,000

サンワコムシスエンジニアリング（株）との間で締結しているＰ
Ａユニット１個他１１点の修理については、電気的特性及び
性能を損なうことなく行わなければならず、そのためには本
体装置にも熟知している必要がある。また本体装置の設計・
製造を行った者以外の者が実施した場合は効率性・信頼性
等の観点から膨大な時間と要員がが必要となるため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18944
サンケン電気（株）
埼玉県新座市北野３－６－３

定電流調整器等点検
仙台空港事務所長　西垣　倍
治　宮城県名取市下増田字
南原

H17.12.1 2,992,500

サンケン電気（株）との間で締結している定電流調整器等点
検については、作業に当り、航空保安業務提供時間外の限
られた時間帯で行い、運用開始までに使用可能な状態に復
帰させることが必要があり、作業の迅速・確実性が必要とな
る。正常な動作を維持するには、機器の構造、機能及び性
能等に熟知していなければならず、製造業者であるサンケン
電気（株）以外で実施することは不可能なため。（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)

18945
サンケン電気（株）
埼玉県新座市北野３－６－３

灯火・電力監視制御装置ソフト
ウェア改修作業

仙台空港事務所長　西垣　倍
治　宮城県名取市下増田字
南原

H17.12.1 1,312,500

サンケン電気（株）との間で締結している灯火・電力監視制
御装置ソフトウェア改修作業については、改修元となるソフト
ウェアはサンケン電気（株）製作のもので、改修を行うために
は改修元となるソフトウェアの専門知識・資料が必要であり、
他社に実施させることが出来ないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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18946
（株）信光
東京都中央区日本橋茅場町
１－１１－３

八ORSR（№2）空中線駆動機構
等交換調整及び分解整備工事

八丈島空港・航空路監視レー
ダー事務所長　田中　敦寛
東京都八丈島八丈町大賀郷
2839-2

H17.12.1 2,688,000

（株）信光との間で締結している八ORSR（№2）空中線駆動機
構等交換調整及び分解整備工事については、 整備後も電
気的・機械的に完全な性能を維持するためには、本装置を
熟知し、高度な技術を有することが必要である。従って本装
置の設計製造会社である株式会社東芝の代理店である
（株）信光を指定する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18947
（株）中越建設
新潟県三島郡出雲崎町大字
松本１０７－１

小木の城ＡＲＳＲ巡回道路除雪
作業

長岡航空路監視レーダー事
務所長　北村　健　新潟県長
岡市西津町2305-5

H17.12.1 1,226,400

（株）中越建設との間で締結している小木の城ＡＲＳＲ巡回道
路除雪作業については、周辺地域の除雪作業に 適な機材
を多数保有していることで、近隣市町村の契約を請け負って
おり、当該区間の道路状況等を大変熟知していることから、
当所に於けるＡＲＳＲサイト巡回開始時刻までの除雪作業に
おいて迅速に対応が可能なため。（会計法第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)

18948
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

成田国際空港通信制御装置調
整作業

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.12.2 21,000,000

沖電気工業（株）との間で締結している成田国際空港通信制
御装置調整作業については、既存システムの設計及び製造
を行った者以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等
の観点から、その作業に膨大な時間と要因が必要となる。ま
た、正常な運用に支障を来すおそれがあるため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18949
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

成田国際空港ＴＤＵ改修調整作
業

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.12.2 5,775,000

日本電気（株）との間で締結している成田国際空港ＴＤＵ改
修調整作業については、既存システムの設計及び製造を
行った者以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の
観点から、その作業に膨大な時間と要因が必要となる。ま
た、正常な運用に支障を来すおそれがあるため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18950
ＮＥＣネクサソリューションズ
（株）
東京都港区三田１－４－２８

国有財産管理システム機能改
良作業

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.12.5 1,197,000

ＮＥＣネクサソリューションズ（株）との間で締結している国有
財産管理システム機能改良作業については、現システムの
機能を維持しつつ機能改良を図ることから、現システムの内
容を熟知している事及び、信頼性の確保が不可欠なことから
当該システムを開発・作成した当該業者を指定する。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18951
八洲電機（株）
東京都港区新橋３－１－１

新潟空港灯火・電力監視制御装
置改良

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.12.6 42,420,000

八洲電機（株）との間で締結している新潟空港灯火・電力監
視制御装置改良については、既存システムの設計及び製造
を行った者以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等
の観点から、その作業に膨大な時間と要因が必要となる。ま
た、正常な運用に支障を来すおそれがあるため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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18952
サンケン電気（株）
埼玉県新座市北野３－６－３

仙台空港灯火・電力監視制御装
置改良

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.12.6 25,200,000

サンケン電気（株）との間で締結している仙台空港灯火・電
力監視制御装置改良については、既存システムの設計及び
製造を行った者以外の者が実施した場合は、効率性、信頼
性等の観点から、その作業に膨大な時間と要因が必要とな
る。また、正常な運用に支障を来すおそれがあるため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18953
松下電器産業（株）
大阪府門真市大字門真１００
６

東京国際空港電気施設監視用Ｉ
ＴＶ装置精密点検整備

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H17.12.6 3,990,000

松下電器産業（株）との間で締結している東京国際空港電気
施設監視用ＩＴＶ装置精密点検整備については、当該ＩＴＶ
は、標記業者によって製造、設置されたものであるため、機
能維持に必要な技術、設計思想を熟知した技術者が点検を
行うことが必要不可欠であるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18954
八洲電機（株）
東京都港区新橋３－１－１

東京国際空港航空灯火断芯位
置検出装置精密点検

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H17.12.6 2,992,500

八洲電機（株）との間で締結している東京国際空港航空灯火
断芯位置検出装置精密点検については、本点検を実施する
には機器の特性及び取り扱いに熟知した技術者が必要不可
欠であり、当該業者でなければ実施できないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18955
（株）サンネクト
東京都港区芝３－１５－１５

滑走路面監視装置定期点検整
備

新潟空港事務所長　木村　正
博　新潟県新潟市松浜町
2350-4

H17.12.6 1,396,500

（株）サンネクトとの間で締結している滑走路面監視装置定
期点検整備については、本装置は航空機運航に重要であ
り、機能を常に正常に保つための作業であり、この整備は製
造社の国内代理店である標記業者しか行うことが出来ない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18956
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

成田国際空港第１ＡＳＲ改修作
業

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.12.7 35,700,000

（株）東芝との間で締結している成田国際空港第１ＡＳＲ改修
作業については、既存システムの設計及び製造を行った者
以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点か
ら、その作業に膨大な時間と要因が必要となる。また、正常
な運用に支障を来すおそれがあるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18957
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

監視制御装置精密点検

常陸太田航空衛星センター
所長　　高城　式充　茨城県
常陸太田市白羽町朝日向
1715

H17.12.7 2,730,000

（株）東芝との間で締結している監視制御装置精密点検につ
いては、左記業者は、当該システムの設計製造者であり、本
設備に精通している者が他にいないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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18958
日本ユニシス（株）
東京都江東区豊洲１－１－１

東京航空局総合的文書管理シ
ステム導入作業

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.12.8 7,455,000

日本ユニシス（株）との間で締結している東京航空局総合的
文書管理システム導入作業については、既存システムの設
計及び製造を行った者以外の者が実施した場合は、効率
性、信頼性等の観点から、その作業に膨大な時間と要因が
必要となる。また、正常な運用に支障を来すおそれがあるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18959
戸田建設（株）
東京都中央区京橋１－７－１

成田国際空港管制塔ＶＦＲ室天
井改修その他工事

成田空港事務所長　馬上　清
千葉県成田市古込字込前
133

H17.12.8 6,300,000

戸田建設（株）との間で締結している成田国際空港管制塔Ｖ
ＦＲ室天井改修その他工事については、地震時における天
井材の落下を防止する為のＶＦＲ室天井改修と無線ケーブ
ルの更新ルート確保の為のＶＦＲ室床、無線機器室天井他
に開口を設ける工事である。よって当該施設の構造を熟知し
ていることが求められる。作業が夜間に限定されるだけでな
く、本空港が２４時間運用である為作業中においても常に運
用再開が出来るように迅速に対処しなければならない。この
ような大きな時間的制約がある中で作業をスムーズに進め
ることや臨時の際の適切な対処能力も求められる。また、本
空港は影響の大きい主要な国際空港であり、なかでもＶＦＲ
室は運航上 重要施設である。よって、安全かつ円滑、そし
て正確な施工及び現場監理体制が求められる。随意契約の
相手方は、当該施設の新築工事を担当した業者でありその
構造についても熟知している。また本ＶＦＲ室内での建築工
事を実施している唯一の業者でもある。そのことから、随意
契約の相手方が も安全かつ円滑、そして正確な施工及び
現場監理体制が執れる業者であることから、契約の性質又
は目的が競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18960
（株）カナデン
東京都港区新橋４－２２－４

ＡＲＴＳ表示装置偏向コイル修理
東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H17.12.12 2,205,000
（株）カナデンとの間で締結しているＡＲＴＳ表示装置偏向コイ
ル修理については、技術的理由により競争が存在しないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18961
（財）東京都予防医学協会
東京都新宿区市谷砂土原町
１－２

平成17年度一般的健康診断
東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.12.14 2,266,939

（財）東京都予防医学協会との間で締結している平成17年度
一般的健康診断については、東京都予防医学協会は、平成
9年から東京航空局職員の一般定期健康診断を行っている
ため、同局職員の健康診断データを長期にわたって保有し
ており過去のデータと比較した健康診断表を作成することが
出来る。これにより暦年の経過を参考とした的確な健康管理
指導を行うことが可能であるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18962
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

成田国際空港第１ＳＳＲ改修作
業

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.12.14 45,150,000

（株）東芝との間で締結している成田国際空港第１ＳＳＲ改修
作業については、既存システムの設計及び製造を行った者
以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点か
ら、その作業に膨大な時間と要因が必要となる。また、正常
な運用に支障を来すおそれがあるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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18963
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

非常用レーダー分解整備その
他作業

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.12.15 67,725,000

日本電気（株）との間で締結している非常用レーダー分解整
備その他作業については、既存システムの設計及び製造を
行った者以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の
観点から、その作業に膨大な時間と要因が必要となる。ま
た、正常な運用に支障を来すおそれがあるため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18964
ＮＥＣネクサソリューションズ
（株）
東京都港区三田１－４－２８

国有財産価格改定システム作
成その他作業

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.12.16 15,171,450

ＮＥＣネクサソリューションズ（株）との間で締結している国有
財産価格改定システム作成その他作業については、既存シ
ステムの設計及び製造を行った者以外の者が実施した場合
は、効率性、信頼性等の観点から、その作業に膨大な時間
と要因が必要となる。また、正常な運用に支障を来すおそれ
があるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18965
日本無線（株）
東京都三鷹市下連雀５－１－
１

新潟ＡＳＲ装置駆動機構他２点
定期分会整備その他作業

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.12.16 8,190,000

日本無線（株）との間で締結している新潟ＡＳＲ装置駆動機
構他２点定期分会整備その他作業については、既存システ
ムの設計及び製造を行った者以外の者が実施した場合は、
効率性、信頼性等の観点から、その作業に膨大な時間と要
因が必要となる。また、正常な運用に支障を来すおそれがあ
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18966
（株）信光
東京都中央区日本橋茅場町
１－１１－３

帯広ＡＰＩＤ装置ペデスタル定期
分解整備作業

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.12.16 2,500,000

（株）信光との間で締結している帯広ＡＰＩＤ装置ペデスタル定
期分解整備作業については、本体装置の設計及び製造を
行った者以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の
観点から、この調整に膨大な時間と要員が必要となる。ま
た、正常な運用に支障をきたす恐れがある。当該業者は、本
装置の製造業者である（株）東芝より、標記作業を委任され
ているため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18967

サンワコムシスエンジニアリ
ング（株）
東京都目黒区青葉台３－６－
１７

箱根ＡＲＳＲ装置駆動機構他１
点定期分解整備その他作業

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.12.20 3,570,000

サンワコムシスエンジニアリング（株）との間で締結している
箱根ＡＲＳＲ装置駆動機構他１点定期分解整備その他作業
については、既存システムの設計及び製造を行った者以外
の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、そ
の作業に膨大な時間と要因が必要となる。また、正常な運用
に支障を来すおそれがあるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18968
（株）ＮＩＰＰＯコーポレーション
東京都中央区京橋１－１９－
１１

函館空港除雪工事環境影響調
査

函館空港事務所長　棚橋　文
夫　北海道函館市高松町511

H17.12.20 2,450,000

（株）ＮＩＰＰＯコーポレーションとの間で締結している函館空
港除雪工事環境影響調査については、左記業者は平成１７
年度函館空港除雪工事を請け負っており、氷盤処理工の実
施範囲、凍結防止剤の散布量等の詳細内容を把握してお
り、調査実施に際し採水場所・採水時期において適切な対
応ができ、且つ、一定した試験結果を提出できるため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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18969

サンワコムシスエンジニアリ
ング（株）
東京都目黒区青葉台３－６－
１７

東京（事）及び成田（事）電力増
幅器６台他１４点の購入

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.12.26 132,324,885

サンワコムシスエンジニアリング（株）との間で締結している
東京（事）及び成田（事）電力増幅器６台他１４点の購入につ
いては、電気的及び機械的に整合性がとれていなければな
らず、製造にあたっては、本体製造会社の技術を必要とす
る。よって当該装置を設計・製造した業者から委託を受けて
いる業者を指定する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18970
（株）信光
東京都中央区日本橋茅場町
１－１１－３

成田空港事務所　電力増幅器２
台他７点の購入

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.12.26 22,050,000

（株）信光との間で締結している成田空港事務所電力増幅器
２台他７点の購入については、電気的及び機械的に整合性
がとれていなければならず、製造にあたっては、本体製造会
社の技術を必要とする。よって当該装置を設計・製造した業
者から委託を受けている業者を指定する。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18971
新神戸電機（株）
東京都中央区明石町８－１

東京国際空庫直流電源盤（新神
戸電機製）精密点検整備

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H17.12.26 2,887,500

新神戸電機（株）との間で締結している東京国際空庫直流電
源盤（新神戸電機製）精密点検整備については、本点検を
実施するには機器の特性及び取り扱いに熟知した技術者が
必要不可欠であり、当該業者以外は実施できないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18972
関東日産ディーゼル（株）
東京都江東区東雲２－１２－
４３

空港用１２５００立化学消防車
（宮城８００は２０３）１２ヵ月定期
点検整備その他作業

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H17.12.26 2,782,500

関東日産ディーゼル（株）との間で締結している空港用１２５
００立化学消防車（宮城８００は２０３）１２ヵ月定期点検整備
その他作業については、本整備における車両は東急車輌製
造（株）が設計・製作したものであり、標記業者はここより本
車両の点検整備を一任されているため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18973
平林建設（株）
長野県東筑摩郡生坂村５５２
３

穂高ＮＤＢ局舎撤去工事
東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H17.12.28 4,935,000

平林建設（株）との間で締結している穂高ＮＤＢ局舎撤去工
事については、本工事の施工場所は長野県からの借用地で
あり、その借用期限が平成17年12月31日までとなっており、
同日までに更地にして長野県へ返還する必要がある。この
廃止計画に沿って、期間に余裕をもって指名競争入札を実
施したが、不成立となった。標記業者は指名競争参加業者
であるが、当初の不成立理由が、初度入札には全指名業者
が応札したが落札せず、再入札時には標記業者のみが応
札し、他の全入札参加者が辞退したことによるものであっ
た。よって、標記業者には本工事を実施する意志が伺え、既
に仕様も把握していることから唯一の施工可能業者と判断し
たため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18974
八洲電機（株）
東京都港区新橋３－１－１

成田国際空港電力監視装置改
良

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H18.1.11 15,540,000

八洲電機（株）との間で締結している成田国際空港電力監視
装置改良については、既存システムの設計及び製造を行っ
た者以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点
から、その作業に膨大な時間と要因が必要となる。また、正
常な運用に支障を来すおそれがあるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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18975
八洲電機（株）
東京都港区新橋３－１－１

新千歳空港灯火・電力監視制御
装置改良

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H18.1.11 15,540,000

八洲電機（株）との間で締結している新千歳空港灯火・電力
監視制御装置改良については、既存システムの設計及び製
造を行った者以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性
等の観点から、その作業に膨大な時間と要因が必要となる。
また、正常な運用に支障を来すおそれがあるため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18976
（株）信光
東京都中央区日本橋茅場町
１－１１－３

大和（レ）他３官署　バッテリユ
ニット２５式の購入

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H18.1.11 2,178,750

（株）信光との間で締結している大和（レ）他３官署バッテリユ
ニット２５式の購入については、本体装置にとってバッテリユ
ニットは重要な役割を果たしており、今後の運用に支障を与
えることなく、また電気的性能及び整合性を図る必要がある
ため、既存装置を設計・製造した業者から委任を受けている
業者を指定する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18977

サンワコムシスエンジニアリ
ング（株）
東京都目黒区青葉台３－６－
１７

新千歳（事）他２官署　保守業務
支援端末３式の購入

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H18.1.12 9,283,050

サンワコムシスエンジニアリング（株）との間で締結している
新千歳（事）他２官署保守業務支援端末３式の購入について
は、既設の保守情報処理システムと本件物品を接続する為
には、インターフェイスの整合がとれていなけばなず、また、
正常に動作させるため、端末機器の特性等、内部に精通し
ている必要がある。よって当該装置を設計・製造した業者か
ら委託を受けている業者を指定する。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18978
（株）ダイフク
大阪府大阪市西淀川区御幣
島３－２－１１

東側電源局舎自動倉庫システ
ム点検整備

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H18.1.12 1,129,905

（株）ダイフクとの間で締結している東側電源局舎自動倉庫
システム点検整備については、自動倉庫システムは標記業
者により製造・納入されたものであることから、その設計デー
タ・保守技術資料の保有、並びに機能・性能・保守技術を熟
知した技術者が必要不可欠であるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18979
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

冷却扇（ＵＰＳ－３５４－０１Ｈ５）
１０台他１１点の購入

函館空港事務所長　棚橋　文
夫　北海道函館市高松町511

H18.1.12 1,996,470

（株）日立製作所との間で締結している冷却扇（ＵＰＳ－３５４
－０１Ｈ５）１０台他１１点の購入については、購入物品は無
停電電源装置に使用される部品であるため、高品質が要求
される。左記業者は、各部品の機能点検を実施し、品質保証
する無停電電源装置の製作者であるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18980
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

函館空港ＲＣＭ他２件調整作業
東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H18.1.16 3,990,000

沖電気工業（株）との間で締結している函館空港ＲＣＭ他２件
調整作業については、既存システムの設計及び製造を行っ
た者以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点
から、その作業に膨大な時間と要因が必要となる。また、正
常な運用に支障を来すおそれがあるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

18981
日本船燈（株）
埼玉県吉川市大字高久５５５

東京国際空港進入角指示灯監
視装置精密点検

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H18.1.18 3,780,000

日本船燈（株）との間で締結している東京国際空港進入角指
示灯監視装置精密点検については、本点検を実施するに
は、機器の特性及び取り扱いに熟知した技術者が必要不可
欠であり、製造業者以外は実施できないため。（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)

18982
未来情報開発（株）
東京都千代田区神田須田町
１－１０

人事情報処理システム改修作
業

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H18.1.21 1,963,500

未来情報開発（株）との間で締結している人事情報処理シス
テム改修作業については、既存システムの設計及び製造を
行った者以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の
観点から、その作業に膨大な時間と要因が必要となる。ま
た、正常な運用に支障を来すおそれがあるため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18983
（株）ＪＡＬエアテック
東京都大田区羽田空港３－５
－７

空港用路面清掃車（品川８８や５
２４０）作業用水タンク交換その
他作業

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H18.1.23 1,590,000

（株）ＪＡＬエアテック　との間で締結している空港用路面清掃
車（品川８８や５２４０）作業用水タンク交換その他作業につ
いては、本整備における車両は第一実業（株）が設計・製作
したものであり、標記業者はここより本車両の点検整備・修
理を一任されているため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18984
（株）加藤製作所
東京都品川区東大井１－９－
３７

函館（事）他２官署　スイーパ除
雪車ブラシ１７組の購入

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H18.1.24 15,938,496

（株）加藤製作所との間で締結している函館（事）他２官署ス
イーパ除雪車ブラシ１７組の購入については、各空港で例年
を大きく上回る積雪を記録し、予備品の除雪車ブラシを交換
する事例が増えている。予備品がなくなると、滑走路面等の
除雪が不可能となり、空港の運用に重大な影響をあたえる
恐れがある。緊急対処として、本件物品の納入実績があり、
かつ早急に本件物品を納入することが可能な業者を指定す
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18985
八洲電機（株）
東京都港区新橋３－１－１

東京国際空港第１ＴＸ他１カ所無
停電電源設備点検整備

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H18.1.25 1,785,000

八洲電機（株）との間で締結している東京国際空港第１ＴＸ他
１カ所無停電電源設備点検整備については、既存システム
の設計及び製造を行った者以外の者が実施した場合は、効
率性、信頼性等の観点から、その点検整備に膨大な時間と
要員が必要になるとともに、正常な運用に支障を来す恐れ
があるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18986
（株）日立国際電気
東京都千代田区外神田４－１
４－１

常陸太田屋外防護設備点検作
業

常陸太田航空衛星センター
所長　　高城　式充　茨城県
常陸太田市白羽町朝日向
1715

H18.1.25 1,260,000

（株）日立国際電気との間で締結している常陸太田屋外防護
設備点検作業については、左記業者は、当該システムの設
計製造者であり、本設備に精通している者が他にいないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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18987

ヤンマーエネルギーシステム
（株）
大阪府大阪市北区大淀中５
－１２－３９

いわきVOR/DME発電設備点検
整備

仙台空港事務所長　西垣　倍
治　宮城県名取市下増田字
南原

H18.1.30 4,305,000

ヤンマーエネルギーシステム（株）との間で締結しているいわ
きVOR/DME発電設備点検整備については、左記業者は、
当該設備の設計・製造者であるヤンマーディーゼル（株）発
電設備に関し、東北地区での点検及び整備を唯一担当して
いる会社であり、当該設備の構造・性能及び電源システム構
成全般について熟知し、航空局独自仕様に対応した豊富な
技術資料及び技術者を保有している上、直接的な部品供給
が可能である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18988
新潟原動機（株）
東京都中央区八重洲２－９－
７

東京国際空港発電設備点検整
備

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H18.1.30 35,700,000

新潟原動機（株）との間で締結している東京国際空港発電設
備点検整備については、既存システムの設計及び製造を
行った者以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の
観点から、その点検整備に膨大な時間と要員が必要になる
とともに、正常な運用に支障を来す恐れがあるため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18989
東伸電機（株）
東京都北区志茂５－３７－１
３

東京国際空港移動式発電装置
（３台）その他改修作業

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H18.1.30 4,000,000

東伸電機（株）との間で締結している東京国際空港移動式発
電装置（３台）その他改修作業については、既存システムの
設計及び製造を行った者以外の者が実施した場合は、効率
性、信頼性等の観点から、その点検整備に膨大な時間と要
員が必要になるとともに、正常な運用に支障を来す恐れが
あるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18990
（株）函館不動産管理
北海道亀田郡七飯町字大中
山９８８

雪上車運転請負
函館空港事務所長　棚橋　文
夫　北海道函館市高松町511

H18.1.30 1,444,800

（株）函館不動産管理との間で締結している雪上車運転請負
については、冬期間横津岳ＡＲＳＲ局舎への職員等の輸送を
行う雪上車の運転を行うものである。雪上車の運航経路は、
安全性及び地形状の特性などから、スキー場のゲレンデを
通過することが不可欠である。標記業者は、上記スキー場を
管理しており雪上車も所有しているため雪上車の操作上の
特性を熟知している。また、ゲレンデでの雪上車の運転及び
運航経路周辺の地形・気象関係も熟知しているため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18991
（株）信光
東京都中央区日本橋茅場町
１－１１－３

成田空港事務所　補助連絡装
置１式の購入

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H18.2.1 6,426,000

（株）信光との間で締結している成田空港事務所　補助連絡
装置１式の購入については、通信制御装置本体と電気的・
機械的な整合を必要とし、納入後本件物品を確実に稼働さ
せるためにも、高い信頼性を担保する必要がある。よって当
該装置を設計・製造した業者から委託を受けている業者を指
定する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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18992
東芝ライテック（株）
東京都品川区東品川４－３－
１

灯体洗浄装置１・２号機高圧ポ
ンプ分解修理その他作業

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H18.2.1 3,150,000

東芝ライテック（株）との間で締結している灯体洗浄装置１・２
号機高圧ポンプ分解修理その他作業については、灯体洗浄
装置１・２号機は標記業者により製造・納入されたものである
ことから、その設計データ・保守技術資料の保有、並びに機
能・性能・保守技術を熟知した技術者が必要不可欠であるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18993

日東紡音響エンジニアリング
（株）
東京都墨田区緑１－２１－１
０

東京国際空港航空機騒音監視
装置（羽田文化センター他７ヵ
所）設置及び調整作業

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H18.2.3 14,000,000

日東紡音響エンジニアリング（株）との間で締結している東京
国際空港航空機騒音監視装置（羽田文化センター他７ヵ所）
設置及び調整作業については、既存システムの設計及び製
造を行った者以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性
等の観点から、その作業に膨大な時間と要因が必要となる。
また、正常な運用に支障を来すおそれがあるため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18994
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

ＬＬＺシェルタ改修作業
東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H18.2.3 7,665,000

日本電気（株）との間で締結しているＬＬＺシェルタ改修作業
については、既存システムの設計及び製造を行った者以外
の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、そ
の作業に膨大な時間と要因が必要となる。また、正常な運用
に支障を来すおそれがあるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18995

サンワコムシスエンジニアリ
ング（株）
東京都目黒区青葉台３－６－
１７

東京国際空港ＲＣＣ専用電話回
線網設定変更作業

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H18.2.3 1,522,500

サンワコムシスエンジニアリング（株）との間で締結している
東京国際空港ＲＣＣ専用電話回線網設定変更作業について
は、本体装置の設計及び製造を行った者以外の者が実施し
た場合は、効率性、信頼性等の観点から、この調整に膨大
な時間と要員が必要となる。また、正常な運用に支障をきた
す恐れがある。当該業者は、本装置の製造業者であるジャ
ルインフォテック（株）より、当該装置の維持管理等の業務移
管に関する覚え書きを締結した唯一の業者であるため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

18996

サンワコムシスエンジニアリ
ング（株）
東京都目黒区青葉台３－６－
１７

東京国際空港ＲＣＣ専用電話回
線網設定変更作業

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H18.2.3 1,522,500

サンワコムシスエンジニアリング（株）との間で締結している
東京国際空港ＲＣＣ専用電話回線網設定変更作業について
は、既存システムの設計及び製造を行った者以外の者が実
施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、その作業に
膨大な時間と要因が必要となる。また、正常な運用に支障を
来すおそれがあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
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にその所属する部局の名
称及び所在地

18997
角田電気工業（株）
東京都台東区根岸５丁目１４
番１２号

東京国際空港中央受配電所他
直流電源盤精密点検整備

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H18.2.6 3,675,000

角田電気工業（株）との間で締結している東京国際空港中央
受配電所他直流電源盤精密点検整備については、点検整
備の対象機器は、独自の構造設計に基づいて製造されてい
る。指定業者は、同機器に関する技術資料等を所有してお
り、保守業務について製造業者より全面的に委託を受けて
いるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18998
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

SSE-2000型システム統制装置
液晶パネル交換作業

成田空港事務所長　馬上　清
千葉県成田市古込字込前
133

H18.2.7 5,775,000

沖電気工業（株）との間で締結しているSSE-2000型システム
統制装置液晶パネル交換作業については、対象としている
物件について、契約の相手方が特別に設計及び製造を行っ
たものであること、また内容について、航空保安業務等を支
障なく確実に遂行するために当該物件を良好な状態に維持
させるものであることから、契約の性質又は目的が競争を許
さないものであるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

18999
（株）協和機械製作所
北海道札幌市西区発寒１５条
１２－３－２５

新千歳空港事務所　高性能牽
引ｽｲｰﾊﾟ除雪車専用ﾌﾞﾗｼ（SCB-
9102590CP）40個他１点の購入

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H18.2.8 5,274,738

（株）協和機械製作所との間で締結している新千歳空港事務
所高性能牽引ｽｲｰﾊﾟ除雪車専用ﾌﾞﾗｼ（SCB-9102590CP）40
個他１点の購入については、今冬の豪雪により、除雪車の
稼働率が予測を超えて大幅に増え、摩擦による本件物品の
劣化により、計画時期より早期に交換を強いられている。早
急に予備品確保する必要があるため当該業者を指定する。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19000
（株）信光
東京都中央区日本橋茅場町
１－１１－３

ロータリージョイント他12点修理
作業

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H18.2.9 12,075,000

（株）信光との間で締結しているロータリージョイント他12点
修理作業については、既存システムの設計及び製造を行っ
た者以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点
から、その作業に膨大な時間と要因が必要となる。また、正
常な運用に支障を来すおそれがあるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19001
八洲電機（株）
東京都港区新橋３－１－１

東京国際空港無線施設用受配
電設備精密点検整備

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H18.2.9 4,935,000

八洲電機（株）との間で締結している東京国際空港無線施設
用受配電設備精密点検整備については、点検整備の対象
機器は、独自の構造設計に基づいて製造されている。指定
業者は、同機器に関する技術資料等を所有しており、保守
業務について製造業者より全面的に委託を受けているた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19002
高周波工業（株）
神奈川県愛甲郡愛川町中津
字桜台４０５２

友部航空無線通信所可搬型発
電設備点検整備

成田空港事務所長　馬上　清
千葉県成田市古込字込前
133

H18.2.9 4,620,000

高周波工業（株）との間で締結している友部航空無線通信所
可搬型発電設備点検整備については、対象としている物件
について、契約の相手方が特別に設計及び製造を行ったも
のであること、また内容について、航空保安業務等を支障な
く確実に遂行するために当該物件を良好な状態に維持させ
るものであることから、契約の性質又は目的が競争を許さな
いものであるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19003
吉川自動車工業（株）
北海道稚内市はまなす３－３
－１１

空港用６０００立級化学消防車
（旭川 800 は 545）他２台定期
整備

稚内空港事務所長　漆川　紀
彦　北海道稚内市大字声問
村字声問

H18.2.9 2,320,500

吉川自動車工業（株）との間で締結している空港用６０００立
級化学消防車（旭川 800 は 545）他２台定期整備について
は、当該車両は（株）小松製作所の特有の技術により設計・
製作された車両であるため、整備に当たっては車両の構造
を熟知している制作者のサービス指定工場である必要があ
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19004
鹿島建設（株）
東京都港区元赤坂１－２－７

南側電源局舎用幹線ダクト設置
工事

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H18.2.10 4,305,000

鹿島建設（株）との間で締結している南側電源局舎用幹線ダ
クト設置工事については、鹿島建設（株）が施工中の「東京
国際空港原動機センター新築に伴うインフラ移設工事」工程
計画で施工することにより、掘削調整が容易で、手戻りなく
円滑に施工することができるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19005
明星電気（株）
東京都文京区小石川２－５－
７

場内気象データ表示器２個他１
８点の修理

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H18.2.13 4,305,000

明星電機（株）との間で締結している場内気象データ表示器
２個他１８点の修理については、電気的特性及び性能を損な
うことなく行わなければならず、そのためには本体装置にも
熟知している必要がある。また本体装置の設計・製造を行っ
た者以外の者が実施した場合は効率性・信頼性等の観点か
ら膨大な時間と要員がが必要となるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19006

サンワコムシスエンジニアリ
ング（株）
東京都目黒区青葉台３－６－
１７

電力増幅ユニット１式他１４点の
修理

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H18.2.13 3,234,000

サンワコムシスエンジニアリング（株）との間で締結している
電力増幅ユニット１式他１４点の修理については、電気的特
性及び性能を損なうことなく行わなければならず、そのため
には本体装置にも熟知している必要がある。また本体装置
の設計・製造を行った者以外の者が実施した場合は効率
性・信頼性等の観点から膨大な時間と要員がが必要となる
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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19007
関東日産ディーゼル（株）
東京都江東区東雲２－１２－
４３

空港用１２５００立級化学消防車
（品川８８や５６８４）車検整備

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H18.2.13 3,150,000

関東日産ディーゼル（株）との間で締結している空港用１２５
００立級化学消防車（品川８８や５６８４）車検整備について
は、本整備における車両は東急車輌製造（株）が設計・製作
したものであり、標記業者はここより本車両の点検整備を一
任されているため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19008
明星電気（株）
東京都文京区小石川２－５－
７

成田国際空港ＷＲＵ調整作業
東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H18.2.14 1,186,500

明星電気（株）との間で締結している成田国際空港ＷＲＵ調
整作業については、既存システムの設計及び製造を行った
者以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点か
ら、その作業に膨大な時間と要因が必要となる。また、正常
な運用に支障を来すおそれがあるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19009
（株）サンネクト
東京都港区芝３－１５－１５

新千歳（事）　ROSAマスター用
滑走路面監視装置１個他１４点
の購入

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H18.2.15 10,976,700

（株）サンネクトとの間で締結している新千歳（事）ROSAマス
ター用滑走路面監視装置１個他１４点の購入については、既
設機器と更新機器について、ハードウェア・ソフトウェアを整
合させて接続することが必須であり、他社製品では正常に機
能することはできない。よって当該業者を指定する。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19010
北海道地図（株）
北海道旭川市台場１条２－１
－６

函館空港土木施設台帳修正業
務

函館空港事務所長　棚橋　文
夫　北海道函館市高松町511

H18.2.17 2,919,000

北海道地図（株）との間で締結している函館空港土木施設台
帳修正業務については、左記業者は土木施設台帳の図面
管理システムの基礎データを構築しており、システムの内容
を熟知していること、適性且つ迅速な作業が出来るため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19011

日産ディーゼル北海道販売
（株）
北海道札幌市厚別区厚別中
央２条２－１－１

空港化学消防車（１号車）定期
整備工事

函館空港事務所長　棚橋　文
夫　北海道函館市高松町511

H18.2.17 2,698,500

日産ディーゼル北海道販売（株）との間で締結している空港
化学消防車（１号車）定期整備工事については、左記業者は
北海道函館地区において製作者から点検、修理等のサービ
ス部門を委任されている唯一の会社であり、詳細な技術資
料、図面及び技術者を有していることから、本工事を円滑且
つ確実に行うことができるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19012
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

東京国際空港航空灯火・電力監
視制御装置改良

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H18.2.20 103,950,000

（株）東芝との間で締結している東京国際空港航空灯火・電
力監視制御装置改良については、既存システムの設計及び
製造を行った者以外の者が実施した場合は、効率性、信頼
性等の観点から、その作業に膨大な時間と要因が必要とな
る。また、正常な運用に支障を来すおそれがあるため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19013
（株）鶴見製作所
大阪府大阪市鶴見区鶴見４
－１６－４０

雨水排水ポンプ設備点検作業
東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H18.2.20 2,415,000

（株）鶴見製作所との間で締結している雨水排水ポンプ設備
点検作業については、本設備の設計・制作者であり、本機器
に係る知識と技能を有し、当該設備の制作者以外が実施し
た場合は、効率性、信頼性及び安全が保てないと共に、正
常な運用に支障を来すおそれがあるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19014
東芝ライテック（株）
東京都品川区東品川４－３－
１

埋込灯器清掃車２号車高圧ポン
プ分解修理作業

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H18.2.20 1,207,500

東芝ライテック（株）との間で締結している埋込灯器清掃車２
号車高圧ポンプ分解修理作業については、埋込灯器清掃車
２号車は東芝ライテックにより製造・納入されたものであるこ
とから、その設計データ・保守技術資料の保有、並びに機
能・性能・保守技術を熟知した技術者が必要不可欠であるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19015
（株）クボタ
大阪府大阪市浪速区敷津東
１－２－４７

東京国際空港Ｐ５汚水ポンプ増
設工事

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H18.2.21 5,775,000

（株）クボタとの間で締結している東京国際空港Ｐ５汚水ポン
プ増設工事については、汚水ポンプ及び制御盤は独自の技
術により設計・製造されたものであり、既設機器と性能・制御
方式・構造・寸法等が同じポンプを増設することにより、設備
全体として設計思想が統一され責任の所在が一元明確化と
なるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19016
八洲電機（株）
東京都港区新橋３－１－１

成田国際空港電力監視装置点
検整備

成田空港事務所長　馬上　清
千葉県成田市古込字込前
133

H18.2.21 2,782,500

八洲電機（株）との間で締結している成田国際空港電力監視
装置点検整備については、対象としている物件について、契
約の相手方を契約の当事者として委任している者が特別に
設計及び製造を行ったものであること、また内容について、
航空保安業務等を支障なく確実に遂行するために当該物件
を良好な状態に維持させるものであることから、契約の性質
又は目的が競争を許さないものであるため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19017
日本無線（株）
東京都三鷹市下連雀５－１－
１

函館空港ＡＴＩＳ調整作業
函館空港事務所長　棚橋　文
夫　北海道函館市高松町511

H18.2.22 1,575,000

日本無線（株）との間で締結している函館空港ＡＴＩＳ調整作
業については、左記業者は当該装置の設計製造者であり、
当該装置の構成及び性能を十分に熟知し、調整に必要な知
識、技術力を有し、また調整作業の良否に起因する障害が
発生した場合、障害探求を素早く復旧させることが可能であ
り、当該装置の調整についての経験を有し、限定期間内で
作業実施が可能な者であるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19018
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

東京国際空港ＣＣＳ－２０００－
２型通信装置他１件調整作業

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H18.2.23 2,257,500

沖電気工業（株）との間で締結している東京国際空港ＣＣＳ
－２０００－２型通信装置他１件調整作業については、技術
的理由により競争が存在しないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は
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にその所属する部局の名
称及び所在地

19019
コマツ東京（株）
神奈川県相模原市渕野辺２
－５－８

３０００立級化学消防車（品川８
００は２８６）他１台定期点検整
備

東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H18.2.24 3,100,000

コマツ東京（株）との間で締結している３０００立級化学消防
車（品川８００は２８６）他１台定期点検整備については、本車
両は（株）コマツ製作所の設計・製作による。標記は（株）コマ
ツ製作所より本車両についての整備に関する指定を受けた
業者であり当所近郊にて入札参加者名簿に登録しているの
は標記業者のみであるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19020
中日本航空（株）
愛知県西春日井郡豊山町大
字豊場字殿釜２

航空障害標識管理システム改
修作業

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H18.2.28 2,940,000

中日本航空（株）との間で締結している航空障害標識管理シ
ステム改修作業については、当該業者は、本システムを構
築した者であり、その構成プログラムを細部にわたって熟知
しており、確実に実施できる業者であるため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19021
中央工営（株）
東京都大田区羽田４－１６－
１０

鳥害対策草刈工事
東京空港事務所長　蒲生　猛
東京都大田区羽田空港３－３
－１

H18.2.28 3,780,000

中央工営（株）との間で締結している鳥害対策草刈工事につ
いては、Ｃ滑走路着陸帯及びカテゴリーⅡ　ＩＬＳ制限区域等
において実施するため、航空機の運航や航空保安施設に影
響を与えてはならない。左記業者は着陸帯内での作業手続
き及び退避方法等に精通しているため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19022
（株）伊豆不動産鑑定事務所
東京都江東区東陽５－３１－
２１

江東中央防波堤地区の土地鑑
定評価

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H18.3.14 1,322,370

（株）伊豆不動産鑑定事務所との間で締結している江東中央
防波堤地区の土地鑑定評価については、本件依頼地は江
東区内の土地であり、これを鑑定評価するためには対象近
隣地域の取引事例に精通している不動産鑑定士に依頼する
ことが必要である。また、不動産鑑定士が評価対象地より遠
方に所在している場合、報酬額に遠隔地割り増し及び旅費
を見込まねば成らず、経費の面からも現地所在の当該鑑定
士に依頼することが有利であると思料されるため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19023
（株）ＴＡＫリアルティ
東京都江東区南砂２－５－１
４

江東中央防波堤地区の土地鑑
定評価

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H18.3.14 1,322,370

（株）ＴＡＫリアルティとの間で締結している江東中央防波堤
地区の土地鑑定評価については、本件依頼地は江東区内
の土地であり、これを鑑定評価するためには対象近隣地域
の取引事例に精通している不動産鑑定士に依頼することが
必要である。また、不動産鑑定士が評価対象地より遠方に
所在している場合、報酬額に遠隔地割り増し及び旅費を見
込まねば成らず、経費の面からも現地所在の当該鑑定士に
依頼することが有利であると思料されるため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19024

サンワコムシスエンジニアリ
ング（株）
東京都目黒区青葉台３－６－
１７

青森空港運航管理卓性能向上
東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H18.3.16 2,940,000

サンワコムシスエンジニアリング（株）との間で締結している
青森空港運航管理卓性能向上については、本件実施にあ
たっては、短時間で作業を完了することが必要不可欠であ
り、これを遂行するには運航管理卓に精通した業者が、これ
を行わなければならない。よって当該業者は、当該装置を製
造した業者から業務移管が行われ、製造、修理等の実績・
信頼性も豊富であるので指定する。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19025
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

東京国際空港警備システム改
修作業

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H18.3.17 2,625,000

日本電気（株）との間で締結している東京国際空港警備シス
テム改修作業については、本体装置の設計及び製造を行っ
た者以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点
から、この調整に膨大な時間と要員が必要となる。また、正
常な運用に支障をきたす恐れがあるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19026

サンワコムシスエンジニアリ
ング（株）
東京都目黒区青葉台３－６－
１７

三宅島空港ＲＡＧ用ＩＴＶ装置調
整作業

東京航空局長　城石　幸治
東京都千代田区九段南１－１
－１５

H18.3.20 1,499,400

サンワコムシスエンジニアリング（株）との間で締結している
三宅島空港ＲＡＧ用ＩＴＶ装置調整作業については、本体装置
の設計及び製造を行った者以外の者が実施した場合は、効
率性、信頼性等の観点から、この調整に膨大な時間と要員
が必要となる。また、正常な運用に支障をきたす恐れがある
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19027
東芝電機サービス（株）
東京都新宿区西新宿２－７－
１

広島・長崎・熊本空港飛行場灯
火・電力監視制御装置保守請負

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.4.1 31,237,500

東芝電機サービス（株）との間で締結している広島・長崎・熊
本空港飛行場灯火・電力監視制御装置保守請負について
は、事故発生時に２４時間迅速な対応が可能であること、装
置の構成及び性能を十分に熟知し、保守点検に必要な知
識・技術力を有していることなどの条件を満たしているため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19028
日本交通（株）
大阪府大阪市西区新町３－１
４－１３

車両借上契約
大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.4.1 24,693,970

日本交通（株）との間で締結している車両借上契約について
は、突発的な事態にも早急に対応するため、保有台数が多
数あることと、配車に要する時間が短いこと、視察等の来客
に失礼がないようにするため、乗務員の態度及び言葉遣い
が丁寧なこと、事故等があった場合に早急に対応するため、
本社及び事業所が大阪府内にあること、また、大型車を保
有しており大多数の来客にも対応可能であることが必要であ
り、左記業者は、以上の条件を満たしているため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

認可料金に
よる
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19029
パシフィックコンサルタンツ
（株）
東京都多摩市関戸１－７－５

新北九州空港進入灯橋梁工事
他施工管理業務

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.4.1 22,050,000

パシフィックコンサルタンツ（株）との間で締結している新北九
州空港進入灯橋梁工事他施工管理業務については、進入
灯橋梁工事の安全かつ確実な施工・資料作成を円滑に実施
するには一貫した管理を行なう必要があり、当該請負者以
外には工事の設計内容の把握・現場及び周辺地域の状況
等施工条件等のいずれにも精通している業者がいないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19030
第一建築サービス（株）
東京都千代田区二番町１２－
２

大阪航空局清掃作業
大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.4.1 7,408,800

第一建築サービス（株）との間で締結している大阪航空局清
掃作業については、作業用の清掃用具倉庫及び作業員控
室など、合同庁舎管理室で貸与しており、左記業者と契約す
ることにより、当局で貸与する必要がないため。（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)

19031
富士ゼロックス（株）
東京都港区赤坂２－１７－２
２

デジタル複写機６台及びデジタ
ル複合機１台の賃貸借及び保
守

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.4.1 6,214,911

富士ゼロックス（株）との間で締結しているデジタル複写機６
台及びデジタル複合機１台の賃貸借及び保守については、
継続して使用する必要があるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(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)

19032
（株）トライス
兵庫県神戸市中央区橘通１
－１－９

大阪航空局ホームページ契約
関係情報随時更新作業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.4.1 4,563,405

（株）トライスとの間で締結している大阪航空局ホームページ
契約関係情報随時更新作業については、当該ホームページ
の構成内容等を熟知し、当局ホームページとの整合性を保
持する必要があるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

単価契約
公表作業・
公表削除作
業＠9,900
目次作成作
業・目次削
除作業＠
6,600

19033
リコー関西（株）
大阪府大阪市中央区谷町４
－１１－６

Ａ０ﾃﾞｼﾞﾀﾙ複写機１台の賃貸借
及び保守

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.4.1 3,218,040
リコー関西（株）との間で締結しているＡ０ﾃﾞｼﾞﾀﾙ複写機１台
の賃貸借及び保守については、継続して使用する必要があ
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(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)

19034
関西ハイタク事業協同組合
大阪府大阪市北区東天満２
－２－１７

車両借上契約
大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.4.1 1,917,410

関西ハイタク事業協同組合との間で締結している車両借上
契約については、突発的な事態にも早急に対応するため、
保有台数が多数あることと、配車に要する時間が短いこと、
視察等の来客に失礼がないようにするため、乗務員の態度
及び言葉遣いが丁寧なこと、事故等があった場合に早急に
対応するため、本社及び事業所が大阪府内にあること、ま
た、大型車を保有しており大多数の来客にも対応可能であ
ることが必要であり、左記業者は、以上の条件を満たしてい
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

認可料金に
よる



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19035

インフォメーション・ハンドリン
グ・サービシズ・ジャパン（株）
東京都渋谷区恵比寿１－２１
－８

FAAファイルの賃貸借
大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.4.1 1,829,100

インフォメーション・ハンドリングサービシズ・ジャパン（株）と
の間で締結しているＦＡＡファイルの賃貸借については、行政
目的を達成するために不可欠な情報であり、当該情報の販
売権を有しているのは米国インフォメーション・ハンドリング・
サービシズ社のみであり、日本における当該情報を提供す
ることが可能なインフォメーション・ハンドリング・サービシズ・
ジャパン（株）から、継続して提供を受ける必要があるもので
あるため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

19036
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１４式賃
貸借

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.4.1 1,314,180
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
るパーソナルコンピュータ１４式賃貸借については、継続して
使用する必要があるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(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)

19037

阪急タクシー（株）
大阪府豊中市服部南町3-5-
12

車両借上契約
大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.4.1 1,260,190

阪急タクシー（株）との間で締結している車両借上契約につ
いては、突発的な事態にも早急に対応するため、保有台数
が多数あることと、配車に要する時間が短いこと、視察等の
来客に失礼がないようにするため、乗務員の態度及び言葉
遣いが丁寧なこと、事故等があった場合に早急に対応する
ため、本社及び事業所が大阪府内にあること、また、大型車
を保有しており大多数の来客にも対応可能であることが必要
であり、左記業者は、以上の条件を満たしているため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

認可料金に
よる

19038
ＮＥＣリース（株）
東京都港区芝５－２９－１１

人事情報処理システム賃貸借
大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.4.1 1,156,680
ＮＥＣリース（株）との間で締結している人事情報処理システ
ム賃貸借については、継続して使用する必要があるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

19039
（株）ぎょうせい
東京都中央区銀座７－４－１
２

現行法令（CD-ROM）３式外２点
賃貸借

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.4.1 995,400

（株）ぎょうせいとの間で締結している現行法令（CD-ROM）３
式外２点賃貸借については、行政目的を達成するために不
可欠な特定の情報であり、左記業者以外からの提供は不可
能であるため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

19040
日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋２－１５－
１２

共済経理システム・短期給付シ
ステム等の借上

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.4.1 866,880
日立キャピタル（株）との間で締結している短期給付システム
の賃貸借については、継続して使用する必要があるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19041
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

サーバ一式賃貸借
大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.4.1 859,761
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
るサーバ一式賃貸借については、継続して使用する必要が
あるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(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)

19042
（株）三光電設
沖縄県石垣市字平得２１２番
地

平成１７年度石垣空港機械施設
保全業務

石垣空港出張所長　井上　準
文　石垣市真栄里東原５９６

H17.4.1 2,625,000
（株）三光電設との間で締結している平成１７年度石垣空港
機械施設保全業務については、再入札に付しても落札者が
いなかったため。（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19043
（株）日立ビルシステム
東京都千代田区神田錦町１
－６

エレベーター保守作業
出雲空港出張所長　古々本
昭一　島根県簸川郡斐川町
大字沖洲字反２６３６－１

H17.4.1 1,152,900

（株）日立ビルシステムとの間で締結しているエレベーター保
守作業については、当所の昇降機は、日立製作所製であ
り、機械機能等も熟知している当該業者がそのメンテナンス
を行うことになっている。また、消耗品や交換部品の入手も
容易且つ迅速であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19044
東芝電機サービス（株）
東京都新宿区西新宿２－７－
１

飛行場灯火・電気監視制御装置
保守請負

大分空港事務所　菅野　顕
大分県国東市武蔵町糸原字
大海田

H17.4.1 2,252,250

東芝電気サービス（株）との間で締結している飛行場灯火・
電気監視制御装置保守請負については、本請負の対象設
備は、（株）東芝製で、設備の構造及び性能を熟知し、保守
点検に必要な知識、技術を有し、運用時間外の限られた作
業時間において保守点検を実施でき、信頼性を保つことがで
きるのは、当該装置製造者である（株）東芝の保守専門会社
である業者以外に他はない。（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)

19045
（株）日立ビルシステム
東京都千代田区神田錦町１
－６

エレベーター保守作業
大分空港事務所　菅野　顕
大分県国東市武蔵町糸原字
大海田

H17.4.1 1,337,144

（株）日立ビルシステムとの間で締結しているエレベーター保
守作業については、当所の昇降機は、日立製作所製であ
り、機械機能等も熟知している当該業者がそのメンテナンス
を行うことになっている。また、消耗品や交換部品の入手も
容易且つ迅速であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19046
ムサシタクシー（株）
大分県国東市武蔵町古市５７
８－１

車両借上契約
大分空港事務所　菅野　顕
大分県国東市武蔵町糸原字
大海田

H17.4.1 1,334,510

ムサシタクシー（株）との間で締結している車両借上契約に
ついては、左記業者は、大分空港近隣に本社を置く唯一の
会社で、車両の保有台数も多く、24時間待ち受け体制にある
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

認可料金に
よる

19047
リコーリース（株）
東京都中央区銀座７－１６－
３

複写機等賃貸借契約
大分空港事務所　菅野　顕
大分県国東市武蔵町糸原字
大海田

H17.4.1 1,316,700

リコーリース（株）との間で締結している複写機等賃貸借契
約については、平成17年1月より当該業者と60ヶ月リースで
契約しているので、継続して使用する必要があるため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(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)



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所
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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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にその所属する部局の名
称及び所在地

19048
大分リコー（株）
大分県大分市萩原４－８－７

複写機等保守契約
大分空港事務所　菅野　顕
大分県国東市武蔵町糸原字
大海田

H17.4.1 1,294,893

大分リコー（株）との間で締結している複写機等保守契約に
ついては、本複写機はリコー社製で、当該会社はその保守
点検における知識や技術を有しているため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
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
モノカラー
３．２円
フルカラー１
７．１円

19049

関西国際空港ビルディング
（株）
大阪府豊中市蛍池西町３－５
５５

大阪国際空港立体連絡通路保
全業務請負

大阪空港事務所長　和田　孝
二　大阪府豊中市蛍池西町３
－３７１

H17.4.1 8,610,000

関西国際空港ビルディング（株）との間で締結している大阪
国際空港立体連絡通路保全業務請負については、本業務
の作業範囲は、ターミナルビルの作業範囲と隣接又は重複
しているため、ターミナルビルの管理業務を行い建物維持管
理業務に精通している事業者と契約することにより業務を円
滑かつ迅速に対応でき、また責任の所在が明確になるため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19050
エアーポート企業（株）
大阪府池田市空港２－３６８

庁舎塵芥処理及び防疫消毒作
業

大阪空港事務所長　和田　孝
二　大阪府豊中市蛍池西町３
－３７１

H17.4.1 8,401,856

エアーポート企業（株）との間で締結している庁舎塵芥処理
及び防疫消毒作業については、豊中市・池田市・伊丹市の
各市条例等により定められた方法により処理する必要があ
ること、また制限区域内も作業範囲に含まれていること、さら
に排出された塵芥等を速やかに分別・処分する必要がある
ため当空港に作業所を構えておく必要があること。これらの
条件を満たすのは当該業者しかいない。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19051
日本管財（株）
兵庫県西宮市六湛寺町９－１
６

大阪空港事務所電話交換業務
請負

大阪空港事務所長　和田　孝
二　大阪府豊中市蛍池西町３
－３７１

H17.4.1 8,316,000

日本管財（株）との間で締結している大阪空港事務所電話交
換業務請負については、空港事務所の窓口として重要な業
務のひとつであり、迅速、正確、丁寧且つ公平であることを
要す。また、契約の性格上秘密を保持する必要性があるた
め高度な信頼性を有する者であること、また各課の業務内
容等を把握するなど熟練までに相当な時間を要し苦情等に
より業務に支障を及ぼすことがないため（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)

19052
東芝電機サービス（株）
東京都新宿区西新宿２－７－
１

大阪国際空港飛行場灯火監視
制御システム保守請負

大阪空港事務所長　和田　孝
二　大阪府豊中市蛍池西町３
－３７１

H17.4.1 6,615,000

東芝電機サービス（株）との間で締結している大阪国際空港
飛行場灯火監視制御システム保守請負については、本シス
テムの設計及び製造を行った者以外の者が実施した場合
は、効率性、信頼性等との観点から、その作業に膨大な時
間と要員が必要となる。また、正常な運用に支障を来す恐れ
があるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19053
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

大阪国際空港電力監視制御シ
ステム保守請負

大阪空港事務所長　和田　孝
二　大阪府豊中市蛍池西町３
－３７１

H17.4.1 5,145,000

（株）日立製作所との間で締結している大阪国際空港電力監
視制御システム保守請負については、本システムの設計及
び製造を行った者以外の者が実施した場合は、効率性、信
頼性等との観点から、その作業に膨大な時間と要員が必要
となる。また、正常な運用に支障を来す恐れがあるため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）
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19054
東芝エレベータ（株）
東京都品川区北品川６－５－
２７

平成１７年度庁舎・管制塔エレ
ベーター保守点検作業

大阪空港事務所長　和田　孝
二　大阪府豊中市蛍池西町３
－３７１

H17.4.1 4,939,200

東芝エレベータ（株）との間で締結している平成１７年度庁
舎・管制塔エレベーター保守点検作業については、当所の
昇降機は、（株）東芝製であり、当該業者がそのメンテナンス
を行うことになっており、機械機能等も熟知している。また、
消耗品や交換部品の入手も容易且つ迅速であるため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19055
石川島運搬機械（株）
東京都中央区明石町６－４

平成１７年度大型防音壁機械施
設点検作業

大阪空港事務所長　和田　孝
二　大阪府豊中市蛍池西町３
－３７１

H17.4.1 4,515,000

石川島運搬機械（株）との間で締結している平成１７年度大
型防音壁機械施設点検作業については、施設の運用中に
作業を行うため短期間で作業を行う必要があり、機能保持
の保守点検は装置の構成・機能・特性等を熟知した専門の
事業者に請け負わせることにより確実かつ短期間で実施で
きるため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19056
日本ビソー（株）
東京都港区芝浦4-15-33

ゴンドラ保守その他請負
大阪空港事務所長　和田　孝
二　大阪府豊中市蛍池西町３
－３７１

H17.4.1 4,082,700

日本ビソー（株）との間で締結しているゴンドラ保守その他請
負については、当該ゴンドラの構造等を熟知し、また緊急時
に置いても迅速且つ的確に対応できる必要がある。それら
の条件を満たしているのは製造・設置を行った事業者以外な
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)

19057
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上小
田中４－１－１

大阪国際空港騒音監視装置中
央処理システム保守作業

大阪空港事務所長　和田　孝
二　大阪府豊中市蛍池西町３
－３７１

H17.4.1 3,882,375

富士通（株）との間で締結している大阪国際空港騒音監視装
置中央処理システム保守作業については、当該システム
は、航空機運航情報、気象情報及び滑走路情報システムと
端末でつながっており、そのデータを基に編集を行うことか
ら、製造元以外が実施した場合、効率性、信頼性等の観点
から作業に膨大な時間を要するとともに正常な運用に支障
を及ぼすおそれがある。当該業者は当該機器の製造を行っ
ており、機器機能を熟知しているため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19058
富士テレコム（株）
東京都板橋区板橋１－５３－
２

大阪空港事務所ＬＡＮ設備保守
大阪空港事務所長　和田　孝
二　大阪府豊中市蛍池西町３
－３７１

H17.4.1 2,310,000

富士テレコム（株）との間で締結している大阪空港事務所ＬＡ
Ｎ設備保守については、当該システムの設置・設定を施工し
たことにより当該システムの詳細について把握しており不具
合が発生した場合も迅速且つ的確な対応が可能なため（会
計法第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)

19059
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

スポット管理システム保守請負
作業

大阪空港事務所長　和田　孝
二　大阪府豊中市蛍池西町３
－３７１

H17.4.1 1,722,000

日本電気（株）との間で締結しているスポット管理システム保
守請負作業については、本システムの障害等は航空機の運
航に多大な影響を及ぼす恐れがあり、障害等を回避するた
めの保守作業、また不測の障害に対して速やかな対応復旧
作業ができるのは製造・設置した契約事業者しかないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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19060
関西空港リムジン（株）
大阪府豊中市箕輪３－８－２

旅客運送
大阪空港事務所長　和田　孝
二　大阪府豊中市蛍池西町３
－３７１

H17.4.1 1,985,780

関西空港リムジン（株）との間で締結している旅客運送につ
いては、左記業者は、本社（営業所）が豊中市内にあり、営
業所の保有台数も多い事から緊急時の配車が可能であり、
２４時間の旅客運送体制をとっており深夜の時間帯でも施設
の障害発生等緊急事態に迅速に対応できるため（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19061
東芝電機サービス（株）
東京都新宿区西新宿２－７－
１

飛行場灯火・電力監視制御装置
保守請負

鹿児島空港事務所長　梅川
久則　鹿児島県姶良郡溝辺
町麓８３８

H17.4.1 14,175,000

東芝電機サービス（株）との間で締結している飛行場灯火・
電力監視制御装置保守請負については、本装置の設計及
び製造を行った者以外の者が実施した場合は、効率性、信
頼性等との観点から、その作業に膨大な時間と要員が必要
となる。また、正常な運用に支障を来す恐れがあるため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19062
鹿児島綜合警備保障（株）
鹿児島県鹿児島市与次郎１
－２－１

鹿児島ＮＤＢ他４施設機械警備
請負

鹿児島空港事務所長　梅川
久則　鹿児島県姶良郡溝辺
町麓８３８

H17.4.1 3,221,820

鹿児島綜合警備保障（株）との間で締結している鹿児島ＮＤ
Ｂ他４施設機械警備請負については、本装置の設計及び製
造を行った者以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性
等との観点から、その作業に膨大な時間と要員が必要とな
る。また、正常な運用に支障を来す恐れがあるため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19063

三菱電機ビルテクノサービス
（株）
東京都千代田区大手町２－６
－２

庁舎昇降機点検保守作業
鹿児島空港事務所長　梅川
久則　鹿児島県姶良郡溝辺
町麓８３８

H17.4.1 1,881,180

三菱電機ビルテクノサービス（株）との間で締結している庁舎
昇降機点検保守作業については、本装置の設計及び製造を
行った者以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等と
の観点から、その作業に膨大な時間と要員が必要となる。ま
た、正常な運用に支障を来す恐れがあるため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19064

加世田鹿児島交通タクシー
（株）
鹿児島県加世田市地頭所６５
６－２

タクシー借上（加世田）
鹿児島空港事務所長　梅川
久則　鹿児島県姶良郡溝辺
町麓８３８

H17.4.1 1,519,360

加世田鹿児島交通タクシー（株）との間で締結しているタク
シー借上（加世田）については、道路情報を熟知し、加世田
地区のタクシー保有台数が多く、冬季の降雪時及び深夜等
の緊急保守、事故等突発的な事態にも２４時間体制で迅速
に対応でき、利便性を高く維持できるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19065
（財）関西電気保安協会
大阪府大阪市北区曽根崎１
－２－６

平成１７年度受配電設備保守点
検整備

信太航空路監視レーダー事
務所　福田　均　大阪府和泉
市伯太町3-13-60

H17.4.1 1,732,500

（財）関西電気保安協会との間で締結している平成１７年度
受配電設備保守点検整備については、保安上重要な施設で
あり、緊急事態が発生した場合に迅速な対応が可能であり、
効率的な作業が出来るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19066
東芝電機サービス（株）
東京都新宿区西新宿２－７－
１

飛行場灯火・電力監視制御装置
保守請負

関西空港事務所長　谷　寧久
大阪府泉南郡田尻町泉州空
港中1

H17.4.1 9,135,000

東芝電機サービス（株）との間で締結している飛行場灯火・
電力監視制御装置保守請負については、本作業の対象とな
るシステムは、（株）東芝が設計・製造したもので電力施設等
の監視制御を一括して行うものであり、機能停止・誤動作は
許されない。標記業者は本システムの保全サービスを行う目
的で（株）東芝が設立した会社であり、本システムの構成・機
能・特性を熟知し、故障時にも迅速に対応できるため、標記
業者と随意契約を締結したものである。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19067
日本管財（株）
兵庫県西宮市六湛寺町９－１
６

関西空港事務所電話交換業務
請負

関西空港事務所長　谷　寧久
大阪府泉南郡田尻町泉州空
港中1

H17.4.1 8,316,000

日本管財（株）との間で締結している関西空港事務所電話交
換業務請負については、空港事務所の窓口として重要な業
務のひとつであり、迅速、正確、丁寧且つ公平であることを
要す。また、契約の性格上秘密を保持する必要性があるた
め高度な信頼性を有する者であること、また各課の業務内
容等を把握するなど熟練までに相当な時間を要し苦情等に
より業務に支障を及ぼすことがないため（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)

19068
東芝エレベータ（株）
東京都品川区北品川６－５－
２７

庁舎その他エレベータ点検保守
関西空港事務所長　谷　寧久
大阪府泉南郡田尻町泉州空
港中1

H17.4.1 6,822,900

東芝エレベータ（株）との間で締結している庁舎その他エレ
ベータ点検保守については、本作業の対象のエレベータ設
備は全て（株）東芝の製造によるものである。標記業者は
（株）東芝の系列で、エレベータ保守専門の会社であるた
め、設備の内容及び保守要領を熟知しており、緊急時に対
応する態勢も確率されていることから運用上 も高い安全性
を確保することができるため、標記業者と随意契約を締結し
たものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19069
協和テクノロジィズ（株）
大阪府大阪市北区中崎１－２
－２３

関西空港事務所電話設備保守
関西空港事務所長　谷　寧久
大阪府泉南郡田尻町泉州空
港中1

H17.4.1 4,410,000

協和テクノロジィズ（株）との間で締結している関西空港事務
所電話設備保守については、本作業の対象となる電話設備
は日本電信電話（株）製であり、標記業者は日本電信電話
（株）の特約店として構内電話設備整備工事を施工した業者
である。そのため当該電話設備の性能及び回線実態を熟知
し、不測の事態が発生した場合でも機器及び回線の修復・
復旧に迅速かつ的確な対応ができるため、標記業者と随意
契約を締結したものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19070
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３－３

空港座標管理システム保守請
負

関西空港事務所長　谷　寧久
大阪府泉南郡田尻町泉州空
港中1

H17.4.1 3,150,000

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結している空港座標管
理システム保守請負については、当該システムの開発、設
計及び製造を実施し、当該システムに精通している標記業
者以外に出来るものがないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19071
大阪第一交通（株）
大阪府堺市神南辺町１－４５
－１

旅客運送契約（第一）
関西空港事務所長　谷　寧久
大阪府泉南郡田尻町泉州空
港中1

H17.4.1 3,106,150

大阪第一交通（株）との間で締結している旅客運送契約（第
一）については、左記業者は、過去契約実績がある業者であ
り、車両の保有台数も多く、緊急に配車が必要な場合であっ
ても近傍に配車センターがあり迅速な対応が可能であるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19072
堺相互タクシー（株）
大阪府堺市北向陽町２－２－
４

平成１７年度車両借上契約
信太航空路監視レーダー事
務所　福田　均　大阪府和泉
市伯太町3-13-60

H17.4.1 3,076,850

堺相互タクシー株式会社との間で締結している平成１７年度
車両借上契約については、本件を履行するにあたっては、
原則として24時間配車可能であること、速やかな配車が必
要となるため近隣に営業所等を有すること、官公庁等の契
約実績のあることが条件になるが、これらの条件を具備して
いるのは標記業者以外にはないため、標記業者と随意契約
を締結したものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19073
キャノン販売（株）
大阪府大阪市北区梅田３－３
－１０

電子複写機（ｷｬﾉﾝ MEDIO
GP405）1台外2点保守

関西空港事務所長　谷　寧久
大阪府泉南郡田尻町泉州空
港中1

H17.4.1 2,788,884

キャノン販売（株）との間で締結している電子複写機（ｷｬﾉﾝ
MEDIO GP405）1台外2点保守については、本作業の対象機
器は標記業者製であり、標記業者の製品を年間保守契約す
る場合には取り扱い代理店と契約する場合であっても、標記
業者が定めた保守料金体系に基づき代理店を通じて標記業
者と契約するシステムになっている。迅速な対応を確保する
ためには代理店を仲介する必要性はないため、標記業者と
随意契約を締結したものである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

単価契約
キャノン
MEDIO
GP405
5,000枚まで
5.5円ほか

19074
明光タクシー（株）
和歌山県西牟婁郡白浜町８９
０－１７

旅客運送契約（明光）
関西空港事務所長　谷　寧久
大阪府泉南郡田尻町泉州空
港中1

H17.4.1 2,265,120

明光タクシー（株）との間で締結している旅客運送契約（明
光）については、原則として24時間配車可能であること、巡
回先からの配車もあるので、和歌山県南部に営業所等を有
すること、官公庁等の契約実績のあることが条件になるが、
これらの条件を具備しているのは標記業者以外にはないた
め、標記業者と随意契約を締結したものである。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19075
和歌山警備保障（株）
和歌山県和歌山市土佐町２
－６０－１

南紀白浜空港無線施設機械警
備請負

関西空港事務所長　谷　寧久
大阪府泉南郡田尻町泉州空
港中1

H17.4.1 2,264,220

和歌山警備保障（株）との間で締結している南紀白浜空港無
線施設機械警備請負については、警備業法に基づく認定を
公安委員会から受けていること、和歌山県南部に支店・営業
所を有し、異常事態が発生した際速やかに対応可能なこと、
航空保安無線施設及び同様の重要施設の警備業務の経験
を有することが条件になるが、これらの条件を具備している
のは標記業者以外にはないため、標記業者と随意契約を締
結したものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19076

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

電子複写機（コニカミノルタ　７２
７２）１台保守

関西空港事務所長　谷　寧久
大阪府泉南郡田尻町泉州空
港中1

H17.4.1 1,846,272

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
ている電子複写機（コニカミノルタ　７２７２）１台保守について
は、本作業の対象機器は左記業者製であり、標記業者の製
品を年間保守契約する場合には取り扱い代理店と契約する
場合であっても、左記が定めた保守料金体系に基づき代理
店を通じて左記業者と契約するシステムになっている。迅速
な対応を確保するためには代理店を仲介する必要性はない
ため、左記業者と随意契約を締結したものである。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

単価契約制
限なし　4.8
円

19077
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

スポット情報表示部保守請負作
業

関西空港事務所長　谷　寧久
大阪府泉南郡田尻町泉州空
港中1

H17.4.1 1,480,500

日本電気（株）との間で締結しているスポット情報表示部保
守請負作業については、本件は、スポット情報表示部の保
守作業を行うものであるが、標記機器の製造を行った以外
の者が実施した場合は、効率性・信頼性等の観点から、そ
の作業に膨大な時間と要員が必要となり、正常な運用に著
しい支障が生じる恐れがあると判断されるため、本機器の製
造業者である左記業者と随意契約を締結したものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19078

関西国際空港施設エンジニ
ア（株）
大阪府泉佐野市泉州空港北
１

ねずみ・害虫防除作業
関西空港事務所長　谷　寧久
大阪府泉南郡田尻町泉州空
港中1

H17.4.1 1,437,349

関西国際空港施設エンジニア（株）との間で締結しているね
ずみ・害虫防除作業については、要人が使用する旅客ターミ
ナルビル北ウイング1階の特別貴賓室内の作業を含んでい
るため、警備上その設備等を公にすることが適当でない。標
記業者は空港管理者である関西国際空港（株）が設立した
会社であり信頼がおけるため随意契約を締結したものであ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19079
日本ビソー（株）
東京都港区芝浦4-15-33

ゴンドラ保守
関西空港事務所長　谷　寧久
大阪府泉南郡田尻町泉州空
港中1

H17.4.1 1,280,990

日本ビソー（株）との間で締結しているゴンドラ保守について
は、標記ゴンドラは標記業者製造のものであるため、構造を
熟知しており故障時にも迅速に対応できる標記業者と随意
契約を締結したものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19080

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

電子複写機（ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ7255）１台
外１点保守

関西空港事務所長　谷　寧久
大阪府泉南郡田尻町泉州空
港中1

H17.4.1 1,111,454

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
ている電子複写機（ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ7255）１台外１点保守について
は、本作業の対象機器は標記業者製であり、標記業者の製
品を年間保守契約する場合には取り扱い代理店と契約する
場合であっても、標記業者が定めた保守料金体系に基づき
代理店を通じて標記業者と契約するシステムになっている。
迅速な対応を確保するためには代理店を仲介する必要性は
ないため、標記業者と随意契約を締結したものである。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

単価契約コ
ニカミノルタ
7255　制限
なし　4.8円
コニカミノル
タ7145　制
限なし　4.8
円



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19081
堺相互タクシー（株）
大阪府堺市北向陽町２－２－
４

旅客運送契約（堺相互）
関西空港事務所長　谷　寧久
大阪府泉南郡田尻町泉州空
港中1

H17.4.1 1,063,190

堺相互タクシー（株）との間で締結している旅客運送契約（堺
相互）については、関西空港事務所から三国山ARSR局舎ま
での行程は、主に山間部の狭い道路を通行しなければなら
ず、冬季には積雪及び凍結等極寒の悪路となるため、これら
の地理的条件を熟知し、運転技術に優れたドライバーを必
要とする。これらの条件を考慮し、和泉市内において実績が
あり、車両の所有台数が多いことから巡回点検の交通手段
が確保でき、緊急事態にも対応可能な標記業者と随意契約
を締結するものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19082
熊本個人タクシー事業協同
組合
熊本市下南部3丁目6-31

車両借上契約（熊本個人タク
シー事業協同組合）

熊本空港事務所長　西野　輝
雄　熊本県上益城郡益城町
大字小谷

H17.4.1 2,982,960

熊本個人タクシー事業協同組合との間で締結している車両
借上契約（熊本個人タクシー事業協同組合）については、左
記業者は、熊本県内の道路情報を熟知し、保有台数が多く
事故等突発的な事態にも迅速に対応出来るため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19083
（財）四国電気保安協会
香川県高松市福岡町３－３１
－１５

平成１７年度受変電設備機器保
守点検

土佐清水航空路監視レー
ダー事務所長　高橋　宏　高
知県土佐清水市西町５－４

H17.4.1 1,795,500

（財）四国電気保安協会との間で締結している平成１７年度
受変電設備機器保守点検については、本施設は、航空保安
施設への電源を供給する重要な施設であり、点検整備を実
施するにあたっては航空機の運航等に支障をあたえないよ
う迅速かつ確実に実施することを要求される。そのため、電
気設備に精通し、対象機器の取り扱いを確実にできる技術
者及び専用測定装置等を保有しているため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19084
（有）足摺交通
高知県土佐清水市元町７－１
１

車両借上契約
土佐清水航空路監視レー
ダー事務所長　高橋　宏　高
知県土佐清水市西町５－４

H17.4.1 2,180,360

（有）足摺交通との間で締結している車両借上契約について
は、左記業者は、当所施設等の所在・地理に精通し、緊急時
又は夜間等も迅速に対応出来るため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19085
東芝テクノネットワーク（株）
東京都台東区東上野２－２１
－１０

平成１７年度前期土佐清水航空
路監視レーダー事務所機械設
備保全業務

土佐清水航空路監視レー
ダー事務所長　高橋　宏　高
知県土佐清水市西町５－４

H17.4.1 1,260,000

東芝テクノネットワーク（株）との間で締結している平成１７年
度前期土佐清水航空路監視レーダー事務所機械設備保全
業務については、再入札に付しても落札者がいなかったた
め。（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19086
富士ゼロックス（株）
東京都港区赤坂２－１７－２
２

電子複写機５台の保守
神戸航空衛星センタ－所長
鏡　弘義　神戸市西区井吹台
東町７－６－２

H17.4.1 3,361,515

富士ゼロックス（株）との間で締結している電子複写機５台の
保守については、平成１２年度及び１３年度から導入した複
写機の保守を行うものであるが、当該業者は、当該複写機
の賃貸借契約先であり、複写機の取扱にも熟知しており、障
害時に迅速に対応できる体制を有している。また、当該業者
は平成１６年度までの請負業者であり、平成１７年度も引き
続き契約することにより経費の節減を図ることができる。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役
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契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19087
（株）山武
東京都千代田区丸の内２－７
－３

セキュリティシステム保守請負
神戸航空衛星センタ－所長
鏡　弘義　神戸市西区井吹台
東町７－６－２

H17.4.1 2,467,500

（株）山武との間で締結しているセキュリティシステム保守請
負については、当所のセキュリティシステムは株式会社山武
が製造したシステムであり、回路及び構造等の構成は独自
な点が多く、セキュリティシステムの知識を備えた業者が保
守を行うことにより、確実な整備とその後の機器の維持がで
きる。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19088
富士ゼロックス（株）
東京都港区赤坂２－１７－２
２

電子複写機５台外２点の賃貸借
契約

神戸航空衛星センタ－所長
鏡　弘義　神戸市西区井吹台
東町７－６－２

H17.4.1 2,029,860

富士ゼロックス（株）との間で締結している電子複写機５台外
２点の賃貸借契約については、当センターでは、文書の供
覧・周知等はメールにて回覧し、外部への資料等送付にも
メールを活用しペーパーレス化を図っている。これは、複写
機のスキャナー機能を活用したドキュワークスソフトを使用
することにより稼働している。よって、当該ソフト及び複写機
の機能を熟知していることが必要であるため、これらの製造
メーカーである当該会社が 適である。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり

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

19089
富士ゼロックス（株）
東京都港区赤坂２－１７－２
２

ＬＡＮ設備保守契約
神戸航空衛星センタ－所長
鏡　弘義　神戸市西区井吹台
東町７－６－２

H17.4.1 1,215,900

富士ゼロックス（株）との間で締結しているＬＡＮ設備保守契
約については、当センターのＬＡＮ設備は業務の効率的遂行
及び情報共有化のための重要なインフラ設備であり、ネット
ワーク障害による長期サービス停止やデータ破壊等は業務
遂行に多大の影響を与えることになる。ＬＡＮ設備保守を行う
ためには、ネットワーク技術に精通しているとともに当セン
ターのネットワーク環境にも熟知している必要がある。当該
業者は平成１０年度の当初のネットワーク構築作業及び１４
年度のＬＡＮ設備の性能向上作業を実施した業者であり、
ネットワーク障害時の迅速な対応体制を有している業者であ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19090

三菱電機ビルテクノサービス
（株）
東京都千代田区大手町２－６
－２

エレベータ保守点検
神戸航空衛星センタ－所長
鏡　弘義　神戸市西区井吹台
東町７－６－２

H17.4.1 1,055,880

三菱電機ビルテクノサ－ビス（株）との間で締結しているエレ
ベータ保守点検については、
１．当該業者は、本保全業務に係わる装置の設計・製作者で
ある三菱電機（株）のサービス部門を担当し、機器の製造及
び機能に関する資料並びにそれらに熟知した専門技術者を
有している。
２．左記業者は、前項により遠隔での運行状況の監視、１ヶ
月点検が実施できる。さらに、突発的な故障・事故等への対
応及び、故障部品の調達を迅速に実施することができ、円滑
で安全な運用・維持管理が可能である。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19091
石川交通（株）
石川県金沢市長田２－２５－
２５

車両借上
小松空港事務所長　若林　覚
石川県小松市浮柳町ヨ２１

H17.4.1 1,084,750

石川交通（株）との間で締結している車両借上については、
左記業者は、即時に配車が可能な小松市、金沢市、加賀市
に営業所を有する者であり、保有台数上効率的に配車が可
能である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）
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19092
（財）中部電気保安協会
愛知県名古屋市中区丸の内
３－１９－１２

平成１７年度　岡崎レーダー事
務所受変電設備点検整備請負

中部空港事務所長　武田洋
樹　愛知県常滑市セントレア
１－１

H17.4.1 1,890,000

（財）中部電気保安協会との間で締結している平成１７年度
岡崎レーダー事務所受変電設備点検整備請負については、
本請負の精密点検はあらかじめ指定した短い期間で行われ
るが、このような作業を安全、円滑、確実に行うためには、電
気に関する技術及び知識を有した技術者でなければならな
い。左記業者は、経済産業大臣指導の元に、電気設備の保
全業務を行う唯一の公益法人であり、電気主任技術者・電
気工事士等の有資格者及び計測器類を数多く保有してい
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19093
名鉄交通（株）
愛知県名古屋市中川区西日
置２－３－５

中部空港事務所旅客運送契約
（平成１７年度）

中部空港事務所長　武田洋
樹　愛知県常滑市セントレア
１－１

H17.4.1 6,124,370

名鉄交通（株）との間で締結している旅客運送契約について
は、利用地域において速やかな配車及び地理を熟知してい
ること、また深夜及び緊急時（自然災害等）における即時の
対応が求められる。左記業者は、利用地域において上記の
条件を満たすことができる業者であり、これまでの実績にお
いても十分に対応できている。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

（平成９年３
月１８日中
部運輸局認
可のとおり）

19094
富士ゼロックス（株）
東京都港区赤坂２－１７－２
２

複写機（ＤＣＣ－Ｆ４５０モデルＰ
ＦＳ）２台外２点保守

中部空港事務所長　武田洋
樹　愛知県常滑市セントレア
１－１

H17.4.1 5,642,781

富士ゼロックス（株）との間で締結している複写機（ＤＣＣ－４
５０モデルＰＦＳ）２台外１点保守については、当契約の対象
機器について、保守契約に関する一切の業務を請け負って
いる業者が他にいないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

DCCF450：
モノカラー
料金～５００
０枚４．２円
ほか

19095
名鉄岡崎タクシー（株）
愛知県岡崎市戸崎元町５－１

旅客運送契約
中部空港事務所長　武田洋
樹　愛知県常滑市セントレア
１－１

H17.4.1 4,930,110

名鉄岡崎タクシー（株）との間で締結している旅客運送契約
については、左記業者は、岡崎市全域に営業権を有する地
元の業者であり、保有台数が多いため時間的制約及び長距
離運送等に支障がない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

（平成９年３
月１８日中
部運輸局認
可のとおり）

19096
西田商事（株）
愛知県名古屋市中区新栄１
－５－２８

複写機（イマジオ５１０５ＩＴ）３台
外２点保守請負

中部空港事務所長　武田洋
樹　愛知県常滑市セントレア
１－１

H17.4.1 4,416,875

西田商事（株）との間で締結している複写機（イマジオ５１０５Ｉ
Ｔ）３台外２点保守請負については、当契約の対象機器につ
いて、保守契約に関する一切の業務を請け負っている業者
が他にいないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

イマジオ５１
０５IT:モノカ
ラー料金、
～１００枚
7.5円ほか

19097
フジテック（株）
滋賀県彦根市ビッグウィング

平成１７年度　庁舎エレベータ点
検保守作業

中部空港事務所長　武田洋
樹　愛知県常滑市セントレア
１－１

H17.4.1 1,814,400

フジテック（株）との間で締結している平成１７年度　庁舎エレ
ベータ点検保守作業については、本契約の対象となるエレ
ベータは左記業者が設計、製造したものであり、左記業者に
請け負わせることにより責任の所在が一元化できる。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19098
綜合警備保障（株）
東京都港区元赤坂１－６－６

平成１７年度　機械警備
中部空港事務所長　武田洋
樹　愛知県常滑市セントレア
１－１

H17.4.1 1,069,740

綜合警備保障（株）との間で締結している平成１７年度機械
警備については、本契約の機械設備に設置されたセンサー
及び受信設備は、綜合警備保障（株）が設置したものであ
り、これらを使用した機械警備を実施するためには同社と契
約を行うほかない。（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)

19099
日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋２－１５－
１２

複写機（ＤＣＣ－Ｆ４５０モデルＰ
ＦＳ）２台外１点賃貸借

中部空港事務所長　武田洋
樹　愛知県常滑市セントレア
１－１

H17.4.1 997,920
日立キャピタル（株）との間で締結している複写機（ＤＣＣ－４
５０モデルＰＦＳ）２台外１点賃貸借については、継続して使用
する必要があるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(22年
度に一般競争入札行
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)

19100

三菱電機ビルテクノサービス
（株）
東京都千代田区大手町２－６
－２

長崎空港事務所エレベーター保
守

長崎空港事務所長　大塚　憲
郎　長崎県大村市箕島町５９
３－２

H17.4.1 1,247,400

三菱電機ビルテクノサービス（株）との間で締結している長崎
空港事務所エレベーター保守については、左記業者は、当
所に設置している三菱製エレベーターの保守管理等を行う
ため設立された会社であり、当該機器等の保守管理に精通
し、故障・異常時における迅速な対応が可能であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19101
富士ゼロックス（株）
東京都港区赤坂２－１７－２
２

ゼロックス複写機保守請負
長崎空港事務所長　大塚　憲
郎　長崎県大村市箕島町５９
３－２

H17.4.1 924,869

富士ゼロックス（株）との間で締結しているゼロックス複写機
保守請負については、複写機の製造元であり、機器等の保
守管理に精通し、故障・異常時における迅速な対応ができる
唯一の者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
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
～1000枚ま
で　　　7.13

円
1001～5000

枚
5.87円

5001枚～
5.45円

19102
日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋２－１５－
１２

デジタル複写機賃貸借
長崎空港事務所長　大塚　憲
郎　長崎県大村市箕島町５９
３－２

H17.4.1 850,500

日立キャピタル（株）との間で締結しているデジタル複写機賃
貸借については、平成１６年度においてデジタル複写機（富
士ゼロックス製）２台の賃貸借契約をした相手方であるが、
平成１７年度においても継続して契約する必要があるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

19103
沖東交通事業協同組合
沖縄県中頭郡西原町字小橋
川９０－１

タクシー借上
那覇空港事務所長　松浦　淳
一　沖縄県那覇市安次嶺５３
１－１

H17.4.1 12,253,260

沖東交通事業協同組合との間で締結しているタクシ－借上
については、左記業者は、米国空軍嘉手納基地入域許可
と、中部地区及び那覇市内に営業所を有し、十分な車両台
数を保有しているため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

単価契約
沖縄綜合事
務局認可運
賃のとおり



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19104
東芝電機サービス（株）
東京都新宿区西新宿２－７－
１

那覇空港飛行場灯火・電力監視
制御装置保守請負

那覇空港事務所長　松浦　淳
一　沖縄県那覇市安次嶺５３
１－１

H17.4.1 11,340,000

東芝電機サ－ビス（株）との間で締結している那覇空港飛行
場灯火・電力監視制御装置保守請負については、当該施設
の設計及び製造を行った者以外の者が実施した場合は、効
率性、信頼性等との観点から、その作業に膨大な時間と要
員が必要となる。また、正常な運用に支障を来す恐れがある
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19105

沖縄県乗用自動車事業協同
組合
沖縄県那覇市西３－１１－４
９

タクシ－借上
那覇空港事務所長　松浦　淳
一　沖縄県那覇市安次嶺５３
１－１

H17.4.1 3,198,530

沖縄県乗用自動車事業協同組合との間で締結しているタク
シ－借上については、左記業者は、沖縄県本島南部に複数
あるタクシ－無線グル－プ中で、 多の無線車両を有し、迅
速な配車が可能であり、かつ緊急時における呼び出し等に
即応可能であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

単価契約
沖縄綜合事
務局認可運
賃のとおり

19106
光通信工業（株）
沖縄県浦添市牧港５－４－１
０

那覇空港事務所電話交換設備
及び電話機保守委託

那覇空港事務所長　松浦　淳
一　沖縄県那覇市安次嶺５３
１－１

H17.4.1 2,545,200

光通信工業（株）との間で締結している那覇空港事務所電話
交換設備及び電話機保守委託については、左記業者は、既
存電話設備の設置・施工業者であり、設備の構造等を熟知
してるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19107
フジテック（株）
大阪府茨木市庄１－２８－１
０

統合庁舎エレベ－タ－保守作業
那覇空港事務所長　松浦　淳
一　沖縄県那覇市安次嶺５３
１－１

H17.4.1 2,084,040

フジテック（株）との間で締結している統合庁舎エレベ－タ－
保守作業については、左記業者は、那覇空港統合庁舎に設
置されているエレベ－タ－メ－カ－であり、同社製の機器を
専門に設置・保守管理を行うことが出来るため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19108
大栄空輸（株）
沖縄県那覇市鏡水２９５

貨物運送
那覇空港事務所長　松浦　淳
一　沖縄県那覇市安次嶺５３
１－１

H17.4.1 1,021,114

大栄空輸（株）との間で締結している貨物運送については、
左記業者は、当所の近隣に在し、空港運用上緊急を要す管
理換物品等物品運送にも迅速な対応が可能である唯一の
業者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

単価契約
63,000円
（月）

19109
（株）オキジム
沖縄県浦添市字港川４５８

統合庁舎等コピ－機賃貸借及
び保守契約

那覇空港事務所長　松浦　淳
一　沖縄県那覇市安次嶺５３
１－１

H17.4.1 5,328,544
（株）オキジムとの間で締結している統合庁舎等コピ－機賃
貸借及び保守契約については、継続して使用する必要があ
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(22年
度に一般競争入札行
い次年度以降は、国
庫債務負担行為を活
用し複数年度契約を
行う)

単価契約
①賃貸借料
40,950円
基本料金
（100枚）460
円　　101～
8,000枚4.6
円ほか
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19110
富士ゼロックス（株）
東京都港区赤坂２－１７－２
２

カラ－コピ－機賃貸借及び保守
那覇空港事務所長　松浦　淳
一　沖縄県那覇市安次嶺５３
１－１

H17.4.1 2,621,390
富士ゼロックス（株）との間で締結しているカラ－コピ－機賃
貸借及び保守については、継続して使用する必要があるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(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
賃貸借料
48,850円
黒モ－ド
5,000枚5.87
円　ほか

19111
（有）白市交通
広島県東広島市高屋町小谷
３３７４－１

車両借上契約（有限会社白市交
通（前期分））

広島空港事務所長　千葉　了
広島県三原市善入寺字平岩
64-34

H17.4.1 2,406,870

（有）白市交通との間で締結している車両借上契約（有限会
社白市交通（前期分））については、広島県及び山口県の道
路情報を熟知し、また当所周辺に営業所を有していることか
ら、事故等突発的な事態にも迅速に対応出来るため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

認可料金

19112
東芝エレベータ（株）
東京都品川区北品川６－５－
２７

エレベータ保守契約
広島空港事務所長　千葉　了
広島県三原市善入寺字平岩
64-34

H17.4.1 1,310,400

東芝エレベータ（株）との間で締結しているエレベータ保守契
約については、当所の昇降機は、（株）東芝製であり、左記
業者がそのメンテナンスを行うことになっており、機械機能等
も熟知している。また、消耗品や交換部品の入手も容易且つ
迅速であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19113
東芝電機サービス（株）
東京都新宿区西新宿２－７－
１

飛行場灯火・電力監視制御装置
保守請負

福岡空港事務所長　北原　義
彰　福岡県福岡市博多区上
臼井字屋敷２９５

H17.4.1 21,871,500

東芝電機サービス（株）との間で締結している飛行場灯火・
電力監視制御装置保守請負については、本作業の対象とな
るシステムは、（株）東芝が設計・製造したもので電力施設等
の監視制御を一括して行うものであり、機能停止・誤動作は
許されない。標記業者は本システムの保全サービスを行う目
的で（株）東芝が設立した会社であり、本システムの構成・機
能・特性を熟知し、故障時にも迅速に対応できるため、標記
業者と随意契約を締結したものである。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19114
九州マックス（株）
福岡県福岡市博多区東比恵
２－１８－１２

電話交換業務請負
福岡空港事務所長　北原　義
彰　福岡県福岡市博多区上
臼井字屋敷２９５

H17.4.1 8,399,160

九州マックス（株）との間で締結している電話交換業務請負
については、空港事務所の窓口として重要な業務のひとつ
であり、迅速、正確、丁寧且つ公平であることを要す。また、
契約の性格上秘密を保持する必要性があるため高度な信
頼性を有する者であること、また各課の業務内容等を把握す
るなど熟練までに相当な時間を要し苦情等により業務に支
障を及ぼすことがないため。（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)

19115
福岡自動車（株）
福岡県福岡市博多区月隈１
－７－５

旅客運送（福岡自動車）
福岡空港事務所長　北原　義
彰　福岡県福岡市博多区上
臼井字屋敷２９５

H17.4.1 4,072,930

福岡自動車（株）との間で締結している旅客運送（福岡自動
車）については、左記業者は、事務所近隣の道路事情を熟
知しており、航空保安施設等の障害発生時、緊急時及び災
害発生時に迅速に対応出来るため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

認可料金



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19116
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

福岡空港騒音監視システム保
守作業

福岡空港事務所長　北原　義
彰　福岡県福岡市博多区上
臼井字屋敷２９５

H17.4.1 3,937,500

沖電気工業（株）との間で締結している福岡空港騒音監視シ
ステム保守作業については、本システムは、航空機運航情
報、気象情報及び滑走路情報システムと端末でつながって
おり、そのデータを基に編集を行うことから、製造元以外が
実施した場合、効率性、信頼性等の観点から作業に膨大な
時間を要するとともに正常な運用に支障を及ぼすおそれが
ある。当該業者は当該機器の製造を行っており、機器機能を
熟知しているため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19117
福岡ゼロックス（株）
福岡県福岡市博多区網場町
３－３

電子複写機及びカラー電子複写
機保守請負

福岡空港事務所長　北原　義
彰　福岡県福岡市博多区上
臼井字屋敷２９５

H17.4.1 3,725,117

福岡ゼロックス（株）との間で締結している電子複写機及びカ
ラー電子複写機保守請負については、当該機器を継続して
リースすることから、交換部品等の調達や適正な技術員の
派遣において迅速な対応が可能であり、効率的な作業が出
来るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

単価契約～
15000枚ま
で　　　5.37

円ほか

19118
東芝エレベータ（株）
東京都品川区北品川６－５－
２７

庁舎エレベーター保守点検作業
福岡空港事務所長　北原　義
彰　福岡県福岡市博多区上
臼井字屋敷２９５

H17.4.1 1,844,640

東芝エレベーター（株）との間で締結している庁舎エレベー
ター保守点検作業については、当所の昇降機は、（株）東芝
製であり、当該業者がそのメンテナンスを行うことになってお
り、機械機能等も熟知している。また、消耗品や交換部品の
入手も容易且つ迅速であるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19119
福岡ゼロックス（株）
福岡県福岡市博多区網場町
３－３

ゼロックス電子複写機保守
福岡空港事務所長　北原　義
彰　福岡県福岡市博多区上
臼井字屋敷２９５

H17.4.1 1,807,152

福岡ゼロックス（株）との間で締結しているゼロックス電子複
写機保守については、当該機器を継続してリースすることか
ら、交換部品等の調達や適正な技術員の派遣において迅速
な対応が可能であり、効率的な作業が出来るため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

単価契約～
15000枚ま
で　　　5.03

円ほか

19120
三五会運輸事業協同組合
福岡県福岡市博多区石城町
20-25

旅客運送（三五会）
福岡空港事務所長　北原　義
彰　福岡県福岡市博多区上
臼井字屋敷２９５

H17.4.1 1,739,050

三五会運輸事業協同組合との間で締結している旅客運送
（三五会）については、福岡市内での道路事情を熟知し、保
有台数が多く迅速に対応出来るため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

認可料金

19121
リコー九州（株）
福岡県福岡市博多区東比恵
３－９－１５

リコー電子複写機等保守
福岡空港事務所長　北原　義
彰　福岡県福岡市博多区上
臼井字屋敷２９５

H17.4.1 1,732,502

リコー九州（株）との間で締結しているリコー電子複写機等保
守については、当該機器を継続してリースすることから、交
換部品等の調達や適正な技術員の派遣において迅速な対
応が可能であり、効率的な作業が出来るため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

単価契約～
1000枚まで
6，500円ほ

か



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19122
九州沖通信機（株）
福岡県福岡市博多区相生町
３－２－３

電話設備保守
福岡空港事務所長　北原　義
彰　福岡県福岡市博多区上
臼井字屋敷２９５

H17.4.1 1,524,600

九州沖通信機（株）との間で締結している電話設備保守につ
いては、本設備は、沖電気（株）製であり、当該業者がメンテ
ナンスを行っており、且つ設置も行っていることから機械機能
等も熟知している。また、消耗品や交換部品の入手も容易且
つ迅速であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19123
東芝電機サービス（株）
東京都新宿区西新宿２－７－
１

松山空港飛行場灯火・電力監視
制御装置保守請負

松山空港事務所長　角谷　政
美　愛媛県松山市南吉田町

H17.4.1 2,257,500

東芝電機サービス（株）との間で締結している松山空港飛行
場灯火・電力監視制御装置保守請負については、本作業の
対象となるシステムは、（株）東芝が設計・製造したもので電
力施設等の監視制御を一括して行うものであり、機能停止・
誤動作は許されない。標記業者は本システムの保全サービ
スを行う目的で（株）東芝が設立した会社であり、本システム
の構成・機能・特性を熟知し、故障時にも迅速に対応できる
ため、標記業者と随意契約を締結したものである。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19124
（株）アグサス
愛媛県松山市六軒家町２－３
０

複写機（ｷｬﾉﾝNP-6750､IR-
5110､IRC3200N、IRC3220）保守
契約

松山空港事務所長　角谷　政
美　愛媛県松山市南吉田町

H17.4.1 2,180,969

（株）アグサスとの間で締結している複写機（ｷｬﾉﾝNP-6750､
IR-5110､IRC3200N、IRC3220）保守契約については、当該機
器を継続してリースすることから、交換部品等の調達や適正
な技術員の派遣において迅速な対応が可能であり、効率的
な作業が出来るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19125
アクアテックサービス（株）
岡山県倉敷市玉島乙島８２３
４－１６

松山空港沖灯標点検調整（その
１）

松山空港事務所長　角谷　政
美　愛媛県松山市南吉田町

H17.4.1 1,554,000

アクアテックサービス（株）との間で締結している松山空港沖
灯標点検調整（その１）については、灯標は、航空機・船舶の
安全運航のための航路標識に位置付けされているため、故
障時には緊急に対応する必要がある。当該業者は灯標の定
期点検整備を設置当初から行っており高い信頼性があるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19126
松山共同集金（株）
愛媛県松山市大手町１－７－
４

車両借上契約
松山空港事務所長　角谷　政
美　愛媛県松山市南吉田町

H17.4.1 1,039,930

松山共同集金（株）との間で締結している車両借上契約につ
いては、左記業者は、松山市内の各タクシー会社及び個人
タクシーの利用料金の集金業務を一括して行っている会社
であり、ほとんどのタクシー会社が加入しているため、当所
の要求に迅速に対応することができる唯一の業者である。
よって、当該業者を指定するものである。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19127

境港ハイヤータクシー協同組
合
鳥取県米子市東福原６－１７
－６

車輌借上契約（上半期）
美保空港事務所長　白仁田
敏昭　鳥取県境港市佐斐神
町２０６４

H17.4.1 1,380,800

境港ハイヤータクシー協同組合との間で締結している車輌
借上契約（上半期）については、左記業者は、境港・米子地
区全てのタクシー会社が加盟しているため、車両の確保が
容易であり、なおかつ事務的な窓口も一つであるために事務
の簡素化も期待できるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

認可料金



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19128
（財）沖縄電気保安協会
沖縄県那覇市西３－８－２１

平成１７年度宮古島ARSR他電
源設備点検業務

宮古空港・航空路監視レー
ダー事務所長二宮俊裕
沖縄県宮古島市平良字下里
１６５７

H17.4.1 2,100,000

（財）沖縄電気保安協会との間で締結している平成１７年度
宮古島ARSR他電源設備点検業務については、当事務所近
隣に宮古事業所があり組織及び責任体制が整備されてお
り、また多数の有資格者（第３種電気主任技術者）もおり緊
急事態等に即対応できることから随意契約を締結したもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19129
（有）野津商事
沖縄県宮古島市平良字西里
１００１－１１

複写機賃貸借及び保守請負

宮古空港・航空路監視レー
ダー事務所長　二宮　俊裕
沖縄県宮古島市平良字下里
１６５７

H17.4.1 1,650,837

（有）野津商事との間で締結している複写機賃貸借及び保守
請負については、本賃貸借物件はリコー製品であり、保守に
関して当該業者はその代理店であることから製品に関し熟
知しており、かつ同製品の部品を多数保有し速やかな部品
供給が可能である。また、不具合が発生した場合には迅速
かつ確実に対応できるものと思料されるため、円滑な業務遂
行の見地から随意契約を締結したものである。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(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)

賃貸借月：
30,600　　モ
ノ500まで
7.22　　2000
まで5.32
2001以上
4.94
カラー1000
まで32.8
3000まで
27.9

19130
セコム琉球（株）
沖縄県那覇市久米２－３－１
５

宮古空港・航空路監視レーダー
事務所機械警備請負

宮古空港・航空路監視レー
ダー事務所長　二宮　俊裕
沖縄県宮古島市平良字下里
１６５７

H17.4.1 1,297,800

セコム琉球（株）との間で締結している宮古空港・航空路監
視レーダー事務所機械警備請負については、左記業者は機
械警備設備を設置した者であり当該機器を熟知している。ま
た、特別警備の実績を有しかつ航空保安無線及び施設の特
殊事情に精通しているため随意契約を締結したものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19131
新東宝自動車（株）
大阪府八尾市渋川町1-2-74

平成１７年度旅客運送契約
八尾空港事務所　小柳津　義
友　大阪府八尾市空港２－１
２

H17.4.1 1,069,610

新東宝自動車（株）との間で締結している平成１７年度旅客
運送契約については、左記業者は八尾市内に営業本社が
あり、当所の銀行連絡及び関係機関への連絡調整等及び
緊急時において利用する場合等、即時に対応することので
きる唯一の会社であり、また、空港周辺の地理も熟知してい
るため、急を要する場合でも緩慢なく目的地に到達できるな
ど有利性が認められることから、指定するものである。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

認可料金の
とおり

19132
（株）ナカムラ
大阪府池田市神田２－２１－
１

電子複写機賃貸借及び保守
大阪空港事務所長　和田　孝
二　大阪府豊中市蛍池西町３
－３７１

H17.4.1 3,940,228
（株）ナカムラとの間で締結している電子複写機賃貸借及び
保守については、継続して使用する必要があるため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行(22年
度に一般競争入札行
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)



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19133
日本交通（株）
大阪府大阪市西区新町３－１
４－１３

旅客運送
大阪空港事務所長　和田　孝
二　大阪府豊中市蛍池西町３
－３７１

H17.4.1 1,018,110

日本交通（株）との間で締結している旅客運送については、
大阪市内など主要な場所に営業所を構えかつ豊中市内にも
営業所を配し遠方等への配車が可能であり、２４時間の旅客
運送体制であり緊急時の配車が可能であるため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19134
日本無線（株）
東京都三鷹市下連雀５－１－
１

熊本ＡＳＲペデスタル交換その
他作業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.4.11 8,032,500

日本無線（株）との間で締結している熊本ＡＳＲペデスタル交
換その他作業については、本装置の構成及び性能を熟知
し、調整に必要な知識、技術力を十分に有していること、本
装置の調整について経験を有し、限られた期間内で実施可
能であること、及び調整の良否に起因する問題が生じた場
合、速やかに問題点の探求と対応が実施可能である者でな
ければ契約の目的を履行することはできず、これらの条件を
有するのは当該装置の設計製造請負業者以外にないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19135
ヤンマー沖縄（株）
沖縄県宜野湾市大山７－１１
－１２

沖永良部発電設備点検整備
鹿児島空港事務所長　梅川
久則　鹿児島県姶良郡溝辺
町麓８３８

H17.4.26 6,720,000

ヤンマー沖縄（株）との間で締結している沖永良部発電設備
点検整備については、本装置の設計及び製造を行った者以
外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等との観点か
ら、その作業に膨大な時間と要員が必要となる。また、正常
な運用に支障を来す恐れがあるため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19136
日本無線（株）
東京都三鷹市下連雀５－１－
１

大阪第二ＡＳＲ駆動機構等オー
バーホールその他作業

大阪空港事務所長　和田　孝
二　大阪府豊中市蛍池西町３
－３７１

H17.4.27 2,677,500

日本無線（株）との間で締結している大阪第二ＡＳＲ駆動機
構等オーバーホールその他作業については、設計製造機器
である本装置のの構成及び機能を十分に熟知し、限られた
期間内に調整が可能であること、かつ調整の良否に起因す
る問題が発生した場合速やかに問題点の追求の実施が可
能であるのは当該装置の設計製造を行った者以外ないため
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19137
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

宮崎第１ＡＳＲ駆動機構等交換
その他作業

宮崎空港事務所長　梶野　髙
宮崎県宮崎市大字赤江無番
地

H17.5.9 1,575,000

（株）東芝との間で締結している宮崎第１ＡＳＲ駆動機構等交
換その他作業については、空港用監視レーダー装置は、無
線による航空機の誘導施設である。空港での離着陸及び管
制圏に入出圏する航空機を安全に誘導するものであり、運
航の安全性を確保するためには欠かせない施設である、本
作業は、空港監視レーダー装置を当該仕様書の定めた性能
を総合的に満足させるために行うものであり、これを実施す
るに当たっては、当該装置の構成及び性能を熟知し交換等・
調整に必要な知識、技術力を充分に有していること、交換
等・調整の良否に起因する障害が発生した場合、問題点の
探求を素早く行い復旧させる必要がある、当該装置の交換
等・調整についての経験を有し、限られた期間内で実施可能
な者であること、以上の条件を有している者でなければ、当
該契約の目的を履行することができないと判断される。従っ
て、これらの条件を具備しているのは、当該装置の設計製造
請負者である（株）東芝以外にない。又（株）信光は上記会社
と代理店契約を行っている。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19138
リオン（株）
東京都国分寺市東元町３－２
０－４１

特定飛行場航空機騒音測定装
置保守作業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.5.11 6,432,300

リオン（株）との間で締結している特定飛行場航空機騒音測
定装置保守作業については、当該装置のシステムに精通
し、高度の技術を有すること、当該装置の調整についての経
験を有し、限られた時間内で実施可能であること、問題が発
生した場合に、データの欠損等ダメージを 小限に抑え、問
題点の迅速な検知と対応が可能であることが要求され、これ
らの条件を満たすのは、当該機器の製造元であるリオン
（株）以外にないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19139
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

熊本空港ＭＤＰその他調整外３
件作業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.5.13 6,090,000

日本電気（株）との間で締結している熊本空港ＭＤＰその他
調整外３件作業については、本装置の構成及び性能を十分
に熟知し、調整に必要な知識、技術力を十分に有しているこ
と、 本装置の調整についての経験を有し、限られた期間内
で実施可能なものであること、本装置に接続する連接装置
の機能を十分に熟知しており、連接機材の製造、もしくは同
機種機材での連接経験があること、調整の良否に起因する
問題が発生した場合、素早い問題点の探求と対応が実施可
能である者でなければ契約の目的を履行することはできず、
これらの条件を有するのは本装置の設計製造請負業者以
外にないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19140
明星電気（株）
東京都文京区小石川２－５－
７

熊本空港外１ヶ所ＷＲＵ装置調
整作業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.5.13 1,410,000

明星電気（株）との間で締結している熊本空港外１ヶ所ＷＲＵ
装置調整作業については、本装置の構成及び性能を十分に
熟知し、調整に必要な知識、技術力を十分に有しているこ
と、 本装置の調整についての経験を有し、限られた期間内
で実施可能なものであること、本装置に接続する連接装置
の機能を十分に熟知しており、連接機材の製造、もしくは同
機種機材での連接経験があること、調整の良否に起因する
問題が発生した場合、素早い問題点の探求と対応が実施可
能である者でなければ契約の目的を履行することはできず、
これらの条件を有するのは本装置の設計製造請負業者以
外にないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19141
新潟原動機（株）
東京都中央区八重洲２－９－
７

三国山ＡＲＳＲ局舎他1ヶ所発電
設備点検整備

信太航空路監視レーダー事
務所　福田　均　大阪府和泉
市伯太町3-13-60

H17.5.13 1,900,000

新潟原動機（株）との間で締結している三国山ＡＲＳＲ局舎他
1ヶ所発電設備点検整備については、本設備は独自に製造
された設備であるため、左記相手方以外が実施した場合、
膨大な時間と経費が必要となり、運用に著しい支障が出るお
それがあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19142

（社）兵庫県公共嘱託土地家
屋調査士協会
兵庫県神戸市中央区下山手
通５－７－６

大阪国際空港中村地区（受信所
敷地）調査測量登記業務

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.5.16 3,345,853

（社）兵庫県公共嘱託土地家屋調査士協会との間で締結し
ている大阪国際空港中村地区（受信所敷地）調査測量登記
業務については、土地の調査、測量等から、登記申請手続
きまで、一貫した専門的且つ適正な業務処理が必要があり、
左記相手方は、官公署等の不動産の登記に必要な調査、測
量、登記の嘱託手続等の適正かつ迅速な処理に寄与するこ
とを目的に公共嘱託登記の受託組織として法務大臣の許可
により設立された唯一の専門家組織であるため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19143

（社）愛知県公共嘱託登記土
地家屋調査士協会
愛知県名古屋市中区葵１－２
７－３２

旧名古屋空港用地調査測量登
記業務

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.5.20 6,161,578

（社）愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会との間で締
結している旧名古屋空港用地調査測量登記業務について
は、土地の調査、測量、法務局登記官との調整、登記申請
手続等、一貫した専門的知識を要し、適正かつ効率よく業務
を処理する必要があり、左記相手方は、官公署等の不動産
の登記に必要な調査、測量、登記の嘱託手続等の適正かつ
迅速な処理に寄与することを目的に公共嘱託登記の受託組
織として法務大臣の許可により設立された唯一の専門家組
織であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19144
南海ビルサービス
大阪府大阪市中央区難波５
－１－６０

庁舎蒸気配管修理
関西空港事務所長　谷　寧久
大阪府泉南郡田尻町泉州空
港中1

H17.5.20 1,750,000

南海ビルサービスとの間で締結している庁舎蒸気配管修理
については、左記業者は当事務所において機械設備保全業
務の年間契約を受注しており、当該空調設備全般のシステ
ムに熟知していることから、的確な状況判断ができ不測の事
態に備えた安全衛生管理体制を構築しているため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19145
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

熊本空港ＲＣＭ装置その他調整
外３件作業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.5.23 14,175,000

沖電気工業（株）との間で締結している熊本空港ＲＣＭ装置
その他調整外３件作業については、本装置の構成及び性能
を十分に熟知し、調整に必要な知識、技術力を十分に有して
いること、 本装置の調整についての経験を有し、限られた期
間内で実施可能なものであること、本装置に接続する連接
装置の機能を十分に熟知しており、連接機材の製造、もしく
は同機種機材での連接経験があること、調整の良否に起因
する問題が発生した場合、素早い問題点の探求と対応が実
施可能である者でなければ契約の目的を履行することはで
きず、これらの条件を有するのは本装置の設計製造請負業
者以外にないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19146
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

三国山SSR-2001型改修作業
大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.5.24 6,500,000

（株）東芝との間で締結している三国山SSR-2001型改修作
業については、本装置の構成及び性能を熟知し、調整に必
要な知識、技術力を十分に有していること、本装置の調整に
ついて経験を有し、限られた期間内で実施可能であること、
及び調整の良否に起因する問題が生じた場合、速やかに問
題点の探求と対応が実施可能である者でなければ契約の目
的を履行することはできず、これらの条件を有するのは当該
装置の設計製造請負業者以外にないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）
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称及び所在地

19147
八洲電機（株）
東京都港区新橋３－１－１

停止線灯監視制御装置精密点
検整備

大分空港事務所　菅野　顕
大分県国東市武蔵町糸原字
大海田

H17.5.27 1,785,000

八洲電機（株）との間で締結している停止線灯監視制御装置
精密点検整備については、点検対象設備は、（株）日立製作
所製で、設備の構造及び性能を熟知し、点検作業にに必要
な知識、技術を有し、運用時間外の限られた作業時間にお
いて保守点検を実施でき、信頼性を保つことができるのは、
（株）日立製作所より本整備の契約に関わる一切の権限を
委任されている当該業者以外に他はない。（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)

19148
電気技術開発（株）
東京都千代田区外神田５－３
－３

無瞬断切替盤改修その他工事
実施設計

神戸航空衛星センタ－所長
鏡　弘義　神戸市西区井吹台
東町７－６－２

H17.5.31 1,890,000

電気技術開発（株）との間で締結している無瞬断切替盤改修
その他工事実施設計については、既設受配電設備および付
随する監視制御システムの一部を改造設計する業務であ
る。当所受配電設備は、人工衛星の制御システムを負荷設
備として有するため、無停電回路、発電機回路、商用回路と
それらが２重化された複雑な回路であり、さらに、遠隔監視
制御が施されている。本改修工事は人工衛星の運用中に実
施するため、仮設等も必要とし運用中の機器に支障のない
ように慎重に施工しなければならない。また、改造対象であ
る無瞬断盤も非常に特殊な設備であり、設置されているのは
希な設備である。これらのシステムの一部を改造するために
は、システムを熟知し、かつ、負荷設備の特性を熟知した業
者でなければ、１００％の信頼度が保証された改造設計を行
うことは限られた工期の中で不可能である。当該業者は当所
の受配線設備及び監視制御システムの製造、設置の設計を
行っており、当該システムについて完全に熟知している。よっ
て、本設計業務を工期内に完璧に実施しうる業者は当該業
者をおいて他にない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19149
（株）勝島製作所
東京都葛飾区白鳥１－６－１

宮崎・那覇空港地震観測装置保
守点検業務

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.6.3 4,494,945

（株）勝島製作所との間で締結している宮崎・那覇空港地震
観測装置保守点検業務については、当該装置の地震情報ソ
フトの開発元である左記相手方外では実施することができな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19150
（株）建整
福岡県福岡市東区多の津５
－２８－１５

路面清掃車（福岡８８や５０３７）
清掃装置修理作業

福岡空港事務所長　北原　義
彰　福岡県福岡市博多区上
臼井字屋敷２９５

H17.6.6 3,197,649

（株）建整との間で締結している路面清掃車（福岡８８や５０３
７）清掃装置修理作業については、当該路面清掃車は、航空
局独自の仕様にて製作されたものであり、複雑な構成となっ
ているため、本修理作業では、同車両の校正全体に対して
総合的な判断が求められる。本作業は、空港の運用に支障
をきたすことがないよう限られた期間で実施する必要がある
ことから、製造元以外では実施することが出来ない。左記業
者は設計製作した（株）加藤製作所の指定サービス工場で
あり、同車両の機能全般について熟知し豊富な技術資料及
び技術者を保有していることから、効率的な作業が出来且つ
迅速な部品供給が出来る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19151
大和不動産鑑定（株）
大阪府大阪市中央区谷町３
－６－４

大阪国際空港場外用地鑑定評
価

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.6.7 1,513,060

大和不動産鑑定（株）との間で締結している大阪国際空港場
外用地鑑定評価については、不動産鑑定にあたり、公共事
業に係るその報酬額については「公共事業に係る不動産鑑
定報酬基準」によって定められており、その報酬額は鑑定評
価結果によりどの業者に依頼しても同額である。左記相手方
は、当局において多くの実績があり、また本社が当局の近隣
地にあり、当局担当者との調整等において迅速な対応が可
能であり、かつ本件鑑定地周辺事情に精通しているため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19152

ヤンマーエネルギーシステム
（株）
大阪府大阪市北区大淀中５
－１２－３９

平成１７年度可搬型発電装置２
台A保守及び点検整備

大阪空港事務所長　和田　孝
二　大阪府豊中市蛍池西町３
－３７１

H17.6.9 1,260,000

ヤンマーエネルギーシステム（株）との間で締結している平
成１７年度可搬型発電装置２台A保守及び点検整備につい
ては、既発電装置との連接性が認められ、既発電装置製造
の契約の相手方以外の者が実施した場合には、効率性、信
頼性等の観点から、本点検整備に膨大な時間と要員が必要
となる。また、航空保安施設の運用に支障をきたすことがな
いよう限られた期間で実施する必要があるため（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19153
日本無線（株）
東京都三鷹市下連雀５－１－
１

関西国際空港ATCｼﾐｭﾚｰﾀﾃﾞｰﾀ
ﾍﾞｰｽ作成支援作業

関西空港事務所長　谷　寧久
大阪府泉南郡田尻町泉州空
港中1

H17.6.9 1,785,000

日本無線（株）との間で締結している関西国際空港ATCｼﾐｭ
ﾚｰﾀﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成支援作業については、左記業者は当該シ
ミュレータの設置及びシミュレータ用ソフトの作成等を行った
実績があり、本作業を施工できる唯一の業者であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19154
（株）モリタ
大阪市生野区小路東５－５－
２０

空港用１２５００立級化学消防車
１台特別整備（福岡空港事務
所）

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.6.13 42,514,290

（株）モリタとの間で締結している空港用１２５００立級化学消
防車１台特別整備（福岡空港事務所）については、当該車両
の構造性能に関する詳細な技術資料を有し、十分な教育、
訓練を受けた技術者を有する製造メーカー以外では実施す
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
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19155
ダイハツディーゼル（株）
大阪府大阪市北区大淀中１
－１－３０

宮崎空港無線施設用発電装置
点検整備

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.6.13 10,000,000

ダイハツディーゼル（株）との間で締結している宮崎空港無
線施設用発電装置点検整備については、当該装置の構造
性能に関する詳細な技術資料を有し、十分な教育、訓練を
受けた技術者を有する製造メーカー以外では実施すること
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
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19156

（社）愛媛県公共嘱託登記土
地家屋調査士協会
愛媛県松山市南江戸１－４－
１４

二神無線施設跡地調査測量登
記業務

松山空港事務所長　角谷　政
美　愛媛県松山市南吉田町

H17.6.14 2,027,040

（社）愛媛県公共嘱託登記土地家屋調査士協会との間で締
結している二神無線施設跡地調査測量登記業務について
は、本業務の実施に当たっては、土地の調査、測量等から
登記申請手続きまで、一貫した専門的かつ適正な業務処理
が必要であることから当該地を管轄する公共嘱託登記の唯
一の専門家組織である左記業者を指定することとした。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19157
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

ＦＤＰ空港端末装置１式購入
大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.6.15 15,109,500

日本電気（株）との間で締結しているＦＤＰ空港端末装置１式
購入については、既存のＦＤＰセンターシステムと電気的及
び機械的に整合をとることが必要不可欠であり、当該機器設
計製造請負業者以外に製造できるものはいないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19158
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

無線施設用５００ｋＶＡ発電装置
改修工事（高知空港向け）

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.6.20 18,900,000

（株）東芝との間で締結している無線施設用５００ｋＶＡ発電装
置改修工事（高知空港向け）については、当該改修対象機
器の設計制作者であり、機器の構成、機能を十分熟知して
おり、且つ調整等に必要な技術力、経験を有していること。
また、機器調整が確実且つ短時間に実施でき、障害等が発
生した場合の問題点の探求を迅速に行い復旧させることが
できるのは、左記相手方以外にいないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19159
東急車輌製造（株）
神奈川県横浜市金沢区大川
３－１

空港用８０００立給水車１台特別
整備（北九州空港事務所）

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.6.21 11,954,250

東急車輌製造（株）との間で締結している空港用８０００立給
水車１台特別整備（北九州空港事務所）については、当該車
両の構造性能に関する詳細な技術資料を有し、十分な教
育、訓練を受けた技術者を有する製造メーカー以外では実
施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
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19160

サンワコムシスエンジニアリ
ング（株）
東京都目黒区青葉台３－６－
１７

熊本空港ＲＡＧ空港用ＩＴＶ装置
調整作業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.6.21 1,680,000

サンワコムシスエンジニアリング（株）との間で締結している
熊本空港ＲＡＧ空港用ＩＴＶ装置調整作業については、本業務
の実施にあたっては、当該施設を稼働させるソフトウェア、
ハードウェア及び業務内容について十分に熟知している必
要があり、当該施設を納入した左記相手方以外では実施す
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
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19161

サンワコムシスエンジニアリ
ング（株）
東京都目黒区青葉台３－６－
１７

佐賀空港ＲＡＧ空港用ＩＴＶ装置
調整作業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.6.21 1,575,000

サンワコムシスエンジニアリング（株）との間で締結している
佐賀空港ＲＡＧ空港用ＩＴＶ装置調整作業については、当該施
設を稼働させるソフトウェア、ハードウェア及び業務内容につ
いて十分に熟知している必要があり、当該施設を納入した左
記相手方以外では実施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
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19162
ヤンマー沖縄（株）
沖縄県宜野湾市大山７－１１
－１２

沖縄ＮＤＢ外５局舎発電装置点
検整備

那覇空港事務所長　松浦　淳
一　沖縄県那覇市安次嶺５３
１－１

H17.6.21 13,912,500

ヤンマー沖縄（株）との間で締結している沖縄ＮＤＢ外５局舎
発電装置点検整備については、左記業者は、当該装置の設
計・製造者であり、電源システム構成全般について熟知して
おり、不慮の部品供給が必要となった場合においても迅速な
対応が可能であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19163
（財）関西空港調査会
大阪府大阪市中央区谷町２
－９－３

関西国際空港における潜在航
空需要調査

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.6.22 7,050,000

（財）関西空港調査会との間で締結している関西国際空港に
おける潜在航空需要調査については、左記業者は、関西国
際空港の調査研究を行なっている団体であり、これまで関西
国際空港に係る各種調査の実績が豊富にある。また本調査
で必要となる基礎的データに精通している。更に、本調査は
学識経験者、旅行業界の実務経験者等による協議会を設置
し、関西国際空港における今後の利用促進策について検討
を行なうものであるが、これには航空業界、旅行業界、関西
圏の経済状況等についての見識がある人材が求められる。
したがって学術的研究、基礎調査等の実施により学識経験
者等と深い関係のある左記相手方を指定する。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19164
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

機械施設管理保全システム点
検整備

大阪空港事務所長　和田　孝
二　大阪府豊中市蛍池西町３
－３７１

H17.6.22 7,665,000

（株）日立製作所との間で締結している機械施設管理保全シ
ステム点検整備については、既システム製造との連接性が
認められ、既システム製造の契約の相手方以外の者から調
達した場合には、効率性、信頼性等の観点から、本点検整
備に膨大な時間と要員が必要となる。また、航空保安業務
用機械設備の運用に支障が無い様に限られた期間で実施
する必要があるため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19165

サンワコムシスエンジニアリ
ング（株）
東京都目黒区青葉台３－６－
１７

那覇空港運航管理卓調整作業
大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.6.23 1,050,000

サンワコムシスエンジニアリング（株）との間で締結している
那覇空港運航管理卓調整作業については、当該施設を稼働
させるソフトウェア、ハードウェア及び業務内容について十分
に熟知している必要があり、当該施設を納入した左記相手
方以外では実施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
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19166
ダイハツディーゼル（株）
大阪府大阪市北区大淀中１
－１－３０

佐賀空港無線用発電設備B保
守点検整備

福岡空港事務所長　北原　義
彰　福岡県福岡市博多区上
臼井字屋敷２９５

H17.6.23 4,872,000

ダイハツディーゼル（株）との間で締結している佐賀空港無
線用発電設備B保守点検整備については、対象発電装置を
設計・製造した者以外の者が実施した場合には、効率性、信
頼性等の観点から、その作業及び交換部品の調達に膨大な
時間と要員が必要となり、航空保安施設の運用に支障を来
すおそれがある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19167
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

広島空港機械施設管理保全シ
ステム点検整備

広島空港事務所長　千葉　了
広島県三原市善入寺字平岩
64-34

H17.6.24 1,449,000

（株）日立製作所との間で締結している広島空港機械施設管
理保全システム点検整備については、既存システムの設計
及び製造を行った者以外の者が実施した場合は、効率性、
信頼性等の観点から、その作業に膨大な時間と要因が必要
となる。また、正常な運用に支障を来すおそれがあるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19168
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

那覇ＰＡＲ空中線（名古屋３４ＰＡ
Ｒ）分解整備作業

那覇空港事務所長　松浦　淳
一　沖縄県那覇市安次嶺５３
１－１

H17.6.27 14,385,000

（株）東芝との間で締結している那覇ＰＡＲ空中線（名古屋３４
ＰＡＲ）分解整備作業については、左記業者は、当該空中線
の設計・製造者であり、知識・経験・技術力を有しており、問
題が発生した場合に迅速な対応が可能であるため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19169
八洲電機（株）
東京都港区新橋３－１－１

久米島ＮＤＢ発電装置点検整備
那覇空港事務所長　松浦　淳
一　沖縄県那覇市安次嶺５３
１－１

H17.6.27 1,554,000

八洲電機㈱関西支社との間で締結している久米島NＤＢ発
電装置点検整備については、左記業者は、当該装置の設
計・製造者であり、電源システム構成全般について熟知して
おり、不慮の部品供給が必要となった場合においても迅速な
対応が可能であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19170
（株）山武
東京都千代田区丸の内２－７
－３

平成１７年度神戸航空衛星セン
ター空調用監視制御設備点検
整備

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.6.30 6,300,000

（株）山武との間で締結している平成１７年度神戸航空衛星
センター空調用監視制御設備点検整備については、当該装
置の構造性能に関する詳細な技術資料を有し、十分な教
育、訓練を受けた技術者を有する製造メーカー以外では実
施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
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19171
明星電気（株）
東京都文京区小石川２－５－
７

空港気象表示装置（１０１５４５
－００３）３式外１点購入

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.6.30 3,402,000

明星電気（株）との間で締結している空港気象表示装置（１０
１５４５－００３）３式外１点購入については、既設の気象情報
受信装置と一元的に運用を行う必要があるため、受信装置
と制御インターフェースの整合性をとることが不可欠であり、
当該機器製造業者以外に製造できるものはいないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19172
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

中部空港外６カ所機械施設管理
保全システム点検整備

中部空港事務所長　武田洋
樹　愛知県常滑市セントレア
１－１

H17.6.30 3,465,000

（株）日立製作所との間で締結している中部空港外６カ所機
械施設管理保全システム点検整備については、左記業者
は、当該設備の設計者であり、システム構成全体について
熟知し、高度且つ非常に複雑なシステム構成となっている航
空局独自の仕様に対応した豊富な技術資料を保有している
上、直接的な部品供給が可能であるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19173
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

名古屋ＡＳＲオーバーホール
中部空港事務所長　武田洋
樹　愛知県常滑市セントレア
１－１

H17.6.30 1,680,000

日本電気（株）との間で締結している名古屋ＡＳＲオーバー
ホールについては、当該装置の構成および性能を十分に熟
知し整備に必要な知識、技術力を十分に有していること、障
害が発生した場合素早く復旧させることができること及び限
られた時間で作業を実施できること等の条件を有しているこ
とが必要であり、これらの条件を具備しているのは設計製造
者である日本電気（株）以外になく、左記相手方は日本電気
（株）より契約請負行為を委任されているため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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19174
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

ＤＴＢシート（４ＹＵ６０４４－２２７
４Ｇ２）１台外３９点購入

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.7.1 14,700,000

沖電気工業（株）との間で締結しているＤＴＢシート（４ＹＵ６０
４４－２２７４Ｇ２）１台外３９点購入については、航空交通管
理センターに設置予定のＳＭＥ装置にかかる多目的電話装
置等の機能追加に必要な構成品を購入するもので、これら
の電気的及び機械的な整合をとることが不可欠であり、当該
機器設計業者以外に製造できるものはいないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19175
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

平成17年度　機械施設管理保
全システム点検整備

関西空港事務所長　谷　寧久
大阪府泉南郡田尻町泉州空
港中1

H17.7.5 1,417,500

（株）日立製作所との間で締結している平成17年度　機械施
設管理保全システム点検整備については、航空保安施設用
機械設備の監視装置は航空局独自の仕様により製造された
ものであり、その制御システムは高度かつ非常に複雑な構
成となっているため、本点検整備では同設備に対する専門
的な知識と技術的判断が必要である。よって本作業を当該
システムを熟知している標記業者以外に実施させた場合、
点検整備に膨大な時間と要員を必要とし、経済的損失が大
きいばかりでなく、技術的信頼性の観点から運用に著しい支
障が生じる恐れがあるため、標記業者と随意契約を締結し
たものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19176

ヤンマーエネルギーシステム
（株）
大阪府大阪市北区大淀中５
－１２－３９

福江空港発電設備Ａ保守点検
整備

福江空港・航空路監視レー
ダー事務所長　山元　守　長
崎県五島市上大津町２１９２

H17.7.7 2,205,000

ヤンマーエネルギーシステム（株）との間で締結している福
江空港発電設備Ａ保守点検整備については、当該発電設備
の設計、制作者であるヤンマーディーゼル（株）の整備部門
の会社であり電源システム構成全般について熟知している
ので効率的な作業ができ且つ迅速な部品提供が可能なた
め。（会計法第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)

19177

ヤンマーエネルギーシステム
（株）
大阪府大阪市北区大淀中５
－１２－３９

清水ＶＯＲＴＡＣ発電設備点検整
備

土佐清水航空路監視レー
ダー事務所長　高橋　宏　高
知県土佐清水市西町５－４

H17.7.11 2,930,000

ヤンマーエネルギーシステム（株）との間で締結している清
水ＶＯＲＴＡＣ発電設備点検整備については、当該発電設備
の設計及び製造者を行った者以外の者が実施した場合は、
効率性・信頼性等の観点からその点検に膨大な時間と要員
が必要となり、また正常な運用に支障をきたす恐れがある。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19178

ヤンマーエネルギーシステム
（株）
大阪府大阪市北区大淀中５
－１２－３９

清水ＶＯＲＴＡＣ仮設作業及び制
御盤等点検整備

土佐清水航空路監視レー
ダー事務所長　高橋　宏　高
知県土佐清水市西町５－４

H17.7.11 1,170,000

ヤンマーエネルギーシステム（株）との間で締結している清
水ＶＯＲＴＡＣ仮設作業及び制御盤等点検整備については、
当該発電設備の設計及び製造者を行った者以外の者が実
施した場合は、効率性・信頼性等の観点からその点検に膨
大な時間と要員が必要となり、また正常な運用に支障をきた
す恐れがある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19179
高周波工業（株）
神奈川県愛甲郡愛川町中津
字桜台４０５２

与那国ＲＡＧ発電装置点検整備
那覇空港事務所長　松浦　淳
一　沖縄県那覇市安次嶺５３
１－１

H17.7.11 2,005,500

高周波工業（株）との間で締結している与那国ＲＡＧ発電装
置点検整備については、左記業者は、当該発電措置の設
計・製造者で、電源システム構成全般について熟知し、不慮
の部品供給が必要となった場合においても迅速な対応が可
能であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19180

（株）ジーエス・ユアサパワー
サプライ
東京都港区芝公園２－１１－
１

山口宇部ＩＬＳ装置鉛蓄電池交
換作業

福岡空港事務所長　北原　義
彰　福岡県福岡市博多区上
臼井字屋敷２９５

H17.7.12 2,887,500

（株）ジーエス・ユアサパワーサプライとの間で締結している
山口宇部ＩＬＳ装置鉛蓄電池交換作業については、ＩＬＳ装置
の鉛蓄電池は、容量及び寸法は既設該当品となるため、当
該電源装置を製造した会社に発注することにより、製品の手
配及び交換作業を効率的に行うことができ、かつ、当該装置
の正常な運用に支障が生じることがなく実施できるため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19181
ＮＥＣ東芝スペースシステム
（株）
東京都府中市日新町１－１０

クライストロン（ＶＫＳ２２００Ｄ３）
１式購入

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.7.13 5,985,000

ＮＥＣ東芝スペースシステム（株）との間で締結しているクライ
ストロン（ＶＫＳ２２００Ｄ３）１式購入については、衛星制御地
球局システムと電気的及び機械的に整合をとることが不可
欠であり、製造者である左記相手方以外では購入することが
不可能であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19182
（株）有電社
東京都渋谷区千駄ヶ谷１－５
－６

宮崎空港航空灯火整備作業所
機器点検整備作業

宮崎空港事務所長　梶野　髙
宮崎県宮崎市大字赤江無番
地

H17.7.13 1,417,500

（株）有電社との間で締結している宮崎空港航空灯火整備作
業所機器点検整備作業については、本装置は東芝ライテッ
ク（株）が、設計・製造したものであり、同社独自のシステム
で構成されており他社では実施できない、同社は機器の機
能を熟知した技術者を有するため、本作業を確実に実施す
ることが出来るとともに、作業後における故障等の責任の所
在についても明確にすることができる。標記業者は東芝ライ
テック（株）より保守点検業務等について委任されている。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19183
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

電力監視装置点検作業
中部空港事務所長　武田洋
樹　愛知県常滑市セントレア
１－１

H17.7.14 1,680,000

（株）日立製作所との間で締結している電力監視装置点検作
業については、本作業の対象機器は、（株）日立製作所によ
り設計・製造されており、同社は本装置の機器構成と機能を
十分に熟知し、本作業の目的である対象機器の機能維持を
図るために必要な知識と技術力を有しているため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19184
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

航空灯火電気施設ブロック管理
装置（九州地区）試験調整工事

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.7.14 36,750,000

（株）東芝との間で締結している航空灯火電気施設ブロック
管理装置（九州地区）試験調整工事については、当該機器
の構成及び機能を十分熟知しており、調整に必要な知識・技
術を有している。また問題が発生した場合の問題点の探求
と対応が実施可能であること、システムの運用に影響を与え
ないよう確実且つ迅速な調整が可能であること。これらの条
件を満たしているのは製造請負業者である左記相手方以外
いないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
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19185
松鶴建設（株）
福岡県福岡市博多区博多駅
前２－１２－２６

航空交通管理センター庁舎改修
工事

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.7.15 105,000,000
松鶴建設（株）との間で締結している航空交通管理センター
庁舎改修工事については、再入札に付しても落札者がいな
かったため。（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19186
先嶋建設（株）
沖縄県那覇市松山１－３５－
２

与那国空港電源局舎新築工事
大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.7.15 49,130,000
先嶋建設（株）との間で締結している与那国空港電源局舎新
築工事については、再入札に付しても落札者がいなかった
ため。（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19187
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

松山空港機械施設管理保全シ
ステム点検整備

松山空港事務所長　角谷　政
美　愛媛県松山市南吉田町

H17.7.20 1,291,500

（株）日立製作所との間で締結している松山空港機械施設管
理保全システム点検整備については、当該システムは航空
局独自の仕様で製作されており、機械施設を24時間体制で
監視制御している重要な設備である。したがって、本システ
ム全体の構造・機能・性能を熟知し、かつ特殊な技能をも
ち、不慮の部品供給が必要となった場合にも迅速な対応が
可能な業者でなければならないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19188
日本船燈（株）
埼玉県吉川市大字高久５５５

進入角指示灯監視装置等点検
整備作業

鹿児島空港事務所長　猪瀬
俊和　鹿児島県姶良郡溝辺
町麓８３８

H17.7.21 1,417,500

日本船燈（株）との間で締結している進入角指示灯監視装置
等点検整備作業については、本装置の設計及び製造を行っ
た者以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等との観
点から、その作業に膨大な時間と要員が必要となる。また、
正常な運用に支障を来す恐れがあるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19189
日本電気システム建設（株）
東京都品川区東品川１－３９
－９

ネットワークサーバセキュリ
ティーシステム更新作業

中部空港事務所長　武田洋
樹　愛知県常滑市セントレア
１－１

H17.7.21 1,869,000

日本電気システム建設（株）との間で締結しているネットワー
クサーバセキュリティーシステム更新作業については、中部
空港事務所内ＬＡＮシステム用のネットワークサーバに係る
もので、同システムを整備・構築したのは日本電気システム
建設（株）であり、各クライアント構築内容等を熟知し、作業
及び緊急時の対応においても円滑に行えるのは左記業者以
外にないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19190
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

平成17年度美保空港機械施設
管理保全ｼｽﾃﾑ点検整備作業

美保空港事務所長　白仁田
敏昭　鳥取県境港市佐斐神
町２０６４

H17.7.21 1,974,000

日立製作所（株）との間で締結している平成17年度美保空港
機械施設管理保全ｼｽﾃﾑ点検整備作業については、既存シ
ステム製造の契約の相手方以外の者が実施した場合、効率
性、信頼性等の観点から、本点検整備に膨大な時間と要員
が必要となり、また航空保安業務用機械設備の運用に支障
がないよう限られた期間で実施する必要があるため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19191
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

高松ＡＳＲロータリージョイント
オーバーホールその他作業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.7.22 19,530,000

（株）東芝との間で締結している高松ＡＳＲロータリージョイン
トオーバーホールその他作業については、本装置の構成及
び性能を熟知し、調整に必要な知識、技術力を十分に有して
いること、本装置の調整について経験を有し、限られた期間
内で実施可能であること、及び調整の良否に起因する問題
が生じた場合、速やかに問題点の探求と対応が実施可能で
ある者でなければ契約の目的を履行することはできず、これ
らの条件を有するのは当該装置の設計製造請負業者以外
にないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19192

（社）鳥取県公共嘱託登記土
地家屋調査士協会
鳥取県鳥取市西町1丁目314
番地1

美保空港調査測量登記業務
大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.7.25 1,619,695

（社）鳥取県公共嘱託登記土地家屋調査士協会との間で締
結している美保空港調査測量登記業務については、土地の
調査、測量等から登記申請手続きまで、一貫した専門的、か
つ適正な業務処理が必要があり、左記相手方は、官公署等
の不動産の登記に必要な調査、測量、登記の嘱託手続等の
適正かつ迅速な処理に寄与することを目的に公共嘱託登記
の受託組織として法務大臣の許可により設立された唯一の
専門家組織であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19193
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

与那国空港可搬型VOR/DME装
置調整作業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.7.27 9,765,000

（株）東芝との間で締結している与那国空港可搬型
VOR/DME装置調整作業については、本装置の構成及び性
能を熟知し、調整に必要な知識、技術力を十分に有している
こと、本装置の調整について経験を有し、限られた期間内で
実施可能であること、本装置に接続する連接機器の機能を
十分に熟知しており、連接機材の製造若しくは同種機材での
連接経験があること、及び調整の良否に起因する問題が生
じた場合、速やかに問題点の探求と対応が実施可能である
者でなければ契約の目的を履行することはできず、これらの
条件を有するのは当該装置の設計製造請負業者以外にな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19194
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

航空交通管理センター通信制御
装置その他調整作業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.8.1 85,575,000

沖電気工業（株）との間で締結している航空交通管理セン
ター通信制御装置その他調整作業については、本装置の構
成及び性能を十分に熟知し、調整に必要な知識、技術力を
十分に有していること、 本装置の調整についての経験を有
し、限られた期間内で実施可能なものであること、本装置に
接続する連接装置の機能を十分に熟知しており、連接機材
の製造、もしくは同機種機材での連接経験があること、調整
の良否に起因する問題が発生した場合、素早い問題点の探
求と対応が実施可能である者でなければ契約の目的を履行
することはできず、これらの条件を有するのは本装置の設計
製造請負業者以外にないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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19195
（財）沖縄電気保安協会
沖縄県那覇市西３－８－２１

那覇空港電気設備等精密点検
作業

那覇空港事務所長　松浦　淳
一　沖縄県那覇市安次嶺５３
１－１

H17.8.1 3,231,900

（財）沖縄電気保安協会との間で締結している那覇空港電気
設備等精密点検作業については、当該電気設備を点検する
ための専用機器を保有し、限られた時間内で正確な点検作
業が実施でき、点検結果の専門的な解析を実施できる技術
力を有しており、本作業を実施できる者が左記相手方以外
にないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19196
東芝ライテック（株）
東京都品川区東品川４－３－
１

エプロン照明灯昇降装置改修工
事

福岡空港事務所長　北原　義
彰　福岡県福岡市博多区上
臼井字屋敷２９５

H17.8.2 2,625,000

東芝ライテック（株）との間で締結しているエプロン照明灯昇
降装置改修工事については、本装置の機能・特性を十分理
解したものでなければ実施出来ない特殊な技術を必要とす
ることから、製造者以外の者が実施した場合、効率性、信頼
性等の観点から、作業に膨大な時間等を要するとともに正
常な運用に支障を来すおそれがあるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19197
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

航空交通管理センター機械施設
遠隔監視制御装置改修工事

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.8.4 35,700,000

（株）日立製作所との間で締結している航空交通管理セン
ター機械施設遠隔監視制御装置改修工事については、当該
機器の製造請負業者であり、構成及び機能を十分熟知して
おり、調整に必要な知識・技術を有している。機械施設が運
用されている状態で改修する必要があり、機器の運用に影
響を与えないよう確実且つ迅速に行う必要があり、これらの
条件を満たしているのは製造請負業者である左記相手方以
外いないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19198
日本電設工業（株）
東京都千代田区九段南４－７
－１５

１９側進入灯台ケーブル布設工
事

大分空港事務所　菅野　顕
大分県国東市武蔵町糸原字
大海田

H17.8.4 4,750,000

日本電設工業（株）との間で締結している１９側進入灯台
ケーブル布設工事については、左記業者は大分空港航空灯
火施設維持工事の請負業者で、本工事を施工するにあたっ
て現場状況を把握しているため迅速に施工でき、かつ航空
灯火について十分な知識と経験を有しているため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19199
日本無線（株）
東京都三鷹市下連雀５－１－
１

大阪第二ＡＳＲロータリージョイ
ントオーバーホールその他作業

大阪空港事務所長　和田　孝
二　大阪府豊中市蛍池西町３
－３７１

H17.8.5 8,085,000

日本無線（株）との間で締結している大阪第二ＡＳＲロータ
リージョイントオーバーホールその他作業については、設計
製造機器である本装置の構成及び機能を十分に熟知し、限
られた期間内での調整が可能であること、かつ調整の良否
に起因する問題が発生した場合は速やかに問題点の探求と
対応が可能であるのは当該装置の設計製造を行った者以
外ないため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19200
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

那覇第１ＡＳＲ空中線分解整備
作業

那覇空港事務所長　松浦　淳
一　沖縄県那覇市安次嶺５３
１－１

H17.8.5 12,285,000

（株）東芝との間で締結している那覇第１ＡＳＲ空中線分解整
備作業については、左記業者は、当該装置の構成及び性能
を総合的に熟知し、また当該空中線の調整作業について経
験、必要な知識・技術力を有し、分解整備作業に起因する問
題が生じた場合、迅速な対応が可能であるため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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19201
パシフィックコンサルタンツ
（株）
東京都多摩市関戸１－７－５

美保飛行場環境影響評価書等
資料作成業務

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.8.8 5,775,000

パシフィックコンサルタンツ（株）との間で締結している美保飛
行場環境影響評価書等資料作成業務については、美保飛
行場拡張整備事業全体についてとりまとめて作成したうえ
で、公告・縦覧等の手続きを行うものであることから、業務実
施者が同一者でなければ調査方法、情報、表現等を完全に
協調した内容にまとめあげることは困難であるので、中国地
方整備局が業務を委託した左記相手方に当局も委託するこ
とにより、本調査を的確かつ円滑に実施しようとするもので
あるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19202
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

福岡空港外４ヶ所ＣＣＰ装置調
整作業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.8.8 1,680,000

沖電気工業（株）との間で締結している福岡空港外４ヶ所ＣＣ
Ｐ装置調整作業については、本装置の構成及び性能を十分
に熟知し、調整に必要な知識、技術力を十分に有しているこ
と、 本装置の調整についての経験を有し、限られた期間内
で実施可能なものであること、本装置に接続する連接装置
の機能を十分に熟知しており、連接機材の製造、もしくは同
機種機材での連接経験があること、調整の良否に起因する
問題が発生した場合、素早い問題点の探求と対応が実施可
能である者でなければ契約の目的を履行することはできず、
これらの条件を有するのは本装置の設計製造請負業者以
外にないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19203
新潟原動機（株）
東京都中央区八重洲２－９－
７

高松空港無線施設用発電装置
Ｂ保守点検整備

高松空港事務所長　中谷　信
一　香川県香川郡香南町由
佐3473-3

H17.8.9 2,887,500

新潟原動機（株）との間で締結している高松空港無線施設用
発電装置Ｂ保守点検整備については、対象装置の設計製造
元のアフターサービス業務を実施しており、構造、性能等に
精通した技術者を確保し、技術面での信頼が高く本整備を
短期間且つ確実に実施できるため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19204
新潟原動機（株）
東京都中央区八重洲２－９－
７

高松空港無線施設用発動機点
検整備

高松空港事務所長　中谷　信
一　香川県香川郡香南町由
佐3473-3

H17.8.9 2,887,500

新潟原動機（株）との間で締結している高松空港無線施設用
発動機点検整備については、対象装置の設計製造元のアフ
ターサービス業務を実施しており、構造、性能等に精通した
技術者を確保し、技術面での信頼が高く本整備を短期間且
つ確実に実施できるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19205
新潟原動機（株）
東京都中央区八重洲２－９－
７

高松空港照明施設用発電装置
Ｂ保守点検整備

高松空港事務所長　中谷　信
一　香川県香川郡香南町由
佐3473-3

H17.8.9 2,887,500

新潟原動機（株）との間で締結している高松空港照明施設用
発電装置Ｂ保守点検整備については、対象装置の設計製造
元のアフターサービス業務を実施しており、構造、性能等に
精通した技術者を確保し、技術面での信頼が高く本整備を
短期間且つ確実に実施できるため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19206
新潟原動機（株）
東京都中央区八重洲２－９－
７

高松空港照明施設用発動機点
検整備

高松空港事務所長　中谷　信
一　香川県香川郡香南町由
佐3473-3

H17.8.9 2,887,500

新潟原動機（株）との間で締結している高松空港照明施設用
発動機点検整備については、対象装置の設計製造元のアフ
ターサービス業務を実施しており、構造、性能等に精通した
技術者を確保し、技術面での信頼が高く本整備を短期間且
つ確実に実施できるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19207
新潟原動機（株）
東京都中央区八重洲２－９－
７

高松空港仮設発電装置設置
高松空港事務所長　中谷　信
一　香川県香川郡香南町由
佐3473-3

H17.8.9 1,942,500

新潟原動機（株）との間で締結している高松空港仮設発電装
置設置については、対象装置の設計製造元のアフターサー
ビス業務を実施しており、構造、性能等に精通した技術者を
確保し、技術面での信頼が高く本整備を短期間且つ確実に
実施できるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19208
ＮＥＣライティング（株）
東京都品川区西五反田２－８
－１

放電管（Ｘ－３Ｓ－Ｎ）１１６本購
入

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.8.11 8,172,780

ＮＥＣライティング（株）との間で締結している放電管（Ｘ－３Ｓ
－Ｎ）１１６本購入については、航空局制定の仕様書に基づ
いて製造されており、航空局の承認を受け納入できるものが
他にいないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19209
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

端子盤（４ＹＡ６０１８－２０６６Ｇ
１）１式外６点購入

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.8.11 2,782,500

沖電気工業（株）との間で締結している端子盤（４ＹＡ６０１８
－２０６６Ｇ１）１式外６点購入については、ＣＣＰ－９３型通
信制御処理装置と電気的及び機械的に整合をとることが必
要不可欠であり、当該装置の製造請負業者以外調達できな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19210
松下電器産業（株）
大阪府門真市大字門真１００
６

電球（ＳＢ１００Ｖ５００Ｗ）７５個
外１点購入

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.8.11 1,707,405

松下電器産業（株）との間で締結している電球（ＳＢ１００Ｖ５
００Ｗ）７５個外１点購入については、航空局制定の仕様書に
基づいて製造されており、航空局の承認を受け納入できるも
のが他にいないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19211
（株）西海建設
長崎県長崎市興善町２－８

長崎空港管制塔庁舎改修工事
大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.8.12 22,050,000
（株）西海建設との間で締結している長崎空港管制塔庁舎改
修工事については、再入札に付しても落札者がいなかった
ため。（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19212
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

物品管理システム購入及び同シ
ステム導入作業一式

中部空港事務所長　武田洋
樹　愛知県常滑市セントレア
１－１

H17.8.16 4,239,889

沖電気工業（株）との間で締結している物品管理システム購
入及び同システム導入作業一式については、左記業者の開
発した物品管理システムは、各種法令規則等に基づいて開
発されており、その導入実績と稼働状況の調査から、航空物
品の管理に関する業務ノウハウや業務フローに熟知してお
り、信頼性において高く評価することができる。また、同社の
システムは、スタンドアロン、クライアントサーバそれぞれに
柔軟に構築可能であり、出力帳票も必要とされる帳票を網
羅しており問題ないと考えられる。さらに、データ登録におい
て、基礎データは他の航空官署の実績から、マスターデータ
を整備するのみで対応可能であるため、導入時の費用、工
数を削減することが可能である。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19213
ダイハツディーゼル（株）
大阪府大阪市北区大淀中１
－１－３０

富山空港発電設備点検整備
中部空港事務所長　武田洋
樹　愛知県常滑市セントレア
１－１

H17.8.16 1,785,000

ダイハツディーゼル（株）との間で締結している富山空港発
電設備点検整備については、既発電設備の調達の相手方
若しくはその指定する業者以外が整備した場合には、効率
性、信頼性等の観点から、本点検整備に膨大な時間と要員
が必要となり、正常な運用に著しい支障が生じる恐れがある
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19214
東芝ライテック（株）
東京都品川区東品川４－３－
１

航空灯火整備作業所機器点検
整備作業

広島空港事務所長　千葉　了
広島県三原市善入寺字平岩
64-34

H17.8.16 2,289,000

東芝ライテック（株）との間で締結している航空灯火整備作業
所機器点検整備作業については、本作業対象機器は東芝ラ
イテック株式会社により製造及び調達されたものであり、株
式会社有電社中・四国支店は同社の指定代理店である。こ
れ以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点か
ら、その作業に膨大な時間と要因が必要となる。また、正常
な運用に支障を来すおそれがあるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19215
東芝電機サービス（株）
東京都新宿区西新宿２－７－
１

真空遮断器精密点検整備
福岡空港事務所長　北原　義
彰　福岡県福岡市博多区上
臼井字屋敷２９５

H17.8.18 1,050,000

東芝電気サービス（株）との間で締結している真空遮断器精
密点検整備については、本装置は（株）東芝が設計、製造し
たものである。本作業は、本装置の機能・特性を十分理解し
たものでなければ実施できない特殊な技術を必要とし、且
つ、限られた停電時間内で実施する作業でもあることから、
製造元以外では実施することが出来ない。左記業者は東芝
グループ製造の機器保守を目的として設立された会社であ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19216
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

広島ＡＳＲペデスタルオーバー
ホールその他作業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.8.19 38,325,000

日本電気（株）との間で締結している広島ＡＳＲペデスタル
オーバーホールその他作業については、本装置の構成及び
性能を十分に熟知し、調整に必要な知識、技術力を十分に
有していること、本装置の調整についての経験を有し、限ら
れた期間内で実施可能なものであること、調整の良否に起
因する問題が発生した場合、素早い問題点の探求と対応が
実施可能である者でなければ契約の目的を履行することは
できず、これらの条件を有するのは本装置の設計製造請負
業者以外にないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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19217
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

機械設備管理保全システム点
検整備

高知空港事務所長　堤　清
高知県南国市物部

H17.8.19 2,047,500

（株）日立製作所との間で締結している機械設備管理保全シ
ステム点検整備については、既存システムの設計及び製造
を行った者以外の者が実施した場合、その作業に膨大な時
間と要因が必要となり、また正常な運用に支障をきたすおそ
れがある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19218
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

平成１７年度　無停電電源装置
点検整備（信太）

信太航空路監視レーダー事
務所　福田　均　大阪府和泉
市伯太町3-13-60

H17.8.23 2,278,500

（株）日立製作所との間で締結している平成１７年度　無停電
電源装置点検整備（信太）については、当該装置は高度且
つ非常に複雑な構成となっているため、同装置に対する専
門的な知識と技術的判断が必要である。よって、本点検整備
を同設備の製造者若しくは製造者が指定する者以外に実施
させた場合点検整備に膨大な時間と要員を必要とし、経済
的損失が大きいばかりでなく、技術的信頼性の観点から運
用に著しい支障が生じるおそれがある。又、本点検整備は、
航空保安施設の運用に支障をきたすことがないよう限られた
期間で実施することが絶対条件であり、不測の事態による部
品供給等が必要となった場合は、迅速な対応が可能である
ことが求められるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19219
コマツ福岡（株）
福岡県久留米市宮ノ陣町若
松１－４５

北九州空港（北九州88や3257）
化学消防車臨時整備

北九州空港事務所長　谷本
章二　福岡県北九州市小倉
南区大字曽根2648

H17.8.23 1,942,500

コマツ福岡（株）との間で締結している北九州空港（北九州88
や3257）化学消防車臨時整備については、左記業者は、当
該消防車を設計制作した（株）小松製作所の車両の部品販
売、整備等を担当しており、同車両の機能全般について熟
知し、豊富な技術資料及び技術者を保有しており、効率的な
作業ができ且つ迅速な部品供給が可能であるので、空港の
運用に支障を来すことの無いように限られた期間で実施する
ことができるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19220
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

ローカル通信部１（ＳＢ４０１８４
Ａ）２式外３点購入

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.8.24 14,875,500

（株）東芝との間で締結しているローカル通信部１（ＳＢ４０１８
４Ａ）２式外３点購入については、ＩＬＳ－９１Ｄ型ＩＬＳ装置と電
気的及び機械的に整合をとることが必要不可欠であり、当該
装置の製造請負業者以外調達できないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19221
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

関西国際空港スポット情報表示
部性能向上

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.8.24 2,940,000

日本電気（株）との間で締結している関西国際空港スポット
情報表示部性能向上については、当該システムは、左記業
者によって構築されたものであり、現在運用中のシステムに
不具合を生じさせることなく性能向上を図るためには、当該
システムに精通している左記相手方でなければ実施すること
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
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19222
（株）安井建築設計事務所
大阪府大阪市中央区島町２
－４－７

熊本空港事務所庁舎新築その
他工事等設計関連業務

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.8.26 2,625,000

（株）安井建築設計事務所との間で締結している熊本空港事
務所庁舎新築その他工事等設計関連業務については、熊
本空港事務所庁舎新築に係る設計意図の伝達業務を行うも
のである。設計意図伝達業務は、施工者、監督職員、工事
監理業務受託者に対して設計図書では完全に表現できない
設計意図を正確に伝え、また施工条件及び設計与条件の変
更が生じた場合、設計主旨に沿った変更図等の作成の協力
を行うものであり、当該工事にかかる設計者が行うものであ
るため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

19223
（財）沖縄電気保安協会
沖縄県那覇市西３－８－２１

久米島空港等高圧受配電設備
精密点検作業

那覇空港事務所長　松浦　淳
一　沖縄県那覇市安次嶺５３
１－１

H17.8.31 1,197,000

（財）沖縄電気保安協会との間で締結している久米島空港等
高圧受配電設備精密点検作業については、当該作業に使
用する精密試験器を有し、電気保安に関する知識・技術力
があり、限られた時間内で作業ができ、公共電気設備の点
検等も多数実績があり、本作業を実施できる者が左記相手
方以外にないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19224
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

平成１７年度　平田航空路監視
レーダー事務所ＡＲＳＲ局無停
電電源設備点検整備

平田航空路監視レーダー事
務所長　安里　安和　島根県
出雲市平田町字古川２４１９

H17.9.1 1,785,000

（株）日立製作所との間で締結している平成１７年度　平田航
空路監視レーダー事務所ＡＲＳＲ局無停電電源設備点検整
備については、当該設備は（株）日立製作所が設計・製造し
たものであり、機器を熟知していることによって点検整備を短
期間に実施できるだけでなく、障害等が発生した場合、早期
復旧させることができる。また、設計・製造者である同社を指
定することにより、機器に関する責任の所在が一元化できる
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19225

サンワコムシスエンジニアリ
ング（株）
東京都目黒区青葉台３－６－
１７

松山空港ＡＰＩＤペデスタル等交
換調整作業

松山空港事務所長　角谷　政
美　愛媛県松山市南吉田町

H17.9.1 1,239,000

サンワコムシスエンジニアリング（株）との間で締結している
松山空港ＡＰＩＤペデスタル等交換調整作業については、航
空機位置情報表示装置（ＡＰＩＤ）は空港周辺を飛行する航空
機の位置情報を表示する装置であり、装置の信頼性を維持
するためには当該構成品を定期的に交換調整する必要があ
る。本交換調整作業ができる会社は本装置の設計、製造及
び調整を行った日本電気株式会社であるが、標記会社が日
本電気株式会社の契約事項の委任を受けているため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19226
ダイハツディーゼル（株）
大阪府大阪市北区大淀中１
－１－３０

長崎空港B地区無線用発電装
置点検整備

長崎空港事務所長　大塚　憲
郎　長崎県大村市箕島町５９
３－２

H17.9.2 1,995,000

ダイハツディーゼル（株）との間で締結している長崎空港B地
区無線用発電装置点検整備については、当該発電設備の
設計・製造者であり、電源システム構成全般について熟知
し、航空局独自仕様に対応した豊富な技術資料を有してる
上、直接的な部品供給が可能である。よって、航空保安施設
の運用に支障なく限られた時間での点検整備や、不慮の部
品供給が必要な場合に迅速な対応が可能であるため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19227
ダイハツディーゼル（株）
大阪府大阪市北区大淀中１
－１－３０

長崎空港B地区照明用発電装
置点検整備

長崎空港事務所長　大塚　憲
郎　長崎県大村市箕島町５９
３－２

H17.9.2 1,890,000

ダイハツディーゼル（株）との間で締結している長崎空港B地
区照明用発電装置点検整備については、当該発電設備の
設計・製造者であり、電源システム構成全般について熟知
し、航空局独自仕様に対応した豊富な技術資料を有してい
る上、直接的な部品供給が可能であり迅速な対応がとれる
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19228

ヤンマーエネルギーシステム
（株）
大阪府大阪市北区大淀中５
－１２－３９

熊本ＶＯＲ／ＤＭＥ発電装置Ｂ保
守点検整備

熊本空港事務所長　西野　輝
雄　熊本県上益城郡益城町
大字小谷

H17.9.8 2,835,000

ヤンマーエネルギーシステム（株）との間で締結している熊
本ＶＯＲ／ＤＭＥ発電装置Ｂ保守点検整備については、当該
発電設備は、航空局独自の仕様にて製作されたもので、高
度かつ非常に複雑な制御システム構成となっているため、本
点検整備では、電源システム構成全体に対して総合的な判
断が求められる。よって、既発電設備製造との連接製が認
められ、既発電設備の調達の相手方若しくはその指定する
もの以外から調達した場合には、効率性、信頼性等の観点
から、本点検整備に膨大な時間と要員が必要となり、正常な
運用に著しい支障が生じる恐れがある。また、本点検整備
は、航空保安施設の運用に支障をきたすことがないよう限ら
れた期間で実施することが絶対条件であり、不慮の部品供
給が必要となった場合においても迅速な対応が可能である
ことが求められる。当該業者は、当該発電設備の設計・製造
者であるヤンマーディーゼル株式会社のサービス代理店で
あり、電源システム構成全般について熟知し、航空局独自仕
様に対応した豊富な技術資料を保有しているうえ、直接的な
部品供給が可能である。また、当該業者は、当該点検整備
を継続して行ってきており、これまで蓄積された種々の知見
が請負うにあたっての必須条件となることから、契約の性質
または目的が競争を許さない。（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)

19229
住友電設（株）
大阪府大阪市西区阿波座２
－１－４

第１ＡＳＲ　Ｉ系高圧ｹｰﾌﾞﾙ交換そ
の他工事

関西空港事務所長　谷　寧久
大阪府泉南郡田尻町泉州空
港中1

H17.9.12 14,070,000

住友電設（株）との間で締結している第１ＡＳＲ　Ｉ系高圧ｹｰﾌﾞ
ﾙ交換その他工事については、前年度の工事の目的を達成
するものであり、また現場は道路下の管路で、地下水位が
高い等非常に施工が困難な状況となっている。標記業者は
前年度工事及び平成4年度に当該管路の設置工事を行って
おり、現場状況に精通しているため、困難な施工を任せるこ
とができる唯一の業者である。よって標記業者と随意契約を
締結したものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19230
（財）九州電気保安協会
福岡県福岡市中央区薬院１
－１３－８

宮崎空港電気設備精密点検作
業

宮崎空港事務所長　梶野　髙
宮崎県宮崎市大字赤江無番
地

H17.9.12 2,572,500

（財）九州電気保安協会との間で締結している宮崎空港電気
設備精密点検作業については、本施設は、宮崎空港におけ
る航空保安施設への電源を供給する重要な施設であり、点
検整備を実施するにあたっては航空機の運航等に支障をあ
たえないよう迅速かつ確実に実施することを要求される。そ
のため、電気設備に精通し、対象機器の取り扱いを確実に
できる技術者及び専用測定装置等を保有しているため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19231
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

高松空港ＰＶＳ盤製造
高松空港事務所長　中谷　信
一　香川県香川郡香南町由
佐3473-3

H17.9.13 3,500,000

（株）東芝との間で締結している高松空港ＰＶＳ盤製造につい
ては、対象となる盤は同社製造の機器の一部であり、機器
に関する技術資料及び機能を熟知した技術者を有してい
る。また、電気的及び機械的に整合性を必要とする別の機
器も同社のものであり、効率性、信頼性も図れる。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19232
日本電設工業（株）
東京都千代田区九段南４－７
－１５

０１側進入灯仮設ケーブル布設
その他工事

大分空港事務所　菅野　顕
大分県国東市武蔵町糸原字
大海田

H17.9.14 3,423,000

日本電設工業（株）との間で締結している０１側進入灯仮設
ケーブル布設その他工事については、台風１４号により進入
灯・連鎖式閃光灯・旋回灯に被害を受け運用停止しているた
め緊急に復旧する必要があり、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

19233
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

神戸空港ＶＯＲ装置外２件調整
作業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.9.15 27,300,000

（株）東芝との間で締結している神戸空港ＶＯＲ装置外２件調
整作業については、本装置の構成及び性能を十分に熟知
し、調整に必要な知識、技術力を十分に有していること、 本
装置の調整についての経験を有し、限られた期間内で実施
可能なものであること、本装置に接続する連接装置の機能を
十分に熟知しており、連接機材の製造、もしくは同機種機材
での連接経験があること、調整の良否に起因する問題が発
生した場合、素早い問題点の探求と対応が実施可能である
者でなければ契約の目的を履行することはできず、これらの
条件を有するのは本装置の設計製造請負業者以外にない
ため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19234
信濃電気（株）
東京都文京区小石川１－４－
６

南大東ＶＯＲ／ＤＭＥ発電装置
台風時被害復旧作業

那覇空港事務所長　松浦　淳
一　沖縄県那覇市安次嶺５３
１－１

H17.9.16 4,725,000

信濃電気（株）との間で締結している南大東ＶＯＲ／ＤＭＥ発
電装置台風時被害復旧作業については、緊急に復旧する必
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

19235
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

宮崎空港真空遮断器精密点検
作業

宮崎空港事務所長　梶野　髙
宮崎県宮崎市大字赤江無番
地

H17.9.16 1,680,000

（株）日立製作所との間で締結している宮崎空港真空遮断器
精密点検作業については、本装置は、（株）日立製作所が、
設計・製造したものであり、同社独自のシステムで構成され
ており他社では実施できない、同社は機器の機能を熟知し
た技術者を有するため、本作業を確実に実施することが出
来るとともに、作業後における故障等の責任の所在について
も明確にすることができる。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19236

ヤンマーエネルギーシステム
（株）
大阪府大阪市北区大淀中５
－１２－３９

高知空港照明施設用発電装置
点検整備

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.9.20 6,510,000

ヤンマーエネルギーシステム（株）との間で締結している高
知空港照明施設用発電装置点検整備については、当該発
電装置に関する専門的な技術を有し、その構造及び性能を
熟知した技術者を有した製造メーカーでなければならず、当
該発電装置はヤンマー株式会社の設計・製造であり、同社
製品のメンテナンスについては、左記相手方が委任を受け
ているため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19237
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

鹿児島空港ＭＡＰＳ点検整備
鹿児島空港事務所長　猪瀬
俊和　鹿児島県姶良郡溝辺
町麓８３８

H17.9.20 3,360,000

（株）日立製作所との間で締結している鹿児島空港ＭＡＰＳ点
検整備については、本装置の設計及び製造を行った者以外
の者が実施した場合は、効率性、信頼性等との観点から、そ
の作業に膨大な時間と要員が必要となる。また、正常な運用
に支障を来す恐れがあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19238
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

電解コンデンサー他１１点
宮崎空港事務所長　梶野　髙
宮崎県宮崎市大字赤江無番
地

H17.9.20 2,650,000

（株）日立製作所との間で締結している電解コンデンサー他
１１点については、航空保安施設に無停電電源を供給する
宮崎空港１００ＫＶＡ無停電定電圧低周波電源装置の点検整
備に必要な交換部品である。当該ＣＶＣＦ装置は瞬間の停電
も許されない航空保安施設用の無停電電源装置として（株）
日立製作所が、設計、製造したものである。現用の航空保安
施設の運用及び航空機の運航に影響を及ぼすことなく、本
来の性能を発揮させるため、その交換部品は製造者の指定
する部品を用いなければならないため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19239
（財）九州電気保安協会
福岡県福岡市中央区薬院１
－１３－８

高圧電気設備等精密点検作業
熊本空港事務所長　西野　輝
雄　熊本県上益城郡益城町
大字小谷

H17.9.21 2,100,000

（財）九州電気保安協会との間で締結している高圧電気設備
等精密点検作業については、熊本県内では本作業を実施出
来る業者は当該業者しかいない。当該業者は長年にわたり
熊本空港の受配電設備等の精密点検を実施し、当所受配
電設備に対して熟知している。各種測定機器類を保有し、受
配電設備の点検等に関して豊富な実績と高い技術力を有し
ている。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19240
（財）関西空港調査会
大阪府大阪市中央区谷町２
－９－３

大阪国際空港ターミナル地区整
備構想検討基礎調査

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.9.22 7,800,000

（財）関西空港調査会との間で締結している大阪国際空港
ターミナル地区整備構想検討基礎調査については、本調査
の実施にあたっては、空港ターミナル地区計画に精通してい
ることはもちろん、大阪空港の特殊性を十分理解し、創造性
のあるターミナル計画及び、未利用地の有効活用方策を策
定する必要があり、また公正な立場で調査を実施できる業者
であること、本業務処理に関して豊富な経験を持っているこ
とが必要である。左記相手方は、大阪地域における空港問
題及び地域整備に関連する諸問題計画立案を行うことを目
的として寄与された財団であり、ターミナル地域関連調査に
ついても実績が豊富であること、また空港周辺の地域計画
にも精通していることから、本調査を正確かつ効率的に実施
できる唯一の業者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)



講ずる措置 備考契約を締結した日
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19241
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

大阪ＲＣＭ装置その他調整作業
大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.9.22 6,195,000

沖電気工業（株）との間で締結している大阪ＲＣＭ装置その
他調整作業については、本装置の構成及び性能を十分に熟
知し、調整に必要な知識、技術力を十分に有していること、
本装置の調整についての経験を有し、限られた期間内で実
施可能なものであること、本装置に接続する連接装置の機
能を十分に熟知しており、連接機材の製造、もしくは同機種
機材での連接経験があること、調整の良否に起因する問題
が発生した場合、素早い問題点の探求と対応が実施可能で
ある者でなければ契約の目的を履行することはできず、これ
らの条件を有するのは本装置の設計製造請負業者以外に
ないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19242
（株）岩崎電気
東京都港区芝２－１２－４

宮崎空港エプロン照明灯昇降装
置精密点検作業

宮崎空港事務所長　梶野　髙
宮崎県宮崎市大字赤江無番
地

H17.9.22 1,365,000

（株）岩崎電気との間で締結している宮崎空港エプロン照明
灯昇降装置精密点検作業については、本装置は、岩崎電気
（株）が、設計・製造したものであり、同社独自のシステムで
構成されており他社では実施できない、同社は機器の機能
を熟知した技術者を有するため、本作業を確実に実施するこ
とが出来るとともに、作業後における故障等の責任の所在に
ついても明確にすることができる。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19243
（株）梓設計
東京都品川区日が再品川２
－１－１１

福岡空港第一旅客ターミナルビ
ル官庁部分撤去基本調査

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.9.26 2,800,000

（株）梓設計との間で締結している福岡空港第一旅客ターミ
ナルビル官庁部分撤去基本調査については、福岡空港第一
旅客ターミナルビルの建築（法規、構造等）、設備等施設内
容に精通していることが要求される。左記相手方は本施設を
設計した業者であり、建築、構造、設備等、官民共有の施設
内容に精通していることは基より、民間施設の内容（第一、
旧第二、第三旅客ターミナルビル等）も設計段階、改修段階
と熟知しているため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19244
（株）カナデン
東京都港区新橋４－２２－４

那覇ＡＳＤＥ空中線定期分解整
備その他作業

那覇空港事務所長　松浦　淳
一　沖縄県那覇市安次嶺５３
１－１

H17.9.26 9,975,000

（株）カナデンとの間で締結している那覇ＡＳＤＥ空中線定期
分解整備その他作業については、当該装置の構成及び性
能を総合的に熟知し、また当該空中線の調整作業について
経験、必要な知識・技術力を有し、分解整備作業に起因する
問題が生じた場合、迅速な対応が可能であるため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19245
東芝ライテック（株）
東京都品川区東品川４－３－
１

電球（ＪＦ６．６Ａ４５ＷＳ）４８５個
外１４点購入

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.9.27 17,482,521

東芝ライテック（株）との間で締結している電球（ＪＦ６．６Ａ４５
ＷＳ）４８５個外１４点購入については、航空局制定の仕様書
に基づいて製造されており、航空局の承認を受け納入できる
ものが他にいないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19246
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

ＡＰＩＤ方位信号発生器（１７５Ａ２
１４５０３－００１）３台購入

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.9.27 1,795,500

日本電気（株）との間で締結しているＡＰＩＤ方位信号発生器
（１７５Ａ２１４５０３－００１）３台購入については、ＡＰＩＤ装置
（航空機位置情報表示装置）の定期交換部品であり、当該
装置の製造請負業者以外調達できないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19247
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

ＶＣＢ精密点検作業
大阪空港事務所長　和田　孝
二　大阪府豊中市蛍池西町３
－３７１

H17.9.27 2,205,000

（株）日立製作所との間で締結しているＶＣＢ精密点検作業
については、航空保安施設に電力を供給する受配電盤に設
置されている真空遮断器の点検及び調整を行うものである。
この設備は、（株）日立製作所が製造したもので、機能維持
のための精密点検等は機能・特性を熟知した業者でなけれ
ば実施できない特殊な技術を必要をとし、製造会社の当地
区代理店である当業者以外には実施できないため（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19248
東芝ライテック（株）
東京都品川区東品川４－３－
１

エプロン照明灯昇降装置点検整
備

福岡空港事務所長　北原　義
彰　福岡県福岡市博多区上
臼井字屋敷２９５

H17.9.27 4,013,100

東芝ライテック（株）との間で締結しているエプロン照明灯昇
降装置点検整備については、本装置は東芝ライテック（株）
が製造したものであり、本作業は、本装置の機能・特性を十
分理解したものでなければ実施できない特殊な技術を必要
とする。製造元以外が実施した場合、効率性、信頼性等の
観点から作業に膨大な時間を要するとともに、正常な運用に
支障を及ぼすおそれがあるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19249
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

神戸空港ＩＬＳ装置外２件調整作
業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.9.28 33,600,000

（株）東芝との間で締結している神戸空港ＩＬＳ装置外２件調
整作業については、本装置の構成及び性能を十分に熟知
し、調整に必要な知識、技術力を十分に有していること、 本
装置の調整についての経験を有し、限られた期間内で実施
可能なものであること、本装置に接続する連接装置の機能を
十分に熟知しており、連接機材の製造、もしくは同機種機材
での連接経験があること、調整の良否に起因する問題が発
生した場合、素早い問題点の探求と対応が実施可能である
者でなければ契約の目的を履行することはできず、これらの
条件を有するのは本装置の設計製造請負業者以外にない
ため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19250
関西空港リムジン（株）
大阪府豊中市箕輪３－８－２

車両借上契約
大阪空港事務所長　和田　孝
二　大阪府豊中市蛍池西町３
－３７１

H17.9.28 2,858,850

関西空港リムジン（株）との間で締結している車両借上契約
については、左記業者は、本社（営業所）が豊中市内にあ
り、営業所の保有台数も多いことから緊急時の配車が可能
であり、２４時間の旅客体制をとっており深夜の時間帯でも
施設の障害発生等緊急事態に神速に対応できるため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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19251
岩崎電気（株）
東京都港区芝３－１２－４

高松空港エプロン照明灯昇降装
置精密点検整備工事

高松空港事務所長　中谷　信
一　香川県香川郡香南町由
佐3473-3

H17.9.28 3,675,000

岩崎電気（株）との間で締結している高松空港エプロン照明
灯昇降装置精密点検整備工事については、当該施設は同
社が製造したもので、かつメンテナンスも行っており点検整
備に必要な知識、経験、技術力を有している。また、消耗品
や交換部品を容易かつ迅速に準備することができ、障害発
生時の迅速な対応が可能なため。（会計法第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)

19252
ヤンマー（株）
大阪府大阪市北区茶屋町１
－３２

高松ＶＯＲＴＡＣ発電装置Ｂ保守
点検整備

高松空港事務所長　中谷　信
一　香川県香川郡香南町由
佐3473-3

H17.9.28 2,583,000

ヤンマー（株）との間で締結している高松ＶＯＲＴＡＣ発電装置
Ｂ保守点検整備については、左記業者の設計、製造による
ものであり、構造、性能等に精通した技術者を確保してお
り、短期間かつ確実に実施できる。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19253
日本交通（株）
大阪府大阪市西区新町３－１
４－１３

車両借上契約
大阪空港事務所長　和田　孝
二　大阪府豊中市蛍池西町３
－３７１

H17.9.28 11,350,430

日本交通（株）との間で締結している車両借上契約について
は、大阪市内など主要な場所に営業所を構えかつ豊中市内
にも営業所を配し遠方等への配車が可能であり、２４時間の
旅客運送体制であり緊急時の配車が可能であるため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19254
（財）中国電気保安協会
広島県広島市中区小町４－３
３

受配電設備機器精密点検
広島空港事務所長　千葉　了
広島県三原市善入寺字平岩
64-34

H17.9.29 2,499,000

（財）中国電気保安協会との間で締結している受配電設備機
器精密点検については、左記業者は、経済産業大臣指導の
元に、電気設備の保全業務を行う唯一の公益法人であり、
電気主任技術者・電気工事士等の有資格者及び計測器類
を数多く保有しているため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19255
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

真空遮断器精密点検
広島空港事務所長　千葉　了
広島県三原市善入寺字平岩
64-34

H17.9.29 1,942,500

（株）日立製作所との間で締結している真空遮断器精密点検
については、既存システムの設計及び製造を行った者以外
の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、そ
の作業に膨大な時間と要因が必要となる。また、正常な運用
に支障を来すおそれがあるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19256

ヤンマーエネルギーシステム
（株）
大阪府大阪市北区大淀中５
－１２－３９

福岡VORTAC発電設備B保守他
点検整備

福岡空港事務所長　北原　義
彰　福岡県福岡市博多区上
臼井字屋敷２９５

H17.9.29 4,053,000

ヤンマーエネルギーシステム（株）との間で締結している福
岡VORTAC発電設備B保守他点検整備については、当該発
電設備は、航空局独自の仕様にてヤンマーディーゼル（株）
で設計・製造されたものであり、高度かつ非常に複雑な制御
システム構成となっている。本作業は、電源システム構成全
体に対し総合的判断が求められること、且つ、航空保安施設
の運用に支障をきたすことがないよう限られた期間で実施す
る必要があることから、製造元以外では実施することが出来
ない。左記業者はヤンマーディーゼル（株）製の整備等を目
的として設立された会社である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19257
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

神戸空港外２カ所ＤＭＥ装置調
整その他作業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.9.30 9,660,000

日本電気（株）との間で締結している神戸空港外２カ所ＤＭＥ
装置調整その他作業については、本装置の構成及び性能を
十分に熟知し、調整に必要な知識、技術力を十分に有して
いること、 本装置の調整についての経験を有し、限られた期
間内で実施可能なものであること、本装置に接続する連接
装置の機能を十分に熟知しており、連接機材の製造、もしく
は同機種機材での連接経験があること、調整の良否に起因
する問題が発生した場合、素早い問題点の探求と対応が実
施可能である者でなければ契約の目的を履行することはで
きず、これらの条件を有するのは本装置の設計製造請負業
者以外にないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19258
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

那覇空港移動物件監視装置調
整作業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.9.30 84,000,000

日本電気（株）との間で締結している那覇空港移動物件監視
装置調整作業については、本装置の構成及び性能を十分に
熟知し、調整に必要な知識、技術力を十分に有しているこ
と、 本装置の調整についての経験を有し、限られた期間内
で実施可能なものであること、本装置に接続する連接装置
の機能を十分に熟知しており、連接機材の製造、もしくは同
機種機材での連接経験があること、調整の良否に起因する
問題が発生した場合、素早い問題点の探求と対応が実施可
能である者でなければ契約の目的を履行することはできず、
これらの条件を有するのは本装置の設計製造請負業者以
外にないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19259
東芝ライテック（株）
東京都品川区東品川４－３－
１

定電流調整装置等点検整備作
業

鹿児島空港事務所長　猪瀬
俊和　鹿児島県姶良郡溝辺
町麓８３８

H17.9.30 5,040,000

東芝ライテック（株）との間で締結している定電流調整装置等
点検整備作業については、本装置の設計及び製造を行った
者以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等との観点
から、その作業に膨大な時間と要員が必要となる。また、正
常な運用に支障を来す恐れがあるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19260
（有）足摺交通
高知県土佐清水市元町７－１
１

車両借上契約（後期）
土佐清水航空路監視レー
ダー事務所長　高橋　宏　高
知県土佐清水市西町５－４

H17.9.30 2,669,840

（有）足摺交通との間で締結している車両借上契約（後期）に
ついては、左記業者は、当所施設等の所在・地理に精通し、
緊急時又は夜間等も迅速に対応出来るため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19261
（有）白市交通
広島県東広島市高屋町小谷
３３７４－１

車両借上契約（有限会社白市交
通（後期分））

広島空港事務所長　千葉　了
広島県三原市善入寺字平岩
64-34

H17.9.30 2,102,530

（有）白市交通との間で締結している車両借上契約（有限会
社白市交通（後期分））については、広島県及び山口県の道
路情報を熟知し、また当所周辺に営業所を有していることか
ら、事故等突発的な事態にも迅速に対応出来るため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

認可料金



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19262
アクアテックサービス（株）
岡山県倉敷市玉島乙島８２３
４－１６

松山空港沖灯標点検調整（その
２）

松山空港事務所長　角谷　政
美　愛媛県松山市南吉田町

H17.9.30 1,627,500

アクアテックサービス（株）との間で締結している松山空港沖
灯標点検調整（その２）については、灯標は、航空機・船舶の
安全運航のための航路標識に位置付けされているため、故
障時には緊急に対応する必要がある。当該業者は灯標の定
期点検整備を設置当初から行っており高い信頼性があるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19263

境港ハイヤータクシー協同組
合
鳥取県米子市東福原６－１７
－６

車輌借上契約（下半期）
美保空港事務所長　白仁田
敏昭　鳥取県境港市佐斐神
町２０６４

H17.9.30 1,141,810

境港ハイヤータクシー協同組合との間で締結している車輌
借上契約（下半期）については、左記業者は、境港・米子地
区全てのタクシー会社が加盟しているため、車両の確保が
容易であり、なおかつ事務的な窓口も一つであるために事務
の簡素化も期待できるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

認可料金

19264
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

名古屋空港第１ＡＳＲ／ＳＳＲ・Ｔ
Ｘ局舎無停電電源装置点検整
備

中部空港事務所長　武田洋
樹　愛知県常滑市セントレア
１－１

H17.10.4 1,575,000

（株）東芝との間で締結している名古屋空港第１ＡＳＲ／ＳＳ
Ｒ・ＴＸ局舎無停電電源装置点検整備については、当該無停
電電源装置は、航空局独自の仕様にて製作されたもので、
高度かつ非常に複雑な制御システム構成となっているため、
本点検整備では、電源システム構成全体に対して総合的な
判断が求められる。よって、既無停電電源装置製造との連
接性が認められ、既無停電電源装置の調達の相手方以外
が整備した場合には、効率性、信頼性等の観点から、本点
検整備に膨大な時間と要員が必要となり、正常な運用に著
しい支障が生じる恐れがある。また、本点検整備は、航空保
安施設の運用に支障をきたすことがないよう限られた期間で
実施することが絶対条件であり、不慮の部品供給が必要と
なった場合においても迅速な対応が可能であることが求めら
れる。（株）東芝　中部支社は、当該無停電電源装置の設
計・製造者であり、電源システム構成全般について熟知し、
航空局独自仕様に対応した豊富な技術資料を保有している
うえ、直接的な部品供給が可能である。また、（株）東芝　中
部支社は、当該点検整備と同等の点検整備の経験を有して
おり、設計・製造を含め、これまで蓄積された種々の知見が
請負うにあたっての必須条件となることから、契約の性質ま
たは目的が競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19265
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

無線施設用発電機その他点検
整備作業

宮崎空港事務所長　梶野　髙
宮崎県宮崎市大字赤江無番
地

H17.10.4 1,601,250

（株）東芝との間で締結している無線施設用発電機その他点
検整備作業については、本作業対象の航空保安無線施設
用発電装置は、航空保安施設及びその他の施設に対し商
用電源停電の際に即時に電源を供給する重要施設である
から、常に高い信頼性と性能が要求される。本作業対象機
器は（株）東芝が航空保安無線施設用発電装置の発電機及
び自動制御板盤として、当該発電装置の性能を充分発揮で
きるよう、専用に設計、製造したものである。本作業の実施
にあっっては航空交通への影響を 小限にとどめるため、
無線施設運用計画により事前に計画された空港運用終了後
の限られた時間内に作業を完了させる必要があり、迅速か
つ信頼性の高い作業が求められる、標記業者は（株）東芝九
州支店であり、当該発電装置全般に精通し航空保安施設の
重要性を熟知した技術者を有し、各種技術資料等を保有し
ているため、本作業に要求される、短時間に確実かつ信頼
性の高い作業の実施が可能である、また、本作業対象機器
の部品等を常時保有しており、不測の不具合を発見した場
合でも迅速かつ的確に対応することができる。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19266
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

鹿児島空港第２ＡＳＲ乾燥空気
充填装置オーバーホール作業

鹿児島空港事務所長　猪瀬
俊和　鹿児島県姶良郡溝辺
町麓８３８

H17.10.6 3,675,000

日本電気（株）との間で締結している鹿児島空港第２ＡＳＲ乾
燥空気充填装置オーバーホール作業については、当該装置
はＡＳＲ装置の一部であり、空港監視レーダーとしての総合
性能を維持するためには高度な専門知識と経験が要求され
る。奔走地の設計及び製造を行った者以外の者が実施した
場合は、装置の運用に重大な支障を来す恐れがあるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19267
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

神戸航空衛星センター無停電電
源設備点検整備

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.10.7 22,050,000

（株）東芝との間で締結している神戸航空衛星センター無停
電電源設備点検整備については、本点検整備は、ＣＶＣＦ装
置の基本性能に係わる部分について実施するもので、実施
に際しては、当該ＣＶＣＦ装置の構造に関する詳細な技術資
料を有しているうえ、十分な教育訓練を受けた技術者が行う
必要がある。また分解整備の良否判定についても、当該装
置に関する専門的な技術を有し、その構造及び性能を熟知
した技術者を有したメーカーでなければ実施できないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19268
全日空商事（株）
東京都港区東新橋１－５－２

タプリメーター（ＢＭ１５）８台他１
点購入

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.10.7 4,723,446

全日空商事（株）との間で締結しているタプリメーター（ＢＭ１
５）８台他１点購入については、日本国外で製造している商
品であるが、日本国内においては契約者以外に販売してい
ないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所
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間及び種別若しくは物品役
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契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19269

山陰三菱ふそう自動車販売
（株）
島根県松江市東津田町字堂
前１０７０

平成１７年度　平田航空路監視
レーダー事務所ＡＲＳＲ局発電
装置点検整備

平田航空路監視レーダー事
務所長　安里　安和　島根県
出雲市平田町字古川２４１９

H17.10.7 2,408,475

山陰三菱ふそう自動車販売（株）との間で締結している平成
１７年度平田航空路監視レーダー事務所ＡＲＳＲ局発電装置
点検整備については、左記業者は、発電設備の設計・製造
者である三菱重工業（株）との間において、山陰地区におけ
る同社製品の整備・修理のサービス契約を締結していること
から、電源システム構成全般 について熟知しており、航空局
独自仕様に対応した豊富な技術資料を有しているうえ、直接
的な部品供給が可能である。また、当該業者は、同点検整
備を継続して請け負っていることから、種種の知見が蓄積さ
れている。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19270

山陰三菱ふそう自動車販売
（株）
島根県松江市東津田町字堂
前１０７０

平成１７年度　平田航空路監視
レーダー事務所基地局発電装
置点検整備

平田航空路監視レーダー事
務所長　安里　安和　島根県
出雲市平田町字古川２４１９

H17.10.7 2,096,850

山陰三菱ふそう自動車販売（株）との間で締結している平成
１７年度平田航空路監視レーダー事務所基地局発電装置点
検整備については、左記業者は、発電設備の設計・製造者
である三菱重工業（株）との間において、山陰地区における
同社製品の整備・修理のサービス契約を締結していることか
ら、電源システム構成全般 について熟知しており、航空局独
自仕様に対応した豊富な技術資料を有しているうえ、直接的
な部品供給が可能である。また、当該業者は、同点検整備
を継続して請け負っていることから、種種の知見が蓄積され
ている。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19271
日本船燈（株）
埼玉県吉川市大字高久５５５

進入角指示灯監視装置精密点
検

広島空港事務所長　尾形　修
広島県三原市善入寺字平岩
64-34

H17.10.7 1,585,500

日本船燈（株）との間で締結している進入角指示灯監視装置
精密点検については、既存システムの設計及び製造を行っ
た者以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点
から、その作業に膨大な時間と要因が必要となる。また、正
常な運用に支障を来すおそれがあるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19272
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

宮崎空港機械施設管理保全シ
ステム点検整備作業

宮崎空港事務所長　梶野　髙
宮崎県宮崎市大字赤江無番
地

H17.10.7 1,680,000

（株）日立製作所との間で締結している宮崎空港機械施設管
理保全システム点検整備作業については、本作業対象機器
の機械施設管理保全システムは、航空交通の安全性、定時
性に寄与する航空保安施設等の安定運用に不可欠な航空
保安施設用機械施設を、一元的に監視、運用する重要機器
である。当該機器は（株）日立製作所独自で開発したもので
あるから、現用の航空保安施設の運用及び航空機の運航に
影響を及ぼすことなく、安全、確実かつ速やかに作業を行
い、機能を維持、向上させる事は（株）日立製作所以外には
困難である。標記業者には当該システム全般を熟知した技
術者を有し、各種技術資料等を保有しているため、確実かつ
信頼性の高い作業が可能であり、また当該機器に関する部
品等を常時保有し、不測の不具合を発見した場合でも迅速
かつ的確に対応することができる。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19273
東芝ライテック（株）
東京都品川区東品川４－３－
１

定電流調整装置等精密点検整
備

福岡空港事務所長　北原　義
彰　福岡県福岡市博多区上
臼井字屋敷２９５

H17.10.12 1,522,500

東芝ライテック（株）との間で締結している定電流調整装置等
精密点検整備については、本装置は東芝ライテック（株）が
製造したものであり、本作業は、本装置の機能・特性を十分
理解したものでなければ実施できない特殊な技術を必要と
する。製造元以外が実施した場合、効率性、信頼性等の観
点から作業に膨大な時間を要するとともに、正常な運用に支
障を及ぼすおそれがあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19274
電気技術開発（株）
東京都千代田区外神田５－３
－３

仮設発電装置設置調査
神戸航空衛星センタ－所長
鏡　弘義　神戸市西区井吹台
東町７－６－２

H17.10.13 1,260,000

電気技術開発（株）との間で締結している仮設発電装置設置
調査については、来年度に実施する発電設備精密保守（Ｂ
保守）時に設置する仮設電源の容量算定、既存電源システ
ムへの仮設発電設備の組み込み方法、各負荷機器への影
響及び仮設発電設備の監視方法を調査、検討する業務であ
る。当所電源設備は、人工衛星の制御システムを負荷設備
として有するため、商用回路、発電回路、無停電回路とそれ
らが２重化された複雑な回路である。発電設備精密保守（Ｂ
保守）は人工衛星の運用中に実施されるため、仮設発電設
備の既存電源システムへの組み込み、仮設発電設備からの
負荷への電源供給は運用中の各負荷機器へ支障の無いよ
う十分に調査、検討されなければならない。以上のことを調
査、検討するには既存電源システム及び航空局所有の仮設
発電設備システムを熟知し、かつ負荷設備の特性を熟知し
た者でなければならない。よって上記の条件を満たすことが
請け負うにあたり必須となるため契約の性質、目的が競争を
許さない。電気技術開発株式会社は、当所電源設備の製
造、設置の設計及び、航空局所有の移動用発電設備の設
計にも携わっており、当該システムを完全に熟知している。
以上の理由により、電気技術開発株式会社と随意契約を結
ぶものである。（会計法第２９条の３第４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)

19275
東芝ライテック（株）
東京都品川区東品川４－３－
１

進入路指示灯遠隔制御装置等
点検整備作業

鹿児島空港事務所長　猪瀬
俊和　鹿児島県姶良郡溝辺
町麓８３８

H17.10.17 1,417,500

東芝ライテック（株）との間で締結している進入路指示灯遠隔
制御装置等点検整備作業については、本装置の設計及び
製造を行った者以外の者が実施した場合は、効率性、信頼
性等との観点から、その作業に膨大な時間と要員が必要と
なる。また、正常な運用に支障を来す恐れがあるため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19276

ヤンマーエネルギーシステム
（株）
大阪府大阪市北区大淀中５
－１２－３９

淡路VOR/DME発電装置他６ヶ
所点検整備

関西空港事務所長　谷　寧久
大阪府泉南郡田尻町泉州空
港中1

H17.10.17 7,035,000

ヤンマーエネルギーシステム（株）との間で締結している淡
路VOR/DME発電装置他６ヶ所点検整備については、当該
発電設備は航空局独自の仕様により製造されたものであ
り、その制御システムは高度かつ非常に複雑な構成となって
いるため、本点検整備では同設備に対する専門的な知識と
技術的判断が必要である。よって本作業を当該設備全般に
ついて熟知している標記業者以外に実施させた場合点検整
備に膨大な時間と要員を必要とし、経済的損失が大きいば
かりでなく、技術的信頼性の観点から運用に著しい支障が
生じる恐れがあるため、標記業者と随意契約を締結したもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19277
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

大阪国際空港外１０カ所ＭＤＰ調
整作業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.10.18 15,750,000

日本電気（株）との間で締結している大阪国際空港外１０カ
所ＭＤＰ調整作業については、本装置の構成及び性能を十
分に熟知し、調整に必要な知識、技術力を十分に有している
こと、 本装置の調整についての経験を有し、限られた期間
内で実施可能なものであること、本装置に接続する連接装
置の機能を十分に熟知しており、連接機材の製造、もしくは
同機種機材での連接経験があること、調整の良否に起因す
る問題が発生した場合、素早い問題点の探求と対応が実施
可能であること。契約の目的を履行するには以上の条件を
満たす必要があり、本装置の設計製造請負業者以外にない
ため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19278
サンケン電気（株）
埼玉県新座市北野３－６－３

定電流調整装置等精密点検整
備

大分空港事務所　菅野　顕
大分県国東市武蔵町糸原字
大海田

H17.10.19 1,375,500

サンケン電気（株）との間で締結している定電流調整装置等
精密点検整備については、点検対象装置は、サンケン電気
（株）製で、装置の構造及び性能を熟知し、点検作業にに必
要な知識、技術を有し、運用時間外の限られた作業時間に
おいて保守点検を実施でき、信頼性を保つことができるの
は、当該装置製造者の当該業者以外に他はない。（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)

19279
応用地質（株）
東京都千代田区九段北４－２
－６

旧名古屋空港（南側地区）埋設
物等調査

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.10.20 3,465,000

応用地質（株）との間で締結している旧名古屋空港（南側地
区）埋設物等調査については、平成１７年３月に実施した防
音林地区埋設物等調査で、隣接している今回の調査地にも
埋設物の存在が認められ、左記相手方はその埋設物調査を
請け負っていること、また同空港内の隣接地区の土壌汚染
に係る資料等調査を行っており、関係資料も多数有し、当該
空港の地質に係る事情も熟知しており、他の業者と契約した
場合に比して経費と時間の節約が可能であるため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19280
（株）有電社
東京都渋谷区千駄ヶ谷１－５
－６

長崎空港定電流調整装置等精
密点検作業

長崎空港事務所長　大塚　憲
郎　長崎県大村市箕島町５９
３－２

H17.10.20 2,100,000

（株）有電社との間で締結している長崎空港定電流調整装置
等精密点検作業については、当該発電設備の設計・製造者
であり、電源システム構成全般について熟知し、航空局独自
仕様に対応した豊富な技術資料を有してる上、直接的な部
品供給が可能である。よって、航空保安施設の運用に支障
なく限られた時間での点検整備や、不慮の部品供給が必要
な場合に迅速な対応が可能であるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19281
東芝ライテック（株）
東京都品川区東品川４－３－
１

エプロン照明灯昇降装置外精密
点検作業

那覇空港事務所長　松浦　淳
一　沖縄県那覇市安次嶺５３
１－１

H17.10.20 2,940,000

東芝ライテック（株）との間で締結しているエプロン照明灯昇
降装置外精密点検作業については、当該施設の構成を熟知
し、空港の運用に影響を及ぼさないように迅速、且つ正確な
作業を行う技術力が必要なため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19282
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

福岡空港無停電電源設備等点
検整備

福岡空港事務所長　北原　義
彰　福岡県福岡市博多区上
臼井字屋敷２９５

H17.10.20 4,095,000

（株）東芝との間で締結している福岡空港無停電電源設備等
点検整備については、当該無停電電源設備は、航空局独自
の仕様にて（株）東芝で設計・製造されたものであり、高度か
つ非常に複雑な制御システム構成となっている。本作業は、
電源システム構成全体に対し総合的判断が求められること、
且つ、航空保安施設の運用に支障をきたすことがないよう限
られた期間で実施する必要があることから、製造元以外では
実施することが出来ないため。（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)

19283
東芝電機サービス（株）
東京都新宿区西新宿２－７－
１

高圧受変電機器精密点検整備
神戸航空衛星センタ－所長
鏡　弘義　神戸市西区井吹台
東町７－６－２

H17.10.24 2,835,000

東芝電機サ－ビス（株）との間で締結している高圧受変電機
器精密点検整備については、６．６ＫＶの高圧受変電設備機
器の精密点検整備を行うものである。これら高圧機器は、各
種保護継電器、遮断器とこれらを制御するシ－ケンス制御シ
ステムで構成されている。継電器類は保護協調と時限継電
器により１秒単位で厳格に設定されている。機器全体は自動
制御により、自動運転される非常に複雑かつ高度な制御シ
ステムである。また、本点検整備は人工衛星の運用中に、部
分停電の状態で運用しながら実施されるため、点検中に商
用停電等の事故が生じた場合、緊急対応により送電を継続
しなければならない。そのため、作業者は十分に当該機器に
ついて熟知した者でなければならない。左記業者は、（株）東
芝の製造した機器類の点検を主に実施する系列会社であ
り、東芝より専属的にその業務を委託されている。よって、本
点検整備を実施しうる業者は左記業者をおいて他にないの
で指定する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19284
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

特別高圧受変電機器精密点検
整備

神戸航空衛星センタ－所長
鏡　弘義　神戸市西区井吹台
東町７－６－２

H17.10.24 1,890,000

（株）東芝との間で締結している特別高圧受変電機器精密点
検整備については、２０KVの特別高圧の受変電機器の精密
点検を行うものである。また、機器そのものも精密な縦電器
等により自動制御される精密機器であり、縦電器類の設定
は厳格に管理されている。さらに、特別高圧機器はその電圧
の高さから取り扱いも慎重に実施されなければならない。ま
た、殆どメーカーの受注生産で製造されており、メーカーの
専門性が非常に高い機器である。本点検整備は、衛星の運
用中に部分停電を実施し、また、電力会社との協調停電に
おいて行われるため、点検整備時間は制限される。点検整
備作業中に停電等の事故が生じた場合、迅速に復旧対応し
電力の送電を維持しなければならない。また、機器の故障等
が発見された場合には、部品補給など迅速に対応できなけ
ればならない。当該業者は当該機器を製造した業者であり、
その機器について性能等を熟知しており、かつ、部品補給対
応なども迅速に対応することができる。よって、本点検整備を
実施しうる業者は当該業者をおいて他にないので指定する。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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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）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19285
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

ＦＤＰ空港端末装置１式購入（関
西国際空港向け）

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.10.25 58,065,000

日本電気（株）との間で締結しているＦＤＰ空港端末装置１式
購入（関西国際空港向け）については、ＦＤＰセンターシステ
ムと電気的及び機械的に整合をとることが必要不可欠であ
り、当該装置の製造請負業者以外調達できないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19286
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

下地島空港事務所機械施設管
理保全システム点検整備

下地島空港事務所長
南川敏之
沖縄県宮古島市伊良部佐和
田１７３９-４

H17.10.26 1,470,000

（株）日立製作所との間で締結している下地島空港事務所機
械施設管理保全システム点検整備については、本システム
は、（株）日立製作所の設計、製作によるものであるため機
器に関する技術資料及び機器を熟知した技術者を有してい
る。また、本設備に関する部品を常時、保管管理しており、
整備時の不具合発生に対する迅速な対応ができるとともに
責任の所在を一元化できるため随意契約を締結したもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19287
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

宮崎空港ＣＶＣＦ装置その他点
検整備作業

宮崎空港事務所長　梶野　髙
宮崎県宮崎市大字赤江無番
地

H17.10.27 2,887,500

（株）日立製作所との間で締結している宮崎空港ＣＶＣＦ装置
その他点検整備作業については、本作業対象施設は航空
保安施設に対し無停電電源を供給する重要施設であるか
ら、常に高い信頼性が要求される。本作業対象施設は、
（株）日立製作所が航空保安施設用ＣＶＣＦ装置等として設
計、製造したもので、空港電源設備全体で協調をとり運用さ
れている、本作業の実施にあたっては航空交通に影響を与
えることがあってはならず、事前に計画、調整された空港運
用終了後の限られた時間内に作業を完了させる必要があ
り、迅速かつ信頼性の高い作業が求められる。本作業に要
求される、短時間に確実かつ信頼性の高い作業の実施は、
当該装置本体及び関連施設並びに当所の電源設備を熟知
した技術者を有し、各種技術資料等を保有している標記業
者以外には困難である、また標記業者は本作業対象施設の
部品等を常時保有し、不測の不具合を発見した場合でも迅
速かつ的確に対応することができる。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所
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にその所属する部局の名
称及び所在地

19288
（財）関西空港調査会
大阪府大阪市中央区谷町２
－９－３

航空輸送と海上輸送との連携に
係る基礎検証調査

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.10.28 9,000,000

（財）関西空港調査会との間で締結している航空輸送と海上
輸送との連携に係る基礎検証調査については、我が国にお
ける国際輸送の取扱量については堅調に伸びており、今後
もその傾向が見込まれることから、更なる物流機能の円滑
化・高度化を進めるため、航空輸送機能及び海上輸送機能
それぞれの高度化を図っていくとともに、両者を組み合わせ
コスト面やスピード面で多様なサービスメニューを確保してい
くことが重要である。このため今年度、我が国の国際拠点空
港を有する関西経済圏及び中部経済圏を含む全国の経済
圏を対象とし、空港及び港湾の連携によって航空輸送と海
上輸送の特徴を兼ね備えた連携方策について、航空側及び
船舶側からの観点により検証することとする。左記相手方
は、これに関わる空港及び港湾の連携によって航空輸送と
海上輸送の特徴を兼ね備えた連携方策に関連する調査とし
て、過去において、「全体構想海上アクセス基地計画調査」、
「全体構想海上アクセス基地計画調査その２」を関西国際空
港（株）から受注し、また「港湾施設計画導入化方策検討調
査」を大阪府から受注している。これらは、本調査に密接且
つ不可分の調査内容であり、効率的に実施できる調査機関
は左記相手方だけであるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19289
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

国有財産システム改修その他作
業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.10.28 26,907,375

沖電気工業（株）との間で締結している国有財産システム改
修その他作業については、当該システムは、左記相手方が
ソフト開発、構築したものであり、システムについて熟知、精
通しており緊急時においても即座に対応可能な唯一の業者
である。当該システムの改修にあたって必要となる入力用変
換ツールは、システム開発元である左記相手方以外に開発
することができない。また入力作業については、左記相手方
以外が実施した場合、効率性、迅速性等の観点から、入力
作業に膨大な時間と要員が必要となり、入力後のシステム
運用に支障を来す恐れがあるため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19290
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

鹿児島空港システム統制装置
調整作業

鹿児島空港事務所長　猪瀬
俊和　鹿児島県姶良郡溝辺
町麓８３８

H17.10.28 1,300,000

沖電気工業（株）との間で締結している鹿児島空港システム
統制装置調整作業については、本装置は特殊な光学投影シ
ステムで構成されており、その調整は高度な専門知識と経
験が必要不可欠である。本装置の設計及び製造を行った者
以外の者が実施した場合は、正常な運用に重大な支障を来
す恐れがあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19291
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

加世田ARSR外１ヶ所無停電電
源設備点検整備

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.10.31 5,880,000

（株）日立製作所との間で締結している加世田ARSR外１ヶ所
無停電電源設備点検整備については、ＣＶＣＦ装置の基本性
能に係わる部分について実施するもので、実施に際しては、
当該ＣＶＣＦ装置の構造に関する詳細な技術資料を有してい
るうえ、十分な教育訓練を受けた技術者が行う必要がある。
また点検整備の良否判定についても、当該装置に関する専
門的な技術を有し、その構造及び性能を熟知した技術者を
有したメーカーでなければ実施できないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)



講ずる措置 備考契約を締結した日
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随意契約によることとした理由
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点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19292
コマツ西日本（株）
福岡県久留米市宮ノ陣町若
松１－４５

化学消防車（北九州88や3104）
車検整備

北九州空港事務所長　谷本
章二　福岡県北九州市小倉
南区大字曽根2648

H17.10.31 1,813,350

コマツ西日本（株）との間で締結している化学消防車（北九州
88や3104）車検整備については、左記業者は、当該消防車
を設計制作した（株）小松製作所の車両の部品販売、整備等
を担当しており、同車両の機能全般について熟知し、豊富な
技術資料及び技術者を保有しており、効率的な作業ができ
且つ迅速な部品供給が可能であるので、空港の運用に支障
を来すことの無いように限られた期間で実施することができ
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19293
日本無線（株）
東京都三鷹市下連雀５－１－
１

神戸空港CCS-2000型通信制御
装置調整作業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.11.1 2,310,000

日本無線（株）との間で締結している神戸空港CCS-2000型
通信制御装置調整作業については、本装置の構成及び性
能を十分に熟知し、調整に必要な知識、技術力を十分に有
していること、 本装置の調整についての経験を有し、限られ
た期間内で実施可能なものであること、本装置に接続する連
接装置の機能を十分に熟知しており、連接機材の製造、もし
くは同機種機材での連接経験があること、調整の良否に起
因する問題が発生した場合、素早い問題点の探求と対応が
実施可能である者でなければ契約の目的を履行することは
できず、これらの条件を有するのは本装置の設計製造請負
業者以外にないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19294
国際警備保障（株）
大阪府大阪市北区東天満１
－５－１２

特別警戒警備業務請負
大阪空港事務所長　和田　孝
二　大阪府豊中市蛍池西町３
－３７１

H17.11.1 1,733,025

国際警備保障（株）との間で締結している特別警戒警備業務
請負については、ブッシュ・アメリカ合衆国大統領来日に伴う
保安対策の強化通知により、警備を徹底し、万全を期するた
めの特別警備である。ＶＩＰ来日に当たっては、その情報管理
上、外務省より来日スケジュールの通知がされてから、警備
対象期間までの期間が非常に短く、競争入札に付する期間
確保が困難であるとともに、今年度大阪国際空港の空港保
安警備業務を請け負っており、地理的状況や警備方法に関
する経験と実績があるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19295
ダイハツディーゼル（株）
大阪府大阪市北区大淀中１
－１－３０

土佐清水基地局発電装置セル
モーター交換工事

土佐清水航空路監視レー
ダー事務所長　高橋　宏　高
知県土佐清水市西町５－４

H17.11.1 2,698,500

ダイハツディーゼル（株）との間で締結している土佐清水基
地局発電装置セルモーター交換工事については、当該発電
設備の設計及び製造者を行った者以外の者が実施した場合
は、効率性・信頼性等の観点からその点検に膨大な時間と
要員が必要となり、また正常な運用に支障をきたす恐れが
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19296

（株）ジーエス・ユアサパワー
サプライ
東京都港区芝公園２－１１－
１

直流電源設備精密点検作業
中部空港事務所長　武田洋
樹　愛知県常滑市セントレア
１－１

H17.11.1 1,260,000

（株）ジーエス・ユアサパワーサプライとの間で締結している
直流電源設備精密点検作業については、本作業の対象機
器である直流電源設備は日本電池（株）により設計・製造さ
れており、左記相手方は日本電池（株）製の保守等を目的に
設立された会社であり、本装置の機器構成と機能を十分に
熟知し、本作業の目的である対象機器の機能維持を図るた
めに必要な知識と技術力を有しているため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19297
四国日産ディーゼル（株）
香川県高松市郷東町７９６－
１３１

4500立化学消防車（香川88や
3704）車検整備

高松空港事務所長　中谷　信
一　香川県香川郡香南町由
佐3473-3

H17.11.2 1,400,000

四国日産デイーゼル（株）との間で締結している4500立化学
消防車（香川88や3704）車検整備については、左記業者の
設計、製造によるものであり迅速かつ的確な整備等ができ
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19298
東芝電機サービス（株）
東京都新宿区西新宿２－７－
１

長崎空港真空遮断機精密点検
整備作業

長崎空港事務所長　大塚　憲
郎　長崎県大村市箕島町５９
３－２

H17.11.2 2,310,000

東芝電機サービス（株）との間で締結している長崎空港真空
遮断機精密点検整備作業については、特殊機器である本装
置は、（株）東芝が設計・製造したものであり、本作業に当
たっては作業対象機器に対し専門的な知識、技術力を有す
るものでなければならない。左記相手方は（株）東芝の機器
を専門に保守を請け負う業者であり上記条件を有する。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19299
千代田機電（株）
石川県金沢市利屋町る３０

スノースイーパ外１台車検整備
小松空港事務所長　若林　覚
石川県小松市浮柳町ヨ２１

H17.11.4 2,584,230

千代田機電（株）との間で締結しているスノースイーパ外１台
車検整備については、特殊自動車であり車両整備の他に作
業装置関係の整備も併せて実施することから、車両の構造・
機能を十分に熟知した業者のみが整備可能である。本業者
は製造者である（株）加藤製作所及び（株）新潟鐵工所の指
定整備業者として指定されていることから指定することとし
た。（会計法第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)

19300
（株）有電社
東京都渋谷区千駄ヶ谷１－５
－６

長崎空港配光測定装置改修そ
の他工事

長崎空港事務所長　大塚　憲
郎　長崎県大村市箕島町５９
３－２

H17.11.7 4,515,000

（株）有電社との間で締結している長崎空港配光測定装置改
修その他工事については、特殊機器である本装置は、東芝
ライテック（株）により製造されたものであり、左記相手方は
上記業者の特約代理店である。同社は、本装置の機能を熟
知した技術者を有するため本工事を確実に実施できるととも
に、工事後における故障等の責任の所在を明確にすること
ができる。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19301
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

那覇ＰＡＲ（１８側）空中線交換・
調整作業

那覇空港事務所長　松浦　淳
一　沖縄県那覇市安次嶺５３
１－１

H17.11.7 2,415,000

株）東芝との間で締結している那覇ＰＡＲ（１８側）空中線交
換・調整作業については、左記業者は、当該空中線の設計・
製造者で、知識・経験・技術力を有し問題が発生した場合に
素早い対応が可能なため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19302
（株）今村組
長崎県五島市東浜町１－２０
－１３

福江空港・航空路監視レーダー
事務所庁舎外壁改修工事

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.11.8 11,697,000

（株）今村組との間で締結している福江空港・航空路監視
レーダー事務所庁舎外壁改修工事については、再入札に付
しても落札者がいなかったため。（会計法第２９条の３第５
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19303

（社）愛知県公共嘱託登記土
地家屋調査士協会
愛知県名古屋市中区葵１－２
７－３２

旧名古屋空港移転補償跡地等
調査測量登記業務

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.11.9 14,523,143

（社）愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会との間で締
結している旧名古屋空港移転補償跡地等調査測量登記業
務については、土地の調査、測量、法務局登記官との調整、
登記申請手続等、一貫した専門的知識を要し、適正かつ効
率よく業務を処理する必要があり、左記相手方は、官公署等
の不動産の登記に必要な調査、測量、登記の嘱託手続等の
適正かつ迅速な処理に寄与することを目的に公共嘱託登記
の受託組織として法務大臣の許可により設立された唯一の
専門家組織であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19304
日本船燈（株）
埼玉県吉川市大字高久５５５

指向信号灯（ＰＳＬ－３型　白）２
台外６点購入

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.11.9 1,640,940
日本船燈（株）との間で締結している指向信号灯（ＰＳＬ－３
型　白）２台外６点購入については、他に製造及び販売して
いる者が無いため（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)

19305
明星電気（株）
東京都文京区小石川２－５－
７

神戸空港通信制御装置外６件
調整作業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.11.10 18,000,000

明星電気（株）との間で締結している神戸空港通信制御装置
外６件調整作業については、本装置の構成及び性能を十分
に熟知し、調整に必要な知識、技術力を十分に有しているこ
と、 本装置の調整についての経験を有し、限られた期間内
で実施可能なものであること、本装置に接続する連接装置
の機能を十分に熟知しており、連接機材の製造、もしくは同
機種機材での連接経験があること、調整の良否に起因する
問題が発生した場合、素早い問題点の探求と対応が実施可
能である者でなければ契約の目的を履行することはできず、
これらの条件を有するのは本装置の設計製造請負業者以
外にないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19306
（株）ＮＩＰＰＯコーポレーション
東京都中央区京橋１－１９－
１１

那覇空港場周柵強化工事
那覇空港事務所長　松浦　淳
一　沖縄県那覇市安次嶺５３
１－１

H17.11.10 7,875,000

（株）ＮＩＰＰＯコーポレーションとの間で締結している那覇空
港場周柵強化工事については、本場周柵は那覇空港での
み使用可能な特殊製品であり、左記相手方は同型の既存場
周柵を設置した業者であり、施工中の保安体制を熟知し、且
つ工期の短縮及びコスト削減が図れるため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19307
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

宮古空港・航空路監視レーダー
事務所機械施設管理保全シス
テム点検整備

宮古空港・航空路監視レー
ダー事務所長　二宮　俊裕
沖縄県宮古島市平良字下里
１６５７

H17.11.10 1,501,500

（株）日立製作所との間で締結している宮古空港・航空路監
視レーダー事務所機械施設管理保全システム点検整備に
ついては、本システムは、（株）日立製作所の設計、製作に
よるものであるため機器に関する技術資料及び機器を熟知
した技術者を有している。また、本設備に関する部品を常
時、保管管理しており、整備時の不具合発生に対する迅速
な対応ができるとともに責任の所在を一元化できるため随意
契約を締結したものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19308
ＮＥＣ東芝スペースシステム
（株）
東京都府中市日新町１－１０

神戸ＵＳＢ大電力増幅装置修理
作業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.11.11 13,965,000

ＮＥＣ東芝スペースシステム（株）との間で締結している神戸
ＵＳＢ大電力増幅装置修理作業については、本装置の構成
及び性能を十分に熟知し、調整に必要な知識、技術力を十
分に有していること、 本装置の調整についての経験を有し、
限られた期間内で実施可能なものであること、本装置に接続
する連接装置の機能を十分に熟知しており、連接機材の製
造、もしくは同機種機材での連接経験があること、調整の良
否に起因する問題が発生した場合、素早い問題点の探求と
対応が実施可能である者でなければ契約の目的を履行する
ことはできず、これらの条件を有するのは本装置の設計製造
請負業者以外にないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19309
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

関西国際空港通信制御装置そ
の他調整外１件作業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.11.14 8,925,000

沖電気工業（株）との間で締結している関西国際空港通信制
御装置その他調整外１件作業については、本装置の構成及
び性能を十分に熟知し、調整に必要な知識、技術力を十分
に有していること、 本装置の調整についての経験を有し、限
られた期間内で実施可能なものであること、本装置に接続す
る連接装置の機能を十分に熟知しており、連接機材の製
造、もしくは同機種機材での連接経験があること、調整の良
否に起因する問題が発生した場合、素早い問題点の探求と
対応が実施可能である者でなければ契約の目的を履行する
ことはできず、これらの条件を有するのは本装置の設計製造
請負業者以外にないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19310
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

新種子島空港無線電話制御監
視装置調整作業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.11.14 1,680,000

沖電気工業（株）との間で締結している新種子島空港無線電
話制御監視装置調整作業については、本装置の構成及び
性能を十分に熟知し、調整に必要な知識、技術力を十分に
有していること、 本装置の調整についての経験を有し、限ら
れた期間内で実施可能なものであること、本装置に接続する
連接装置の機能を十分に熟知しており、連接機材の製造、
もしくは同機種機材での連接経験があること、調整の良否に
起因する問題が発生した場合、素早い問題点の探求と対応
が実施可能である者でなければ契約の目的を履行すること
はできず、これらの条件を有するのは本装置の設計製造請
負業者以外にないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19311
（株）有電社
東京都渋谷区千駄ヶ谷１－５
－６

航空灯火整備作業用機器精密
点検整備

大分空港事務所　菅野　顕
大分県国東市武蔵町糸原字
大海田

H17.11.16 2,100,000

（株）有電社との間で締結している航空灯火整備作業用機器
精密点検整備については、点検対象装置は、東芝ライテック
（株）製で、装置の構造及び性能を熟知し、点検作業にに必
要な知識、技術を有し、信頼性を保つことができるのは、東
芝ライテック（株）より本整備の契約に関わる一切の権限を
委任されている当該業者以外に他はない。（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)
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19312
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

那覇空港機械施設管理保全シ
ステム点検整備

那覇空港事務所長　松浦　淳
一　沖縄県那覇市安次嶺５３
１－１

H17.11.16 9,975,000

（株）日立製作所との間で締結している那覇空港機械施設管
理保全システム点検整備については、当該システムの設計
及び性能を総合的に熟知し、また当該システムの点検整備
について経験、必要な知識・技術力を有し、点検整備作業に
起因する問題が生じた場合、迅速な対応が可能であるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19313
（財）近畿健康管理センター
滋賀県大津市湖城が丘１９－
９

定期健康診断及びＶＤＴ作業従
事者健康診断

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.11.18 2,089,290

（財）近畿健康管理センターとの間で締結している定期健康
診断及びＶＤＴ作業従事者健康診断については、当局の必
要とする健康診断実施項目に往診可能で実施要領に定める
健診結果報告が迅速にできること、且つ庁舎派遣健診に際
して、諸機材の規格等が合同庁舎で対応可能なことが必要
であり、また平成１７年４月施行の個人情報の保護に関する
法律により、人格尊重の理念の基、慎重に取り扱う内容を有
する職員の健康状態等の個人データを保護する必要があ
り、その適正な取扱いを図り、他者との競合による情報の漏
洩や不正取得を回避するためには情報管理者を特定する必
要があることから、既情報を管理している左記相手以外に実
施できる者がいないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19314
ヤンマー（株）
大阪府大阪市北区茶屋町１
－３２

徳島空港照明用発電装置Ｂ保
守点検整備

徳島空港事務所長　川勝　俊
英　徳島県板野郡松茂町笹
木野

H17.11.21 2,457,000

ヤンマー株式会社との間で締結している徳島空港照明用発
電装置Ｂ保守点検整備については、本整備の対象のディー
ゼル機関は同社の設計・製造によるものであり、アフター
サービスも実施している。よって、当該装置の構造・性能等
に精通した技術者を確保しており、技術面での信頼が高く本
整備を短期間且つ確実に実施でき、責任の所在も明確にす
ることができるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19315
ヤンマー（株）
大阪府大阪市北区茶屋町１
－３２

徳島空港照明用発電装置その
他点検整備

徳島空港事務所長　川勝　俊
英　徳島県板野郡松茂町笹
木野

H17.11.21 1,365,000

ヤンマー（株）との間で締結している徳島空港照明用発電装
置その他点検整備については、本整備の対象の発電機その
他機器は同社の設計・製造によるものであり、アフターサー
ビスも実施している。よって、当該装置の構造・性能等に精
通した技術者を確保しており、技術面での信頼が高く本整備
を短期間且つ確実に実施でき、責任の所在も明確にするこ
とができるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19316
四国日産ディーゼル（株）
香川県高松市郷東町７９６－
１３１

化学消防車（高知８８ゆ７７３）車
検整備

高知空港事務所長　堤　清
高知県南国市物部

H17.11.24 1,665,000

四国日産ディーゼル（株）との間で締結している化学消防車
（高知８８ゆ７７３）車検整備については、当該車両は、緊急
時に備え常時万全の状態で維持されていなければならず、
本点検整備においても消防能力の低下期間を短縮するため
迅速かつ確実な整備を要し、不慮の部品供給にも迅速な対
応が絶対条件となる。左記業者は当該車両を設計・製造した
日産ディーゼル工業（株）の代理店であり、当該車両につい
て高度な知識・技術及び経験を有し、本点検整備や部品手
配についても迅速かつ確実に履行できるため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19317
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

航空交通管理センター洋上管制
卓運用移行その他調整作業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.11.25 26,565,000

沖電気工業（株）との間で締結している航空交通管理セン
ター洋上管制卓運用移行その他調整作業については、本装
置の構成及び性能を十分に熟知し、調整に必要な知識、技
術力を十分に有していること、 本装置の調整についての経
験を有し、限られた期間内で実施可能なものであること、本
装置に接続する連接装置の機能を十分に熟知しており、連
接機材の製造、もしくは同機種機材での連接経験があるこ
と、調整の良否に起因する問題が発生した場合、素早い問
題点の探求と対応が実施可能である者でなければ契約の目
的を履行することはできず、これらの条件を有するのは本装
置の設計製造請負業者以外にないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19318
四国日産ディーゼル（株）
香川県高松市郷東町７９６－
１３１

化学消防車（高知８８ゆ６６６）１
２ヶ月定期点検整備

高知空港事務所長　堤　清
高知県南国市物部

H17.11.25 1,638,407

四国日産ディーゼル（株）との間で締結している化学消防車
（高知８８ゆ６６６）１２ヶ月定期点検整備については、当該車
両は、緊急時に備え常時万全の状態で維持されていなけれ
ばならず、本点検整備においても消防能力の低下期間を短
縮するため迅速かつ確実な整備を要し、不慮の部品供給に
も迅速な対応が絶対条件となる。左記業者は当該車両を設
計・製造した日産ディーゼル工業（株）の代理店であり、当該
車両について高度な知識・技術及び経験を有し、本点検整
備や部品手配についても迅速かつ確実に履行できるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19319
ヤンマー九州（株）
福岡県福岡市博多区西月隈
１－５－８

武蔵VOR/DME局舎発電装置B
保守点検整備

大分空港事務所　菅野　顕
大分県国東市武蔵町糸原字
大海田

H17.11.28 2,730,000

ヤンマー九州（株）との間で締結している武蔵VOR/DME局
舎発電装置B保守点検整備については、本点検整備に係る
発動機はヤンマーディーゼル（株）製で、装置の構造及び性
能を熟知し、点検作業に必要な知識、技術を有し、信頼性を
保つことができるのは、ヤンマーディーゼル（株）の販売及び
点検整備を目的に設立された当該業者以外に他はない。
（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)

19320
高周波工業（株）
神奈川県愛甲郡愛川町中津
字桜台４０５２

平成１７年度但馬ＲＡＧ用発電
設備他１台Ａ保守点検整備

大阪空港事務所長　和田　孝
二　大阪府豊中市蛍池西町３
－３７１

H17.11.28 1,890,000

高周波工業（株）との間で締結している平成１７年度但馬ＲＡ
Ｇ用発電設備他１台Ａ保守点検整備については、当該発電
装置に関する十分な教育、訓練を受けた技術者が行う必要
があり、その構造又は性能を熟知した技術者を有した製造
メーカーでなければ実施できない。また、航空保安施設の運
用に支障が無いよう限られた期間で実施する必要があるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19321
八洲電機（株）
東京都港区新橋３－１－１

受配電設備精密点検整備
関西空港事務所長　谷　寧久
大阪府泉南郡田尻町泉州空
港中1

H17.11.28 12,915,000

八洲電機（株）との間で締結している受配電設備精密点検整
備については、本件の精密点検整備対象となる機器の構
成、機能を熟知しているのは製造業者である標記業者以外
にはないため、標記業者と随意契約を締結したものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役
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契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19322
（株）トーエネック
愛知県名古屋市中区栄１－２
０－３１

宮崎ＤＲＥＣ-９６ハードディスクド
ライブ改修作業

宮崎空港事務所長　梶野　髙
宮崎県宮崎市大字赤江無番
地

H17.11.28 2,835,000

（株）トーエネックとの間で締結している宮崎ＤＲＥＣ-９６ハー
ドディスクドライブ改修作業については、ＤＲＥＣ－９６装置
は、航空管制業務の通信を録音・再生する装置である。本作
業は、音声データ蓄積容量を現状の２時間分のバックアップ
可能な機能から、２４時間分のバックアップ可能な機能へ変
更する作業である。この作業を実施するにあたっては、ハー
ドディスクの交換及びソフトウェアの変更を必要とするため、
本装置の設計製造請負者である（株）エクシング以外ない。
日本国内において、上記会社と代理手契約を行っているの
は、（株）トーエネックだけである。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19323
中日本航空（株）
愛知県西春日井郡豊山町大
字豊場字殿釜２

航空障害標識管理システム改
修及び地形図入力業務

大阪空港事務所長　和田　孝
二　大阪府豊中市蛍池西町３
－３７１

H17.11.29 1,946,700

中日本航空（株）との間で締結している航空障害標識管理シ
ステム改修及び地形図入力業務については、当該システム
の製造社であり、ソフトウェア等の面から独自な点が多く、航
空障害標識管理システムの知識を備えた当該業者にしか確
実な整備とその後の管理システムの維持ができないめ。（会
計法第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)

19324
ジョンソンコントロールズ（株）
東京都渋谷区笹塚１－５０－
１

平成１７年度　中部空港事務所
監視制御設備点検整備

中部空港事務所長　武田洋
樹　愛知県常滑市セントレア
１－１

H17.11.29 4,000,000

ジョンソンコントロールズ（株）との間で締結している平成１７
年度　中部空港事務所監視制御設備点検整備については、
中央監視装置を構成する、プログラムコントローラ、変換器、
発信器等のシステムの基本部分に係る点検整備を実施する
ものであり、その実施に際しては当該システムのプログラム
に関する詳細な技術資料を有し、装置に対する教育、訓練を
受けた技術者により実施する必要がある。また、点検整備に
よる良否判定についても、当該装置に関する専門的な技術
及び知識を有し、そのシステム構成及びプログラムを熟知し
た技術者を有した製造メーカーである左記相手方でなけれ
ば実施できない。さらに、当該装置に不具合等が発生した際
の責任体制を一元明確化する必要があるため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19325
ＮＥＣ東芝スペースシステム
（株）
東京都府中市日新町１－１０

神戸ＴＴＣ空中線架台等点検作
業

神戸航空衛星センタ－所長
鏡　弘義　神戸市西区井吹台
東町７－６－２

H17.11.30 2,247,000

ＮＥＣ東芝スペ－スシステム（株）との間で締結している神戸
ＴＴＣ空中線架台等点検作業については、当該作業を安全・
確実に実施するため、施工者には以下の条件が求められ
る。
（１）ＴＴＣ空中線装置の構造を熟知し、作業に必要な知識、
技術力を十分に有していること。
（２）作業に関する十分な経験と実績を持っていること。
これらの条件を具備しているのは、当該装置の設計・製造請
負者である左記会社以外他にできるものはない。（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)



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役
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契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19326
昭和建設（株）
石川県鳳至郡穴水町字川島
レ１１０－１

能登空港無線施設除雪作業
中部空港事務所長　武田洋
樹　愛知県常滑市セントレア
１－１

H17.11.30 6,126,717

能登空港は三種空港であることから、その設置管理は石川
県が行っている。県の管理する空港施設（滑走路、誘導路、
エプロン等）の除雪工事と航空局が管理する無線施設の除
雪時間帯が競合することから、県が発注している空港の除
雪契約請負業者（昭和建設（株））との間で無線施設除雪契
約を締結することにより、作業時間の短縮、経費の削減に加
え、除雪工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保することが
できる。以上の理由から、競争に付することが不利と認めら
れるため随意契約を締結したものである。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

19327
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

与那国空港ＶＯＲ装置調整作業
大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.12.1 9,240,000

（株）東芝との間で締結している与那国空港ＶＯＲ装置調整
作業については、本装置の構成及び性能を十分に熟知し、
調整に必要な知識、技術力を十分に有していること、 本装
置の調整についての経験を有し、限られた期間内で実施可
能なものであること、本装置に接続する連接装置の機能を十
分に熟知しており、連接機材の製造、もしくは同機種機材で
の連接経験があること、調整の良否に起因する問題が発生
した場合、素早い問題点の探求と対応が実施可能である者
でなければ契約の目的を履行することはできず、これらの条
件を有するのは本装置の設計製造請負業者以外にないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19328
伊藤忠アビエーション（株）
東京都港区北青山１－２－３

ヘッドセット（ＭＳ５０／Ｔ６２－３０
－２）１８個外２点購入

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.12.1 5,829,034

伊藤忠アビエーション（株）との間で締結しているヘッドセット
（ＭＳ５０／Ｔ６２－３０－２）１８個外２点購入については、外
国業者製造の製品であり、日本国内における販売代理店が
当該業者のみであるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19329
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

与那国空港ＤＭＥ装置調整作業
大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.12.1 2,940,000

日本電気（株）との間で締結している与那国空港ＤＭＥ装置
調整作業については、本装置の構成及び性能を十分に熟知
し、調整に必要な知識、技術力を十分に有していること、 本
装置の調整についての経験を有し、限られた期間内で実施
可能なものであること、本装置に接続する連接装置の機能を
十分に熟知しており、連接機材の製造、もしくは同機種機材
での連接経験があること、調整の良否に起因する問題が発
生した場合、素早い問題点の探求と対応が実施可能である
者でなければ契約の目的を履行することはできず、これらの
条件を有するのは本装置の設計製造請負業者以外にない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19330
日本無線（株）
東京都三鷹市下連雀５－１－
１

ＣＯＤＥＣ　ＢＯＡＲＤ（ＣＤＣ－１２
３８）４枚外１点購入

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.12.1 1,995,000

日本無線（株）との間で締結しているＣＯＤＥＣ　ＢＯＡＲＤ（Ｃ
ＤＣ－１２３８）４枚外１点購入については、対象となる航空保
安無線施設装置と電気的及び機械的に整合をとることが必
要不可欠であり、当該装置の設計・製造請負業者以外調達
できないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
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19331
ＮＥＣ東芝スペースシステム
（株）
東京都府中市日新町１－１０

ＵＰＳ（ＤＧ２１９４４Ａ）９台購入
大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.12.1 1,748,250

ＮＥＣ東芝スペースシステム（株）との間で締結しているＵＰＳ
（ＤＧ２１９４４Ａ）９台購入については、対象となる航空保安
無線施設装置と電気的及び機械的に整合をとることが必要
不可欠であり、当該装置の設計・製造請負業者以外調達で
きないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19332
大和自動車工業（株）
沖縄県中頭郡西原町字緒那
覇８９４

化学消防車（沖縄８８は５３）
１２ヶ月点検整備

那覇空港事務所長　松浦　淳
一　沖縄県那覇市安次嶺５３
１－１

H17.12.1 1,719,291

大和自動車（株）との間で締結している化学消防車（沖縄８０
０は５３）12ヶ月点検整備については、当該消防車は東急車
輛製造株式会社により設計及び製作されたものであり、大
和自動車株式会社は同社の沖縄総代理店である。また、車
両の構造及び整備に関し十分な知識と経験を有しており、短
期間での整備が可能であるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19333
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

平成１７年度　機械施設管理保
全システム改修

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.12.5 69,090,000

（株）日立製作所との間で締結している平成１７年度　機械施
設管理保全システム改修については、機械施設が運用され
ている状態で、既存のシステムを改修する必要があり、機器
の運用に影響を与えないように確実、迅速に行う必要があ
り、実施できるのは当該システムの設計製造業者以外にな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19334
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

電動換気扇（ＳＰＡ－Ｂ－２２２－
１３９）５式外８点購入

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.12.5 15,970,500

日本電気（株）との間で締結している電動換気扇（ＳＰＡ－Ｂ
－２２２－１３９）５式外８点購入については、対象となる航空
保安無線施設装置と電気的及び機械的に整合をとることが
必要不可欠であり、当該装置の設計・製造請負業者以外調
達できないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19335
（株）有電社
東京都渋谷区千駄ヶ谷１－５
－６

進入路指示灯遠隔監視制御装
置その他点検作業

大阪空港事務所長　和田　孝
二　大阪府豊中市蛍池西町３
－３７１

H17.12.5 1,113,000

（株）有電社との間で締結している進入路指示灯遠隔監視制
御装置その他点検作業については、当該施設である進入路
指示灯の遠隔監視制御装置及びエプロン照明灯用昇降装
置は、東芝ライテック（株）の製品であり、回路及び構造等の
構成は独自な設計であり、機能維持のための、保守点検は
構成・機能・特性を熟知した者でなければ実施できない特殊
な技術が必要なため東芝ライテック（株）の代理店である
（株）有電社と随意契約を結んだ。（会計法第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)

19336
（株）有電社
東京都渋谷区千駄ヶ谷１－５
－６

定電流調整器等精密点検作業
熊本空港事務所長　西野　輝
雄　熊本県上益城郡益城町
大字小谷

H17.12.5 2,467,500

（株）有電社との間で締結している定電流調整器等精密点検
作業については、本作業の対象装置は東芝ライテック（株）
により製造されたものである。装置の特性等は、製造者特有
の技術上の機密事項も含まれており、他社ではこの部分の
解明や修得が困難と思料される。当該会社は東芝ライテック
（株）の代理店契約を締結している会社であるため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19337
九州日産ディーゼル（株）
福岡県福岡市東区多の津１
－３９－４

１２５００立級化学消防車（熊本
８８ゆ２１５６）外３台定期点検整
備

熊本空港事務所長　西野　輝
雄　熊本県上益城郡益城町
大字小谷

H17.12.5 1,837,500

九州日産ディーゼル（株）との間で締結している１２５００立級
化学消防車（熊本８８ゆ２１５６）外３台定期点検整備につい
ては、本整備に係る車両の走行装置は、日産ディーゼル
（株）による設計・製作によるものであり、その車両の販売・
整備を目的に設立された会社が当該会社である。また、純
正部品の使用が求められ、その純正部品及び走行装置の
機能構造を熟知している当該業者に整備させることにより、
短期間整備が可能となり、責任の所在も明確になるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19338
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

無瞬断切替盤他点検作業
神戸航空衛星センタ－所長
鏡　弘義　神戸市西区井吹台
東町７－６－２

H17.12.5 1,312,500

（株）東芝との間で締結している無瞬断切替盤他点検作業に
ついては、当所に設置されている無瞬断切替盤及びＵ系切
替盤の点検を実施する作業である。当該機器は、人工衛星
の監視制御システムに電源の供給を行う機器であり、非常
に精密かつ重要な機器である。当該機器の不具合はこれら
の監視制御機器の運用が即刻停止し、航空機の運用に著し
い支障を来すこととなる。また、点検時間も限られた停電時
間の範囲で実施しなければならない。よって、本点検の実施
にあたっては、機器に対する専門的知識及び取り扱いに関
する卓越した技術を有する業者でなければならない。左記業
者は、当該機器を製造した業者であり本点検を実施しうる業
者は左記業者をおいて他にないので指定する。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19339
八洲電機（株）
東京都港区新橋３－１－１

小値賀ＲＡＧ発電装置点検整備
長崎空港事務所長　大塚　憲
郎　長崎県大村市箕島町５９
３－２

H17.12.5 1,575,000

八洲電気（株）との間で締結している小値賀ＲＡＧ発電装置
点検整備については、既発電設備製造との連接性が認めら
れ、既発電設備の調達の相手方、若しくはその指定する者
以外が実施した場合には、効率性、信頼性等の観点から本
点検整備に膨大な時間と要員が必要となり、正常な運用に
著しい支障が生じる恐れがあるため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19340
三栄電気工業（株）
大阪府大阪市北区与力町１
－２７

滑走路灯ケーブル交換工事
八尾空港事務所　小柳津　義
友　大阪府八尾市空港２－１
２

H17.12.5 4,200,000

三栄電気工業（株）との間で締結している滑走路灯ケーブル
交換工事については、高圧回路の停電作業および着陸帯内
における夜間作業を伴うことから、請負者は、航空灯火高圧
回路に関する知識が豊富で、かつ、制限区域内の状況を熟
知していることが強く求められる。工事作業としても、対象物
の単純一括交換ではなく、該当する部分だけを選別し交換
するという、当該設備の現況・整備経緯などを把握しておか
なければ対応が困難な内容を含むことや、不測の事態が生
じた場合の的確・迅速な対処能力等、危機管理的に万全の
体制を確保する必要があることから、今年度当空港の灯火
施設維持工事を担当し、航空灯火ならびに制限区域に関し
高い知識を持つ当該業者を任ずることが適当と判断する。
加えて、維持工事担当業者と同一業者であれば、諸経費の
節減が図れるなど経済的にも有利であるため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19341
日本ユニシス（株）
東京都江東区豊洲１－１－１

大阪航空局総合的文書管理シ
ステム導入業務

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.12.6 7,455,000

日本ユニシス（株）との間で締結している大阪航空局総合的
文書管理システム導入業務については、当該システムを円
滑且つ適切に運用するためには、既存システムに精通して
いる必要があるが、そのような業者は総合的文書管理シス
テム及び大阪航空局の業務内容に適応させたシステムを開
発から設計、製造まで一貫して実施し、その性能等を熟知し
た左記相手方以外にないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19342
松本建設（株）
宮崎県宮崎市清水１－９－２
４

宮崎空港消防車庫増築その他
工事

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.12.6 34,398,000
松本建設（株）との間で締結している宮崎空港消防車庫増築
その他工事については、再入札に付しても落札者がいな
かったため。（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19343
東芝ライテック（株）
東京都品川区東品川４－３－
１

定電流調整装置等精密点検作
業

広島空港事務所長　尾形　修
広島県三原市善入寺字平岩
64-34

H17.12.6 2,310,000

東芝ライテック（株）との間で締結している定電流調整装置等
精密点検作業については、本作業対象機器は東芝ライテッ
ク株式会社により製造及び調達されたものであり、株式会社
有電社中・四国支店は同社の指定代理店である。これ以外
の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、そ
の作業に膨大な時間と要因が必要となる。また、正常な運用
に支障を来すおそれがあるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19344
九州日産ディーゼル（株）
福岡県福岡市東区多の津１
－３９－４

化学消防車（福岡８００は７７）１
２ヶ月定期点検整備

福岡空港事務所長　北原　義
彰　福岡県福岡市博多区上
臼井字屋敷２９５

H17.12.6 1,920,000

九州日産ディーゼル（株）との間で締結している化学消防車
（福岡８００は７７）１２ヶ月定期点検整備については、本点検
整備対象車両は、航空局独自の仕様にて日産ディーゼル
（株）で設計・製作されたものであり、複雑な構成となってい
る。本作業は、空港の運用に支障をきたすことがないよう限
られた期間で実施する必要があることから、製造元以外では
実施することが出来ない。左記業者は日産ディーゼル（株）
製の部品販売、整備等を担当している会社である。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19345
愛媛土建（株）
愛媛県松山市真砂町７－４

松山空港消防車庫増築その他
工事

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.12.7 27,804,000
愛媛土建（株）との間で締結している松山空港消防車庫増築
その他工事については、再入札に付しても落札者がいな
かったため。（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19346
春日建設（株）
大分県大分市勢家町４－６－
５１

大分空港糸原宿舎Ａ棟外壁そ
の他改修工事

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.12.8 18,952,500
春日建設（株）との間で締結している大分空港糸原宿舎Ａ棟
外壁その他改修工事については、再入札に付しても落札者
がいなかったため。（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19347
コマツ西日本（株）
福岡県久留米市宮ノ陣町若
松１－４５

４５００立級消防車（鹿児島８８ゆ
１３３１）１２ヶ月点検整備

鹿児島空港事務所長　猪瀬
俊和　鹿児島県姶良郡溝辺
町麓８３８

H17.12.8 1,291,500

コマツ西日本（株）との間で締結している４５００立級消防車
（鹿児島８８ゆ１３３１）１２ヶ月点検整備については、本車両
のシャーシ及び車体は、（株）小松製作所が設計製作したも
のであり、左記相手方はその設計、製作会社の整備部門を
担当している会社であり、本整備は車両の構成及び機能を
十分に熟知した知識、経験並びに高度な技術力が必要であ
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19348
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

富山ＡＰＩＤロータリージョイント
オーバーホール

中部空港事務所長　武田洋
樹　愛知県常滑市セントレア
１－１

H17.12.8 1,785,000

日本電気（株）との間で締結している富山ＡＰＩＤロータリー
ジョイントオーバーホールについては、航空機位置情報表示
装置の一部であるロータリージョイントの定期オーバーホー
ルを行うものであり、装置全体に精通している必要があり、
本装置を設計・製造した日本電気（株）以外に実施できない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19349
日本船燈（株）
埼玉県吉川市大字高久５５５

進入角指示灯監視装置精密点
検作業

那覇空港事務所長　松浦　淳
一　沖縄県那覇市安次嶺５３
１－１

H17.12.8 2,625,000

日本船燈（株）との間で締結している進入角指示灯監視装置
精密点検作業については、左記業者は、当該装置の製造業
者であり、構成及び性能を総合的に熟知し、また当該点検
作業について経験、必要な知識・技術力を有し、当該作業に
起因する問題が生じた場合、迅速な対応が可能であるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19350
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

石垣ＡＰＩＤペデスタル等交換そ
の他作業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.12.9 35,700,000

（株）東芝との間で締結している石垣ＡＰＩＤペデスタル等交換
その他作業については、石垣ＡＰＩＤ、高松ＡＳＲ、三河ＡＲＳ
Ｒ、三国山ＳＳＲ、今の山ＡＲＳＲ及び奄美ＡＲＳＲの構成及び
性能を十分に熟知し、調整に必要な知識、技術力を十分に
有していること、 本装置の調整についての経験を有し、限ら
れた期間内で実施可能なものであること、調整の良否に起
因する問題が発生した場合、素早い問題点の探求と対応が
実施可能である者でなければ契約の目的を履行することは
できず、これらの条件を有するのは本装置の設計製造請負
業者以外にないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19351
ＮＥＣライティング（株）
東京都品川区西五反田２－８
－１

ＦＸ－ＡＶ発光部（ＦＸ－ＡＶ－０
１）７個外７点購入

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.12.9 7,748,650

ＮＥＣライティング（株）との間で締結しているＦＸ－ＡＶ発光部
（ＦＸ－ＡＶ－０１）７個外７点購入については、航空局制定の
仕様書に基づいて製造されており、航空局の承認を受け納
入できるものが他にいないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19352
池上通信機（株）
東京都大田区池上５－６－１
６

録音テープ（４２ＣＨ　２４Ｈ）４５
巻外１点購入

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.12.9 5,114,550

池上通信機（株）との間で締結している録音テープ（４２ＣＨ
２４Ｈ）４５巻外１点購入については、既設の磁気録音装置と
適合する必要があり、当該物品を調達できる者が他にいな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19353
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

マイクロホン（４ＹＥ６０１８－１１５
２Ｇ１）２３個外５点購入

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.12.9 3,440,850

沖電気工業（株）との間で締結しているマイクロホン（４ＹＥ６０
１８－１１５２Ｇ１）２３個外５点購入については、管内航空管
制卓と適合する必要があり、当該管制卓の製造請負業者以
外調達できないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19354
東芝ライテック（株）
東京都品川区東品川４－３－
１

電球（ＪＦ６．６Ａ４５ＷＳ）４４個外
８点購入

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.12.9 3,286,920

東芝ライテック（株）との間で締結している電球（ＪＦ６．６Ａ４５
ＷＳ）４４個外８点購入については、航空局制定の仕様書に
基づいて製造されており、航空局の承認を受け納入できるも
のが他にいないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19355
八洲電機（株）
東京都港区新橋３－１－１

航空灯火断芯位置検出装置精
密点検作業

熊本空港事務所長　西野　輝
雄　熊本県上益城郡益城町
大字小谷

H17.12.9 1,281,000

八洲電機（株）との間で締結している航空灯火断芯位置検出
装置精密点検作業については、本作業の対象装置は（株）
日立製作所により製造されたものである。装置の特性等は、
製造者特有の技術上の機密事項も含まれており、他社では
この部分の解明や修得が困難と思料される。当該会社は
（株）日立製作所の代理店契約を締結している会社であるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19356
日本無線（株）
東京都三鷹市下連雀５－１－
１

神戸空港デジタル録音再生装
置改修その他作業

大阪空港事務所長　和田　孝
二　大阪府豊中市蛍池西町３
－３７１

H17.12.12 1,680,000

日本無線（株）との間で締結している神戸空港デジタル録音
再生装置改修その他作業については、装置の性能、正常な
運用を維持するため、設計、製造した以外の者では効率性、
信頼性の点から膨大な時間と要員が必要となり、正常な運
用に支障が生じる恐れがあるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19357
（株）近代設計
東京都千代田区鍛冶町１－９
－１６

制限表面・計算管理システム
SURFACE2500（新北九州版）購
入

北九州空港事務所長　谷本
章二　福岡県北九州市小倉
南区大字曽根2648

H17.12.12 2,976,750

（株）近代設計との間で締結している制限表面・計算管理シ
ステムSURFACE2500（新北九州版）購入については、本シ
ステムは航空機の安全を確保するために制限表面下におけ
る障害物件の阻害度判定を行うものであり、左記業者が特
許権を有しており現在入手できる唯一の業者であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19358
日本船燈（株）
埼玉県吉川市大字高久５５５

ＰＡＰＩ監視装置精密点検作業
熊本空港事務所長　西野　輝
雄　熊本県上益城郡益城町
大字小谷

H17.12.13 1,102,500

日本船燈（株）との間で締結しているＰＡＰＩ監視装置精密点
検作業については、本作業の対象装置は当該会社により製
造されたものである。装置の特性等は、製造者特有の技術
上の機密事項も含まれており、他社ではこの部分の解明や
修得が困難と思料される。また、対象機器の構成・機能・特
性及び取扱い等を熟知し、同装置等に関する図面・技術資
料を有しているので、本作業を迅速かつ確実に実施できるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19359
丸山自動車（株）
広島県広島市西区商工セン
ター８－１０－１９

8500立級化学消防車（福山88さ
2603）12ヶ月点検整備

広島空港事務所長　尾形　修
広島県三原市善入寺字平岩
64-34

H17.12.13 1,093,291

丸山自動車（株）との間で締結している8500立級化学消防車
（福山88さ2603）12ヶ月点検整備については、当該消防車は
東急車輛製造株式会社により設計及び製作されたものであ
り、丸山自動車株式会社は同社の指定サービス工場であ
る。また、車両の構造及び整備に関し十分な知識と経験を有
しており、短期間での整備が可能であるため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19360
西日本電工（株）
熊本県熊本市幸田２－３－３
９

熊本空港スポット番号表示灯設
置工事

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.12.14 21,000,000
西日本電工（株）との間で締結している熊本空港スポット番
号表示灯設置工事については、再入札に付しても落札者が
いなかったため。（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19361
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

磁気ディスク装置（H-7512）他2
台

大分空港事務所　菅野　顕
大分県国東市武蔵町糸原字
大海田

H17.12.15 1,958,250

（株）日立製作所との間で締結している磁気ディスク装置（H-
7512）他2台については、本契約に係る物品は、（株）日立製
作所の設計、製作によるもので、八洲電機（株）は同社の機
器の販売及び整備を目的に設立された会社であり、これら
機器の機能を十分熟知しているため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19362

（医）医親会　りんくうタウンク
リニック
大阪府泉佐野市りんくう往来
北1番

平成１７年度定期健康診断の実
施について

関西空港事務所長　谷　寧久
大阪府泉南郡田尻町泉州空
港中1

H17.12.15 2,002,560

（医）医親会　りんくうタウンクリニックとの間で締結している
平成１７年度定期健康診断の実施についてについては、当
該クリニックは、人事院規則10-4（職員の保健及び安全保
持）第9条第1項に基づく当事務所の健康管理医であるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19363
（株）パスコ
東京都目黒区東山１－１－２

航空灯火システム拡張業務
大阪空港事務所長　和田　孝
二　大阪府豊中市蛍池西町３
－３７１

H17.12.19 2,467,500

（株）パスコとの間で締結している航空灯火システム拡張業
務については、航空灯火システムはパスコ（株）の製品であ
りシステム構成等の仕様は独自の点が多く、航空灯火シス
テムの構成・機能・特性を熟知した業者が拡張作業を行うこ
とにより、確実なシステム整備とその後のシステム維持が出
来るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19364
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

河和ＶＯＲ装置調整作業
大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.12.20 8,190,000

（株）東芝との間で締結している河和ＶＯＲ装置調整作業に
ついては、本装置の構成及び性能を十分に熟知し、調整に
必要な知識、技術力を十分に有していること、 本装置の調
整についての経験を有し、限られた期間内で実施可能なも
のであること、調整の良否に起因する問題が発生した場合、
素早い問題点の探求と対応が実施可能である者でなければ
契約の目的を履行することはできず、これらの条件を有する
のは本装置の設計製造請負業者以外にないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19365
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

隠岐空港LLZ/T-DME装置調整
作業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.12.20 7,875,000

（株）東芝との間で締結している隠岐空港LLZ/T-DME装置
調整作業については、本装置の構成及び性能を十分に熟知
し、調整に必要な知識、技術力を十分に有していること、 本
装置の調整についての経験を有し、限られた期間内で実施
可能なものであること、本装置に接続する連接装置の機能を
十分に熟知しており、連接機材の製造、もしくは同機種機材
での連接経験があること、調整の良否に起因する問題が発
生した場合、素早い問題点の探求と対応が実施可能である
者でなければ契約の目的を履行することはできず、これらの
条件を有するのは本装置の設計製造請負業者以外にない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19366
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３－３

新種子島空港ＡＷＧＳ調整作業
大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.12.20 2,940,000

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結している新種子島空
港ＡＷＧＳ調整作業については、本装置の構成及び性能を
十分に熟知し、調整に必要な知識、技術力を十分に有して
いること、 本装置の調整についての経験を有し、限られた期
間内で実施可能なものであること、本装置に接続する連接
装置の機能を十分に熟知しており、連接機材の製造、もしく
は同機種機材での連接経験があること、調整の良否に起因
する問題が発生した場合、素早い問題点の探求と対応が実
施可能である者でなければ契約の目的を履行することはで
きず、これらの条件を有するのは本装置の設計製造請負業
者以外にないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19367
東亜道路工業（株）
東京都港区六本木７－３－７

除雪用車両借上
広島空港事務所長　尾形　修
広島県三原市善入寺字平岩
64-34

H17.12.20 2,310,000

東亜道路工業（株）との間で締結している除雪用車両借上に
ついては、東亜道路工業（株）は今年度の除雪工事を請け
負っている。本作業は除雪工事に必要な車両を除雪体制の
期間中借上げるものであり、除雪工事と密接に関係するた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19368
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

バッテリーユニット（４ＹＥ６１００
－１３５７Ｇ２）１７個外４点購入

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.12.21 2,248,050

沖電気工業（株）との間で締結しているバッテリーユニット（４
ＹＥ６１００－１３５７Ｇ２）１７個外４点購入については、対象と
なる航空保安無線施設装置と電気的及び機械的に整合をと
ることが必要不可欠であり、当該装置の設計・製造請負業者
以外調達できないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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19369
中日本航空（株）
愛知県西春日井郡豊山町大
字豊場字殿釜２

航空障害標識管理システム改
修作業

熊本空港事務所長　西野　輝
雄　熊本県上益城郡益城町
大字小谷

H17.12.21 2,782,500

中日本航空（株）との間で締結している航空障害標識管理シ
ステム改修作業については、航空障害標識管理システム
は、他空港でも納入の実績が多数あり、将来的にデータが
統合されるため、他空港とのデータの整合性を取るうえで必
要となる。当該業者は航空障害標識管理システムを製作し
た会社であり、プログラム改修及びデータセットアップ並びに
調整等は当該会社でなければ実施できないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19370
日本無線（株）
東京都三鷹市下連雀５－１－
１

広島空港デジタル録音再生装
置改修作業

広島空港事務所長　尾形　修
広島県三原市善入寺字平岩
64-34

H17.12.21 1,186,500

日本無線（株）との間で締結している広島空港デジタル録音
再生装置改修作業については、既存システムの設計及び製
造を行った者以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性
等の観点から、その作業に膨大な時間と要因が必要となる。
また、正常な運用に支障を来すおそれがあるため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19371
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

宮古（空・レ）ARSR無停電電源
装置点検整備

宮古空港・航空路監視レー
ダー事務所長　二宮　俊裕
沖縄県宮古島市平良字下里
１６５７

H17.12.21 2,310,000

（株）東芝との間で締結している宮古（空・レ）ARSR無停電電
源装置点検整備については、当該無停電電源装置は高度
かつ複雑な独自のシステム構成となっており、点検整備にお
いては電源システム構成全体に対しての総合的な判断が求
められる。本点検整備は、航空保安施設の運用に支障を来
すことがないよう限られた期間で実施することが絶対条件で
あり、不慮の部品供給が必要となった場合においても迅速な
対応が可能であることが求められる。（株）東芝は当該装置
の設計・製造者であり、電源システム構成全般について熟知
し、蓄積された知見及び豊富な技術資料を保有し、直接的な
部品供給が可能であることから随意契約を締結したもので
ある。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19372
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

宮古（空・レ）基地局無停電電源
装置点検整備

宮古空港・航空路監視レー
ダー事務所長　二宮　俊裕
沖縄県宮古島市平良字下里
１６５７

H17.12.21 2,205,000

（株）東芝との間で締結している宮古（空・レ）基地局無停電
電源装置点検整備については、当該無停電電源装置は高
度かつ複雑な独自のシステム構成となっており、点検整備に
おいては電源システム構成全体に対しての総合的な判断が
求められる。本点検整備は、航空保安施設の運用に支障を
来すことがないよう限られた期間で実施することが絶対条件
であり、不慮の部品供給が必要となった場合においても迅速
な対応が可能であることが求められる。（株）東芝は当該装
置の設計・製造者であり、電源システム構成全般について熟
知し、蓄積された知見及び豊富な技術資料を保有し、直接
的な部品供給が可能であることから随意契約を締結したも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)



講ずる措置 備考契約を締結した日
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19373
（株）レンタルのニッケン
東京都千代田区永田町２－１
４－２

大阪国際空港非常用管制塔昇
降設備オーバーホール作業

大阪空港事務所長　和田　孝
二　大阪府豊中市蛍池西町３
－３７１

H17.12.22 1,460,000

（株）レンタルのニッケン　との間で締結している大阪国際空
港非常用管制塔昇降設備オーバーホール作業については、
非常用管制塔昇降設備は（株）レンタルのニッケンの設計製
造機器であり本装置の構成及び性能を十分に熟知し、調整
に必要な知識、技術力を十分に有していること、本装置の調
整についての経験を有し、限られた期間内で実施可能なの
もであること、調整の良否に起因する問題が発生した場合、
速やかに問題点の探求と対応が実施可能なため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19374
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

福岡空港他２ヶ所機械施設管理
保全システム点検整備

福岡空港事務所長　北原　義
彰　福岡県福岡市博多区上
臼井字屋敷２９５

H17.12.22 5,355,000

（株）日立製作所との間で締結している福岡空港他２ヶ所機
械施設管理保全システム点検整備については、当該機械施
設管理保全システムは、航空局独自の仕様にて（株）日立製
作所で設計・製作されたものであり、高度かつ非常に複雑な
システム構成となっている。本作業は、システム構成全体に
対し総合的判断が求められること、且つ、航空保安施設の運
用に支障をきたすことがないよう限られた期間で実施する必
要があることから、製造元以外では実施することが出来ない
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)

19375
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

内蔵磁気ディスク装置（Ｎ７７４４
－３４Ｓ１）２３式購入

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.12.26 7,607,250

日本電気（株）との間で締結している内蔵磁気ディスク装置
（Ｎ７７４４－３４Ｓ１）２３式購入については、ＣＡＤＩＮデータ端
末機器のため専用に開発、製造された物品であり、当該機
器の製造請負業者以外調達できないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19376
四国日産ディーゼル（株）
香川県高松市郷東町７９６－
１３１

医療作業車車検整備
松山空港事務所長　角谷　政
美　愛媛県松山市南吉田町

H17.12.26 1,170,000

四国日産ディーゼル（株）との間で締結している医療作業車
車検整備については、当該車両は、緊急時に備え常時万全
の状態で維持されていなければならず、本点検整備におい
ても運航に支障がないよう迅速かつ確実な整備を要し、不慮
の部品供給にも迅速な対応が絶対条件となる。左記業者は
当該車両を設計・製造した日産ディーゼル工業（株）の代理
店であり、当該車両について高度な知識・技術及び経験を有
し、本点検整備や部品手配についても迅速かつ確実に履行
できるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19377
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

航空交通管理センターＤＬＰシス
テム調整作業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.12.27 10,290,000

日本電気（株）との間で締結している航空交通管理センター
ＤＬＰシステム調整作業については、本システムの構成及び
性能を十分に熟知し、調整に必要な知識、技術力を十分に
有していること、 本システムの調整についての経験を有し、
限られた期間内で実施可能なものであること、本システムに
接続するＤＬＣＳシステムの機能を十分に熟知していること、
調整の良否に起因する問題が発生した場合、素早い問題点
の探求と対応が実施可能である者でなければ契約の目的を
履行することはできず、これらの条件を有するのは本装置の
設計製造請負業者以外にないため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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19378
山陽工業（株）
広島県広島市中区十日市町
１－１－９

広島空港南側場周部ケーブル
ダクト設置工事

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H17.12.27 15,172,500
山陽工業（株）との間で締結している広島空港南側場周部
ケーブルダクト設置工事については、再入札に付しても落札
者がいなかったため。（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19379
広島日野自動車（株）
広島県安芸郡坂町北新地１
－２－５９

12500立級化学消防車（福山800
は182）車検整備

広島空港事務所長　尾形　修
広島県三原市善入寺字平岩
64-34

H17.12.27 1,900,000

広島日野自動車（株）との間で締結している12500立級化学
消防車（福山800は182）車検整備については、当該消防車
は株式会社ソーシンにより設計及び製作されたものであり、
広島日野自動車株式会社本郷支店は同社の指定サービス
工場である。また、車両の構造及び整備に関し十分な知識と
経験を有しており、短期間での整備が可能であるため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19380
ダイハツディーゼル（株）
大阪府大阪市北区大淀中１
－１－３０

鹿児島空港無線用発電設備Ａ
保守整備

鹿児島空港事務所長　猪瀬
俊和　鹿児島県姶良郡溝辺
町麓８３８

H18.1.6 3,360,000

ダイハツディーゼル（株）との間で締結している鹿児島空港
無線用発電設備Ａ保守整備については、発電装置に関する
専門的な技術を有し、その構造及び性能を熟知した技術者
を有する製造メーカーでなければ実施できないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19381
池上通信機（株）
東京都大田区池上５－６－１
６

磁気録音装置定期点検整備
関西空港事務所長　谷　寧久
大阪府泉南郡田尻町泉州空
港中1

H18.1.6 3,601,500

池上通信機（株）との間で締結している磁気録音装置定期点
検整備については、左記業者は当該録音装置の製造業者
であり、当該装置の構成及び性能を十分に熟知し整備に必
要な知識、技術力を有している。また整備に起因する障害が
発生した場合、問題点の探求を素早く行い復旧させることが
できる唯一の業者であるため、標記業者と随意契約を締結
したものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19382
応用地質（株）
東京都千代田区九段北４－２
－６

大阪国際空港豊中市場外用地
埋設物等掘削確認調査

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.1.10 1,575,000

応用地質（株）との間で締結している大阪国際空港豊中市場
外用地埋設物等掘削確認調査については、大阪国際空港
豊中市場外用地において、重機掘削により、その材質及び
範囲等の埋設物調査を行うものである。左記業者は先に行
なった同用地におけるレーダー探査による埋設物調査を請
負った者であり、その際に現地踏査・その作業を行なうこと
により周辺事情・土地形状等はもちろん、当該土地の詳細な
事情も熟知している。かつレーダー探査結果他の関係資料
を多数保有していることから、他の業者と契約した場合、左
記相手方と比べ多大な経費と時間を要することとなるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19383
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

保守業務支援端末１式外１点購
入

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.1.11 12,022,500

日本電気（株）との間で締結している保守業務支援端末１式
外１点購入については、既存のシステムと整合をとることが
必要不可欠であり、当該システムの設計・製造請負業者以
外調達できないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19384
（株）辰巳電工
石川県小松市白江２１－１

小松空港Ｎｏ．１駐車場キュービ
クル改修その他工事

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.1.11 7,486,500
（株）辰巳電工との間で締結している小松空港Ｎｏ．１駐車場
キュービクル改修その他工事については、再入札に付しても
落札者がいなかったため。（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19385
日本無線（株）
東京都三鷹市下連雀５－１－
１

大阪国際空港第１ＡＳＲ装置調
整作業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.1.12 17,640,000

日本無線（株）との間で締結している大阪国際空港第１ＡＳＲ
装置調整作業については、本装置の構成及び性能を十分に
熟知し、調整に必要な知識、技術力を十分に有しているこ
と、 本装置の調整についての経験を有し、限られた期間内
で実施可能なものであること、本装置に接続する連接装置
の機能を十分に熟知しており、連接機材の製造、もしくは同
機種機材での連接経験があること、調整の良否に起因する
問題が発生した場合、素早い問題点の探求と対応が実施可
能であること。契約の目的を履行するには以上の条件を満
たす必要があり、本装置の設計製造請負業者以外にないた
め。(会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19386
（株）ジェイコム
大阪府大阪市北区梅田２ー２
－２２

大阪航空局神戸空港出張所･気
象庁神戸空港出張所合同開所
式典業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.1.12 4,391,725

（株）ジェイコムとの間で締結している大阪航空局神戸空港
出張所･気象庁神戸空港出張所合同開所式典業について
は、左記業者は、当該式典当日に開催される神戸空港開港
式典を神戸市より業務請負しており、業務推進・運営に関し
敏速に対応ができ、また他の業者と契約した場合に比して人
件費の削減を図ることが出来るため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19387
（株）明光社
宮崎県宮崎市江平中町７－１
０

宮崎空港スポット番号表示灯設
置工事

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.1.12 27,300,000
（株）明光社との間で締結している宮崎空港スポット番号表
示灯設置工事については、再入札に付しても落札者がいな
かったため。（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19388
熊本日野自動車（株）
熊本県熊本市南高江３－２－
１１５

１２５００立級化学消防車（熊本
８００は３９６）車検整備

熊本空港事務所長　西野　輝
雄　熊本県上益城郡益城町
大字小谷

H18.1.13 1,963,120

熊本日野自動車（株）との間で締結している１２５００立級化
学消防車（熊本８００は３９６）車検整備については、本整備
に係る車両の走行装置は（株）ソーシンによる設計・製作に
よるものであり、その車両の整備に関しては当該会社を指定
している。また、純正部品の使用が求められ、その純正部品
及び走行装置の機能構造を熟知している当該業者に整備さ
せることにより、短期間整備が可能となり、責任の所在も明
確になるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は
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にその所属する部局の名
称及び所在地

19389
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

福江空港機械施設管理保全シ
ステム点検整備

福江空港・航空路監視レー
ダー事務所長　山元　守　長
崎県五島市上大津町２１９２

H18.1.14 1,680,000

（株）日立製作所との間で締結している福江空港機械施設管
理保全システム点検整備については、当該機械施設管理保
全システムは、航空局独自の仕様にて（株）日立製作所で設
計・製作されたものであり、高度かつ非常に複雑なシステム
構成となっている。本作業は、システム構成全体に対し総合
的判断が求められること、且つ、航空保安施設の運用に支
障をきたすことがないよう限られた期間で実施する必要があ
ることから、製造元以外では実施することが出来ないため。
（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)

19390
（株）コマツ製作所
大阪府豊中市服部寿町５－１
６６

空港用化学消防車（大阪８００は
４６３）車検整備

大阪空港事務所長　和田　孝
二　大阪府豊中市蛍池西町３
－３７１

H18.1.17 1,317,320

（株）コマツ製作所との間で締結している空港用化学消防車
（大阪８００は４６３）車検整備については、空港用化学消防
車の原動機及びシャシは（株）コマツ製作所の設計・製作に
よるものであり大阪空港地区における整備に関して同社がコ
マツ近畿（株）を指定しており、空港における消火救難体制を
維持する上で、重要な車両であり、その整備に当たっては迅
速かつ確実に行なえ部品などの手配等も容易に行えるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19391
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

機械施設管理保全システム点
検整備

長崎空港事務所長　大塚　憲
郎　長崎県大村市箕島町５９
３－２

H18.1.17 1,995,000

日立製作所（株）との間で締結している機械施設管理保全シ
ステム点検整備については、当該システムは航空局独自の
仕様にて（株）日立製作所が設計・製造したもので、高度か
つ非常に複雑な制御システム構成となっており、本点検整備
ではシステム構成全体に対して総合的な判断が求められ、
且つ、航空保安施設の運用に支障をきたすことがないよう限
られた期間内で本点検整備を実施する必要があり、製造元
以外で実施することはできないため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19392
（株）有電社
東京都渋谷区千駄ヶ谷１－５
－６

灯体洗浄装置２式外３点購入
大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.1.19 154,350,000
（株）有電社との間で締結している灯体洗浄装置２式外３点
購入については、再入札に付しても落札者がいなかったた
め。（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19393
日本船燈（株）
埼玉県吉川市大字高久５５５

長崎空港PAPI監視装置点検調
整作業

長崎空港事務所長　大塚　憲
郎　長崎県大村市箕島町５９
３－２

H18.1.19 1,260,000

日本船燈（株）との間で締結している長崎空港PAPI監視装置
点検調整作業については、本装置は日本船燈（株）により設
計・製造されている。本点検作業を翌日の運用時間までに影
響を及ぼさないよう実施するのは効率性、信頼性等の観点
から左記業者以外では困難であるし、また、作業後における
責任体制を一元管理できるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19394
（株）総合設備コンサルタント
東京都渋谷区幡ヶ谷１－３４
－１４

幹線ダクトマンホール・ケーブル
管理システム作成請負

那覇空港事務所長　松浦　淳
一　沖縄県那覇市安次嶺５３
１－１

H18.1.19 1,890,000

（株）総合設備コンサルタントとの間で締結している幹線ダク
トマンホール・ケーブル管理システム作成請負については、
左記業者が作成し、著作権を有する管理システムソフトウェ
アを使用して実施するものであり、他の業者では作成、変更
することが出来ないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19395
愛媛日野自動車（株）
愛媛県松山市高岡町３４２

１２５００立級化学消防車車検整
備

松山空港事務所長　角谷　政
美　愛媛県松山市南吉田町

H18.1.19 1,025,000

愛媛日野自動車（株）との間で締結している１２５００立級化
学消防車車検整備については、当該車両はヨーロッパＭＡＮ
社製で独自の仕様で設計製造されており、帝国繊維（株）に
おいて納入されたものである。当該車両は、緊急時に備え常
時万全の状態で維持されておらなければならず、本車検整
備においても運航に支障がないよう迅速かつ確実な整備を
要する。左記業者は帝国繊維（株）の代理店であり、当該車
両について高度な知識・技術及び経験を有し、本点検整備
や部品手配についても迅速かつ確実に履行できるため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19396
大旺機械（株）
高知県高知市布師田３９４８
－２

路面清掃車（高知８８ゆ１１２２）
車検整備

高知空港事務所長　堤　清
高知県南国市物部

H18.1.20 1,467,436

大旺機械（株）との間で締結している路面清掃車（高知８８ゆ
１１２２）車検整備については、当該車両は（株）加藤製作所
の設計・製作であり、本業者は県下において唯一の正規指
定整備会社である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19397
九州日野自動車（株）
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭
２－２－２６

１２５００立級化学消防車車検整
備

長崎空港事務所長　大塚　憲
郎　長崎県大村市箕島町５９
３－２

H18.1.20 2,655,450

九州日野自動車（株）との間で締結している１２５００立級化
学消防車車検整備については、本車検整備対象車両は航
空局独自の仕様にて設計・製造したものであり、非常に特殊
な構造となっている。左記業者は当該車両の設計・製造をし
た千代田自動車工業（株）より点検・整備を一任されており
当該車両構造全般について熟知し、航空局独自仕様に対応
した豊富な技術資料を有し、更には直接的な部品調達が可
能である。よって、左記業者に実施させることにより整備責
任の一元化が図れるとともに、整備期間の短縮化及び運用
上の安全を確保するうえで も信頼性が高い。（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)

19398
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

大阪国際空港第１ＳＳＲ装置調
整作業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.1.23 12,915,000

日本電気（株）との間で締結している大阪国際空港第１ＳＳＲ
装置調整作業については、本装置の構成及び性能を十分に
熟知し、調整に必要な知識、技術力を十分に有しているこ
と、 本装置の調整についての経験を有し、限られた期間内
で実施可能なものであること、本装置に接続する連接装置
の機能を十分に熟知しており、連接機材の製造、もしくは同
機種機材での連接経験があること、調整の良否に起因する
問題が発生した場合、素早い問題点の探求と対応が実施可
能であること。契約の目的を履行するには以上の条件を満
たす必要があり、本装置の設計製造請負業者以外にないた
め。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19399
南九州日野自動車（株）
鹿児島県鹿児島市宇宿２－２
８－２４

１２５００立級消防車他１台車検
整備

鹿児島空港事務所長　猪瀬
俊和　鹿児島県姶良郡溝辺
町麓８３８

H18.1.23 2,854,630

南九州日野自動車（株）との間で締結している１２５００立級
消防車他１台車検整備については、本車両のシャーシ及び
車体は、株式会社日野自動車が設計製作したものであり、
指定業者はその設計製作会社の整備部門を担当している会
社でる。本整備は車両の構成及び機能を十分に熟知した知
識、経験並びに高度な技術力が必要であるため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19400
住重機器システム（株）
愛媛県東予市今在家１５０１

台風時避難用エプロン大扉点検
保守

那覇空港事務所長　松浦　淳
一　沖縄県那覇市安次嶺５３
１－１

H18.1.24 3,360,000

住重機器システム（株）との間で締結している台風時避難用
エプロン大扉点検保守については、左記業者は、当該設備
の製作・設置業者であり、構成及び性能を総合的に熟知し、
必要な知識・技術力を有し、当該作業を効率よく的確に実施
できる唯一の業者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19401
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

那覇ＰＡＲ空中線（１８側）分解整
備作業

那覇空港事務所長　松浦　淳
一　沖縄県那覇市安次嶺５３
１－１

H18.1.25 14,385,000

（株）東芝との間で締結している那覇ＰＡＲ空中線（１８側）分
解整備作業については、左記業者は、当該空中線の設計・
製造業者であり、構成及び性能を総合的に熟知し、また当
該点検作業について経験、必要な知識・技術力を有し、当該
作業に起因する問題が生じた場合、迅速な対応が可能であ
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19402
昭電テックス（株）
福岡県北九州市小倉北区青
葉２－１２－２

新北九州空港道路照明灯設置
その他工事

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.1.26 46,725,000
昭電テックス（株）との間で締結している新北九州空港道路
照明灯設置その他工事については、再入札に付しても落札
者がいなかったため。（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19403
ジョウトク建設（株）
高知県南国市前浜４２－６

高知空港緩衝緑地帯造成工事
（その１９）

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.1.27 15,750,000
ジョウトク建設（株）との間で締結している高知空港緩衝緑地
帯造成工事（その１９）については、再入札に付しても落札者
がいなかったため。（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19404
日本ビソー（株）
東京都港区芝浦4-15-33

ゴンドラ設備修繕
関西空港事務所長　谷　寧久
大阪府泉南郡田尻町泉州空
港中1

H18.1.27 1,732,500

日本ビソー（株）との間で締結しているゴンドラ設備修繕につ
いては、左記業者は標記ゴンドラの保守を行っているため、
不良箇所を熟知している。また標記ゴンドラを製造している
ため、専門の知識・技術を有しており、作業の確実な履行が
可能なため標記業者と随意契約を締結したものである。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19405
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

磁気ディスク（Ｈ－７５１２）２台外
２点

熊本空港事務所長　西野　輝
雄　熊本県上益城郡益城町
大字小谷

H18.1.27 2,194,500

（株）日立製作所との間で締結している磁気ディスク（Ｈ－７５
１２）２台外２点については、機械施設管理保全システム（「Ｍ
ＡＰＳ」）に設置し使用するものであり、システムとしての品質
保証の観点から製造メーカーである（株）日立製作所から購
入するものである。また、ＭＡＰＳ点検整備の指定業者であ
るため、責任体制の一元明確化を図れるため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19406
東芝ライテック（株）
東京都品川区東品川４－３－
１

配光測定装置改造作業
広島空港事務所長　尾形　修
広島県三原市善入寺字平岩
64-34

H18.1.27 2,100,000

東芝ライテック（株）との間で締結している配光測定装置改造
作業については、本作業対象機器は東芝ライテック株式会
社により製造及び調達されたものであり、株式会社有電社
中・四国支店は同社の指定代理店である。これ以外の者が
実施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、その作業
に膨大な時間と要因が必要となる。また、正常な運用に支障
を来すおそれがあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19407
九州日野自動車（株）
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭
２－２－２６

化学消防車（福岡８８や５７９６）
１２ヶ月定期点検整備

福岡空港事務所長　北原　義
彰　福岡県福岡市博多区上
臼井字屋敷２９５

H18.1.27 1,470,000

九州日野自動車（株）との間で締結している化学消防車（福
岡８８や５７９６）１２ヶ月定期点検整備については、本点検整
備対象車両は、航空局独自の仕様にて（株）ソーシンで設
計・製作されたものであり、複雑な構成となっている。本作業
は、空港の運用に支障をきたすことがないよう限られた期間
で実施する必要があることから、製造元以外では実施するこ
とが出来ない。左記業者は（株）ソーシン製の車両の整備等
を担当している会社である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19408
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

信号変換盤（４ＹＥ６０２０－４９１
０Ｇ１１）２式購入

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.1.30 2,247,000

沖電気工業（株）との間で締結している信号変換盤（４ＹＥ６０
２０－４９１０Ｇ１１）２式購入については、対象となる航空保
安無線施設装置と電気的及び機械的に整合をとることが必
要不可欠であり、当該装置製造請負業者以外から調達でき
ないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19409
（株）信光
東京都中央区日本橋茅場町
１－１１－３

非常用管制塔VHF（２）及びUHF
（１）送受信機装置修理

大阪空港事務所長　和田　孝
二　大阪府豊中市蛍池西町３
－３７１

H18.1.30 1,680,000

（株）信光との間で締結している非常用管制塔VHF（２）及び
UHF（１）送受信機装置修理については、非常用管制塔設備
及び送受信装置は（株）信光の設計・製造によるものであり、
当該装置の構成及び性能を十分に熟知し、修理に必要な知
識、技術力を有していること、当該装置の修理について実績
があり、早急に実施可能であり、当該機器に問題があった場
合素早い問題点の探求と対応が実施可能であるため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19410
日本船燈（株）
埼玉県吉川市大字高久５５５

那覇空港進入角指示灯監視装
置受光器改良工事

那覇空港事務所長　松浦　淳
一　沖縄県那覇市安次嶺５３
１－１

H18.1.30 6,100,500

日本船燈（株）との間で締結している那覇空港進入角指示灯
監視装置受光器改良工事については、左記業者は、当該装
置の製造者であり、構成及び性能を総合的に熟知し、必要
な知識・技術力を有し、当該工事を限られた時間内に迅速に
実施できる唯一の業者であるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19411
（株）ソーシン
埼玉県入間市寺竹１１１５－
１

空港用大型化学消防車（大阪８
８な６９１８）他１台車検整備

大阪空港事務所長　和田　孝
二　大阪府豊中市蛍池西町３
－３７１

H18.1.31 4,842,600

（株）ソーシンとの間で締結している空港用大型化学消防車
（大阪８８な６９１８）他１台車検整備については、空港用大型
化学消防車の原動機及びシャシは（株）ソーシンの設計・製
作によるものであり、大阪地区における整備に関して同社が
大阪日野自動車（株）を指定しており、空港用大型化学消防
車は道路運送車両法に基づき保安基準第５５条の規定によ
り地方運輸局長による道路運送車両の保安基準の適用緩
和をうけた特殊な車両であり、強度・寸法等品質管理上、純
正部品を使用することが必要なため。（会計法第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)

19412
新神戸電機（株）
東京都中央区明石町８－１

無停電電源装置蓄電池用触媒
栓購入

中部空港事務所長　武田洋
樹　愛知県常滑市セントレア
１－１

H18.1.31 1,787,520

新神戸電機（株）との間で締結している無停電電源装置蓄電
池用触媒栓購入については、無停電電源装置蓄電池用触
媒栓は、蓄電池の上部に取り付けられており、電解液面低
下を防止する物である。既設の蓄電池は、左記業者のもの
であり、その蓄電池に取り付ける仕様を満足する製品を製作
できる業者は左記業者しかいないことから随意契約を結ぶも
のである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19413
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

熊本空港ＭＡＰＳ点検整備
熊本空港事務所長　西野　輝
雄　熊本県上益城郡益城町
大字小谷

H18.2.1 1,207,500

（株）日立製作所との間で締結している熊本空港ＭＡＰＳ点検
整備については、本整備の対象機器である機械施設管理保
全システム（「ＭＡＰＳ」）は（株）日立製作所の設計・製作によ
るものである。本整備は装置の分解、調整等を主に行うもの
であり、当該機器の機能・構造を熟知し、かつ技術力を有し
ていなければならない。本整備に必要な知識と経験・実績を
有している当該業者が実施することにより、運用上必要な短
期間整備が可能となり、かつ責任体制の一元明確化が図れ
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19414
ジョンソンコントロールズ（株）
東京都渋谷区笹塚１－５０－
１

平成１７年度機械監視制御設備
点検整備

関西空港事務所長　谷　寧久
大阪府泉南郡田尻町泉州空
港中1

H18.2.2 5,250,000

ジョンソンコントロールズ（株）との間で締結している平成１７
年度機械監視制御設備点検整備については、当該機械監
視制御設備は関西空港事務所用の端末として航空局独自
の仕様により製造されたものであり、その制御システムは高
度かつ非常に複雑な構成となっているため、本点検整備で
は同設備に対する専門的な知識と技術的判断が必要であ
る。よって本作業を同設備の製造者である標記業者以外に
実施させた場合点検整備に膨大な時間と要員を必要とし、
経済的損失が大きいばかりでなく、技術的信頼性の観点か
ら運用に著しい支障が生じる恐れがあるため、標記業者と随
意契約を締結したものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19415
新潟原動機（株）
東京都中央区八重洲２－９－
７

宮古（空･レ）基地局外１局舎発
電装置点検整備

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.2.6 9,600,000

新潟原動機（株）との間で締結している宮古（空･レ）基地局
外１局舎発電装置点検整備については、当該装置の構造に
関する詳細な技術資料を有しているうえ、十分な教育、訓練
を受けた技術者が行なう必要があり、また分解整備の良否
判定についても、当該装置に関する専門的な技術を有し、そ
の構造及び性能を熟知した技術者を有した製造メーカーで
なければ実施できない。当該装置は新潟原動機（株）の設
計・製造であり、本整備を左記相手方に行なわせることによ
り、当該装置に不具合が発生した際の責任体制を一元明確
化できるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19416

三菱重工エンジン発電システ
ム（株）
東京都品川区西五反田７－２
５－５

庁舎2500KVA発電設備点検整
備

関西空港事務所長　谷　寧久
大阪府泉南郡田尻町泉州空
港中1

H18.2.6 1,050,000

三菱重工エンジン発電システム（株）との間で締結している
庁舎2500KVA発電設備点検整備については、当該発電設
備は航空局独自の仕様により製造されたものであり、その制
御システムは高度かつ非常に複雑な構成となっているため、
本点検整備では同設備に対する専門的な知識と技術的判
断が必要である。よって本作業を同設備の製造者である標
記業者以外に実施させた場合点検整備に膨大な時間と要員
を必要とし、経済的損失が大きいばかりでなく、技術的信頼
性の観点から運用に著しい支障が生じる恐れがあるため、
標記業者と随意契約を締結したものである。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19417
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

宮古空港電力監視装置修理作
業

宮古空港・航空路監視レー
ダー事務所長　二宮　俊裕
沖縄県宮古島市平良字下里
１６５７

H18.2.6 1,575,000

（株）東芝との間で締結している宮古空港電力監視装置修理
作業については、当該電力監視装置は（株）東芝製のもので
あり、また、そのシステムは独自に構築されたものであること
から、本作業を迅速かつ安価で履行できるのは製造請負業
者以外にはないことから随意契約を締結したものである。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19418
松下電工（株）
大阪府門真市大字門真１０４
８

進入路指示灯等昇降装置精密
点検作業

大阪空港事務所長　和田　孝
二　大阪府豊中市蛍池西町３
－３７１

H18.2.7 3,570,000

松下電工（株）との間で締結している進入路指示灯等昇降装
置精密点検作業については、本装置は松下電工（株）が設
計、製造したものであり本装置を点検するにあたって、機構
について熟知しており、装置の調整を実施する際にも独自の
専門的技術が要求されるので製造業者と代理店契約を締結
している松下電工エンジニアリング（株）を業者指定する。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19419
東芝ライテック（株）
東京都品川区東品川４－３－
１

飛行場灯火監視制御システムカ
ラーハードコピー機交換作業

大阪空港事務所長　和田　孝
二　大阪府豊中市蛍池西町３
－３７１

H18.2.7 2,047,500

東芝ライテック（株）との間で締結している飛行場灯火監視制
御システムカラーハードコピー機交換作業については、本装
置は東芝ライテック（株）が設計、製造したものであり、機能
維持のための保守点検等はシステムの構成・機能・特性を
熟知した業者でなければ実施できない特殊な技能を必要と
するため、製造業者と代理店契約を締結している東芝電機
サービス（株）を業者指定する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19420

サンワコムシスエンジニアリ
ング（株）
東京都目黒区青葉台３－６－
１７

熊本空港ＩＬＳ運用処理装置改
修作業

熊本空港事務所長　西野　輝
雄　熊本県上益城郡益城町
大字小谷

H18.2.7 1,732,500

サンワコムシスエンジニアリング（株）との間で締結している
熊本空港ＩＬＳ運用処理装置改修作業については、当空港で
運用されているＩＬＳ運用処理装置は、ＩＬＳをＣＡＴⅢ運用する
ために必要な機器であり、特殊な装置である。本作業の実
施にあたっては、ＩＬＳシステムに関する全般的な知識を有し
ているとともに、運用処理装置の機能及び運用面にも精通し
ている必要がある。当該業者は本装置の製造業者の代理店
であり、ＩＬＳに関する各種作業の実績がありＩＬＳシステムに
関して精通しているおり、本作業を実施できる者は他にいな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19421
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

広島ＡＳＲロータリージョイント
オーバーホールその他作業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.2.8 11,550,000

日本電気（株）との間で締結している広島ＡＳＲロータリージョ
イントオーバーホールその他作業については、本装置の構
成及び性能を十分に熟知し、調整に必要な知識、技術力を
十分に有していること、 本装置の調整についての経験を有
し、限られた期間内で実施可能なものであること、調整の良
否に起因する問題が発生した場合、素早い問題点の探求と
対応が実施可能であること。契約の目的を履行するには以
上の条件を満たす必要があり、本装置の設計製造請負業者
以外にないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19422
応用地質（株）
東京都千代田区九段北４－２
－６

大阪国際空港豊中市場外用地
埋設物等掘削確認調査（豊南町
南）

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.2.9 1,207,500

応用地質（株）との間で締結している大阪国際空港豊中市場
外用地埋設物等掘削確認調査（豊南町南）については、左
記業者は、先に行なった当該用地におけるレーダー探査に
よる埋設物調査を請負い実施した者であり、その際に現地
踏査等を行なうことにより周辺事情・土地形状等はもちろん、
当該土地の詳細な事情も熟知している。かつレーダー探査
結果その他関係資料を多数保有しており、他の業者が実施
した場合には、左記相手方に比べ多大な経費と時間を要す
ることとなるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19423
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

ＦＤＰ空港端末装置１式購入（那
覇空港向け）

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.2.9 51,733,500

日本電気（株）との間で締結しているＦＤＰ空港端末装置１式
購入（那覇空港向け）については、既存のＦＤＰ空港端末が
正常な動作を行うための性能を有することが必要不可欠で
あり、当該装置の製造請負業者以外調達できないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19424
新潟原動機（株）
東京都中央区八重洲２－９－
７

今の山ＡＲＳＲ発電装置点検整
備

土佐清水航空路監視レー
ダー事務所長　高橋　宏　高
知県土佐清水市西町５－４

H18.2.9 2,700,075

新潟原動機（株）との間で締結している今の山ＡＲＳＲ発電装
置点検整備については、当該発電設備の設計及び製造者を
行った者以外の者が実施した場合は、効率性・信頼性等の
観点からその点検に膨大な時間と要員が必要となり、また正
常な運用に支障をきたす恐れがある。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19425
三和ビジネス（株）
大阪府大阪市都島区都島中
通２－８－１６

鉛筆２打外１７９点購入
大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.2.10 2,205,000
三和ビジネス（株）との間で締結している鉛筆２打外１７９点
購入については、再入札に付しても落札者がいなかったた
め。（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19426
（株）カナデン
東京都港区新橋４－２２－４

飛行場管制航空機情報管理シ
ステム購入

大分空港事務所　菅野　顕
大分県国東市武蔵町糸原字
大海田

H18.2.10 1,890,000

（株）カナデンとの間で締結している飛行場管制航空機情報
管理システム購入については、本システムは運航情報官と
の飛行計画の接受や、管制無線業務日誌への記入、交通
量の集計など、現在手作業で行っている業務をパソコンを使
用して支援するためのもので、唯一（株）ソーラスジャパンの
みで製造されており、（株）カナデンは本システムの販売代理
店であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19427
コマツ宮崎（株）
宮崎県宮崎市佐土原町下那
珂２９５７－１２

6000立級化学消防車２台定期
点検整備

宮崎空港事務所長　梶野　髙
宮崎県宮崎市大字赤江無番
地

H18.2.10 1,243,200

コマツ宮崎（株）との間で締結している6000立級化学消防車
２台３ヶ月定期点検整備については、本整備対象車輌の車
輌本体は（株）コマツ製作所が空港用化学消防車専用の車
台として設計、製造したもので、試作自動車申請により地方
運輸局の許可で特別に自動車検査証を取得したものであ
る、当該自動車の整備には制作者独自の専門知識と技術を
必要とし、さらに車輌の整備方式を記した整備基準は（株）コ
マツ製作所の宮崎地方における車輌部品販売、整備等を担
当している標記業者しか保有していない。また、標記業者は
当該車輌の整備に関する専門知識をもつ技術者を有してい
る。本整備にあたり不測の故障や障害が発見された場合、
部品の手配や修理を迅速に行える体制を整えており、空港
の運用上要求される短時間での整備が可能である。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19428
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

河和ＴＡＣＡＮ装置調整作業
大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.2.13 3,885,000

日本電気（株）との間で締結している河和ＴＡＣＡＮ装置調整
作業については、本装置の構成及び性能を十分に熟知し、
調整に必要な知識、技術力を十分に有していること、 本装
置の調整についての経験を有し、限られた期間内で実施可
能なものであること、調整の良否に起因する問題が発生した
場合、素早い問題点の探求と対応が実施可能であること。
契約の目的を履行するには以上の条件を満たす必要があ
り、本装置の設計製造請負業者以外にないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19429
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

福江空港受配電設備機器改修
工事

福江空港・航空路監視レー
ダー事務所長　山元　守　長
崎県五島市上大津町２１９２

H18.2.13 2,520,000

（株）東芝との間で締結している福江空港受配電設備機器改
修工事については、本装置は（株）東芝が設計・製造したも
のであり、同社独自のシステムで構成されており他社では実
施できない。（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)
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19430
明星電気（株）
東京都文京区小石川２－５－
７

那覇空港ＷＲＵ装置（与那国用）
調整作業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.2.14 1,155,000

明星電気（株）との間で締結している那覇空港ＷＲＵ装置（与
那国用）調整作業については、本装置の構成及び性能を十
分に熟知し、調整に必要な知識、技術力を十分に有している
こと、 本装置の調整についての経験を有し、限られた期間
内で実施可能なものであること、調整の良否に起因する問
題が発生した場合、素早い問題点の探求と対応が実施可能
であること。契約の目的を履行するには以上の条件を満た
す必要があり、本装置の設計製造請負業者以外にないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19431
九州日産ディーゼル（株）
福岡県福岡市東区多の津１
－３９－４

大型化学消防車（大分800は70）
車検整備

大分空港事務所　菅野　顕
大分県国東市武蔵町糸原字
大海田

H18.2.14 2,943,650

九州日産ディーゼル（株）との間で締結している大型化学消
防車（大分800は70）車検整備については、本消防車は日産
ディーゼル（株）製で、消防車の構造及び性能を熟知し、車
検作業に必要な知識、技術を有し、信頼性を保つことができ
るのは、日産ディーゼル（株）の販売及び整備請け負ってい
る当該業者以外に他はない。（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)

19432

サンワコムシスエンジニアリ
ング（株）
東京都目黒区青葉台３－６－
１７

運用室レイアウト変更工事
神戸航空衛星センタ－所長
鏡　弘義　神戸市西区井吹台
東町７－６－２

H18.2.15 2,782,500

サンワコムシスエンジニアリング（株）との間で締結している
運用室レイアウト変更工事については、当センター５階運用
室に設置されているＭＳＡＳ装置及び５階ＭＳＡＳテストシス
テム室に設置されているＭＳＡＳ解析装置（ＭＡＳ）の移設等
を行うものである。本工事の実施にあたっては、機器の性能
を考慮した配置設計及び機能確認をすることが必要である
為、本装置の製造、開発、設置等を行った日本電気株式会
社に実施させるところであるが、本装置の構成品、補用品に
ついて、購買、修理及び点検整備に関し委託を受けている
当該業者を指定する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19433
新潟原動機（株）
東京都中央区八重洲２－９－
７

中部空港無線施設用発電設備
点検整備

中部空港事務所長　武田洋
樹　愛知県常滑市セントレア
１－１

H18.2.16 3,465,000

新潟原動機（株）との間で締結している中部空港無線施設用
発電設備点検整備については、当該発電設備は、航空局独
自の仕様にて製作されたもので、高度かつ非常に複雑な制
御システム構成となっているため、本点検整備では、電源シ
ステム構成全体に対して総合的な判断が求められる。よっ
て、既発電設備製造との連接性が認められ、既発電設備の
調達の相手方若しくはその指定する者以外が整備した場合
には、効率性、信頼性等の観点から、本点検整備に膨大な
時間と要員が必要となり、正常な運用に著しい支障が生じる
恐れがある。また、本点検整備は、航空保安施設の運用に
支障をきたすことがないよう限られた期間で実施することが
絶対条件であり、不慮の部品供給が必要となった場合にお
いても迅速な対応が可能であることが求められる。新潟原動
機株式会社は、当該発電設備の設計・製造者であり、電源
システム構成全般について熟知し、航空局独自仕様に対応
した豊富な技術資料を保有しているうえ、直接的な部品供給
が可能である。また、設計・製造を含め、これまで蓄積された
種々の知見が請負うにあたっての必須条件となることから、
契約の性質または目的が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)
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19434
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

名古屋ＡＳＲ駆動機構等定期整
備

中部空港事務所長　武田洋
樹　愛知県常滑市セントレア
１－１

H18.2.16 2,415,000

日本電気（株）との間で締結している名古屋ＡＳＲ駆動機構
等定期整備については、ＡＳＲ装置は空港周辺空域を飛行
する航空機、山や雨雲などのクラッタ等のレーダー情報を得
るために使用され、このレーダー情報をＡＲＴＳシステムにて
表示し航空管制業務に使用される。本作業は、駆動機構及
び方位信号発生器を装置仕様で定めた性能を維持するため
にオーバーホール及び交換・調整を行うものであり、これを
実施するにあたっては、（１）当該装置の構成及び性能を十
分に熟知し整備に必要な知識、技術力を充分に有している
こと。（２）整備作業の良否に起因する障害が発生した場合、
問題点の探求を素早く行い復旧させる必要があること。（３）
当該装置の整備についての経験を有し、限られた期間内で
実施可能な者であること。
上記の条件を有している者でなければ、当該契約の目的を
履行することができないと判断される。従って、これらの条件
を具備しているのは、当該装置の設計製造請負者である左
記相手方以外にないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19435
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

中部空港電源局舎無停電電源
設備改修

中部空港事務所長　武田洋
樹　愛知県常滑市セントレア
１－１

H18.2.16 1,312,500

（株）日立製作所との間で締結している中部空港電源局舎無
停電電源設備改修については、当該設備は、航空局独自の
仕様にて製作されたもので、高度かつ非常に複雑な制御シ
ステム構成となっているため、本改修では、電源システム構
成全体対して総合的な判断が求められる。よって、当該設備
製造との連接性が認められ、当該設備の調達の相手方若し
くはその指定する者以外が整備した場合には、効率性、信
頼性等の観点から、改修に膨大な時間と要員が必要となり、
正常な運用に著しい支障が生じる恐れがある。また、本改修
は、航空保安施設の運用に支障をきたすことがないよう限ら
れた期間で実施することが絶対条件である。株式会社日立
製作所は、当該設備の設計・製造者であり、電源システム構
成全般について熟知し、航空局独自仕様に対応した豊富な
技術資料を保有している。また、設計・製造を含め、これまで
蓄積された種々の知見が請負うにあたっての必須条件とな
ることから、契約の性質または目的が競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19436
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

関西国際・神戸航空衛星セン
ター電力監視制御装置改造工
事

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.2.17 12,600,000

（株）東芝との間で締結している関西国際・神戸航空衛星セ
ンター電力監視制御装置改造工事については、既設飛行場
灯火・電力監視制御装置の改造を行うものである。履行にあ
たっては、施設の構成及び性能を十分熟知し、改造及び設
置に必要な技術力を有していること。限られた作業時間にお
いて既設設備の仕様に合った改造及び設置接続を正確にで
き、かつ設備の信頼性を保てること。作業の良否に起因する
問題が発生した場合、速やかに問題点の探求と対応が実施
可能であること、が求められる。当該装置は、製造メーカー
により独自のシステム構築されたものであることから、履行
することができるのは、製造した当該業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19437
アジレント・テクノロジー（株）
東京都八王子市高倉町９－１

ファンクションジェネレータ（３３２
５０Ａ）４台購入

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.2.17 2,149,560

アジレント・テクノロジー（株）との間で締結しているファンク
ションジェネレータ（３３２５０Ａ）４台購入については、対象と
なる航空保安施設の機能に必要な機能を有した物品は当該
物品のみであり、その物品を製造販売しているのは当該業
者のみであるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19438
九州日産ディーゼル（株）
福岡県福岡市東区多の津１
－３９－４

８０００立給水車（熊本８８ゆ１６
７７）外４台定期点検整備

熊本空港事務所長　西野　輝
雄　熊本県上益城郡益城町
大字小谷

H18.2.17 1,266,290

九州日産ディーゼル（株）との間で締結している８０００立給
水車（熊本８８ゆ１６７７）外４台定期点検整備については、本
整備に係る車両の走行装置は、日産ディーゼル（株）による
設計・製作によるものであり、その車両の販売・整備を目的
に設立された会社が当該会社である。また、純正部品の使
用が求められ、その純正部品及び走行装置の機能構造を熟
知している当該業者に整備させることにより、短期間整備が
可能となり、責任の所在も明確になるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19439
岩崎電気（株）
東京都港区芝３－１２－４

長崎空港エプロン照明灯昇降装
置精密点検整備工事

長崎空港事務所長　大塚　憲
郎　長崎県大村市箕島町５９
３－２

H18.2.17 2,541,000

岩崎電気（株）との間で締結している長崎空港エプロン照明
灯昇降装置精密点検整備工事については、本工事の対象
装置は岩崎電気（株）により製造されているため、相手方は
装置の機能・構成を熟知している。本工事は翌朝の運用時
間に影響を及ぼさないよう限られた時間内に実施する必要
があるため効率性・信頼性の観点から左記相手方以外では
不可能である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19440
日本無線（株）
東京都三鷹市下連雀５－１－
１

福岡第１ASRペデスタル等オー
バーホール

福岡空港事務所長　中谷　信
一　福岡県福岡市博多区上
臼井字屋敷２９５

H18.2.17 7,980,000

日本無線（株）との間で締結している福岡第１ASRペデスタ
ル等オーバーホールについては、本装置の構成及び性能を
十分に熟知し、調整に必要な知識、技術力を十分に有して
いること、本装置の調整についての経験を有し、限られた期
間内で実施可能なものであること、調整の良否に起因する
問題が発生した場合、素早い問題点の探求と対応が実施可
能である者でなければ契約の目的を履行することはできず、
これらの条件を有するのは本装置の設計製造請負業者以
外にないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19441
九州日野自動車（株）
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭
２－２－２６

化学消防車（福岡８８や５６２９）
車検整備

福岡空港事務所長　中谷　信
一　福岡県福岡市博多区上
臼井字屋敷２９５

H18.2.17 1,996,050

九州日野自動車（株）との間で締結している化学消防車（福
岡８８や５６２９）車検整備については、本点検整備対象車両
は、航空局独自の仕様にて（株）ソーシンで設計・製作された
ものであり、複雑な構成となっている。本作業は、空港の運
用に支障をきたすことがないよう限られた期間で実施する必
要があることから、製造元以外では実施することが出来な
い。左記業者は（株）ソーシン製の車両の整備等を担当して
いる会社である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19442
東芝ライテック（株）
東京都品川区東品川４－３－
１

福岡・鹿児島・那覇空港電力監
視制御装置改造工事

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.2.20 32,025,000

東芝ライテック（株）との間で締結している福岡・鹿児島・那覇
空港電力監視制御装置改造工事については、既設飛行場
灯火・電力監視制御装置の改造を行うものである。履行にあ
たっては、施設の構成及び性能を十分熟知し、改造及び設
置に必要な技術力を有していること。限られた作業時間にお
いて既設設備の仕様に合った改造及び設置接続を正確にで
き、かつ設備の信頼性を保てること。作業の良否に起因する
問題が発生した場合、速やかに問題点の探求と対応が実施
可能であること、が求められる。当該装置は、製造メーカー
により独自のシステム構築されたものであることから、履行
することができるのは、製造した当該業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19443
四国日産ディーゼル（株）
香川県高松市郷東町７９６－
１３１

化学消防車（高知８８は３２２）車
検整備

高知空港事務所長　堤　清
高知県南国市物部

H18.2.20 1,708,142

四国日産ディーゼル（株）との間で締結している化学消防車
（高知８８は３２２）車検整備については、当該車両は、緊急
時に備え常時万全の状態で維持されていなければならず、
本点検整備においても消防能力の低下期間を短縮するため
迅速かつ確実な整備を要し、不慮の部品供給にも迅速な対
応が絶対条件となる。左記業者は当該車両を設計・製造した
日産ディーゼル工業（株）の代理店であり、当該車両につい
て高度な知識・技術及び経験を有し、本点検整備や部品手
配についても迅速かつ確実に履行できるため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19444
鹿島道路（株）
東京都文京区後楽１－７－２
７

高松空港スクリーン設置等工事
高松空港事務所長　宍戸　文
雄　香川県高松市香南町由
佐3473-3

H18.2.20 2,877,000

鹿島道路（株）との間で締結している高松空港スクリーン設
置等工事については、空港の保安及び安全対策として早急
に対応する必要があり、当空港の土木維持修繕工事を受注
しており、状況を十分に把握し、迅速に対応できるため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19445
日本船舶薬品（株）
神奈川県横浜市中区かもめ
町６

点滴セット１０式外１６点
那覇空港事務所長　松浦　淳
一　沖縄県那覇市安次嶺５３
１－１

H18.2.21 1,758,445

日本船舶薬品（株）との間で締結している点滴セット１０式外
１６点については、当該物品は医療作業車に積載されている
航空局仕様の救急医療資器材であり、同資器材は左記業者
でのみ購入可能なため。（会計法第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)

19446
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

大阪国際・中部国際・宮崎空港
電力監視制御装置改造工事

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.2.22 22,575,000

（株）日立製作所との間で締結している大阪国際・中部国際・
宮崎空港電力監視制御装置改造工事については、既設飛
行場灯火・電力監視制御装置の改造を行うものである。履行
にあたっては、施設の構成及び性能を十分熟知し、改造及
び設置に必要な技術力を有していること。限られた作業時間
において既設設備の仕様に合った改造及び設置接続を正確
にでき、かつ設備の信頼性を保てること。作業の良否に起因
する問題が発生した場合、速やかに問題点の探求と対応が
実施可能であること、が求められる。当該装置は、製造メー
カーにより独自のシステム構築されたものであることから、履
行することができるのは、製造した当該業者のみであるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19447
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

航空交通管理センター機械施設
遠隔監視制御装置移設工事

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.2.22 9,765,000

（株）日立製作所との間で締結している航空交通管理セン
ター機械施設遠隔監視制御装置移設工事については、機械
施設遠隔監視制御装置の移設及び移設に伴うソフトウェア
の改修・調整を行うものである。履行にあたっては、本装置
の機器構成とソフトウェアを十分熟知し、調整等に必要な知
識と技術力を有していることが求められる。また、現在運用
中の装置の移設のため、機器の運用に影響を与えないよう
確実、迅速に行う必要があることから、履行することができる
のは、製造した当該業者のみであるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19448
松山建設（株）
福岡県福岡市中央区高砂２
－２４－２３

新北九州空港消防車庫前保安
道路設置工事

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.2.22 3,100,000

松山建設（株）との間で締結している新北九州空港消防車庫
前保安道路設置工事については、消防車庫前に保安道路を
設置するものである。履行にあたっては、開港日までに完成
をしなければならず、早急に工事に着手する必要があるた
め、空港島内での工事を熟知し、島内への連絡橋の通行許
可を受けていることが必須である。当該業者は、現在空港内
で同種工事を履行しており、条件を満たしている唯一の者で
あるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19449
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

奄美ＡＲＳＲ外１ヶ所無停電電源
装置点検整備

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.2.22 2,940,000

（株）日立製作所との間で締結している奄美ＡＲＳＲ外１ヶ所
無停電電源装置点検整備については、当該装置の構造に
関する詳細な技術資料を有しているうえ、十分な教育、訓練
を受けた技術者が行なう必要があり、また分解整備の良否
判定についても、当該装置に関する専門的な技術を有し、そ
の構造及び性能を熟知した技術者を有した製造メーカーで
なければ実施できない。当該装置は（株）日立製作所の設
計・製造であり、本整備を左記相手方に行なわせることによ
り、当該装置に不具合が発生した際の責任体制を一元明確
化できるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19450
（株）トーエネック
愛知県名古屋市中区栄１－２
０－３１

ＤＡＴ　Ｄｒｉｖｅ　ＤＤＳ－３（ＴＫ－９
８１７３）４台購入

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.2.22 2,402,400

（株）トーエネックとの間で締結しているＤＡＴ　Ｄｒｉｖｅ　ＤＤＳ－
３（ＴＫ－９８１７３）４台購入については、対象となる航空保安
無線施設装置と電気的及び機械的に整合をとることが必要
不可欠であり、当該装置製造請負業者以外から調達できな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19451
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

ＣＡＤＩＮ加入局データ端末内蔵
磁気ディスク装置更新調整作業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.2.22 2,028,600

日本電気（株）との間で締結しているＣＡＤＩＮ加入局データ端
末内蔵磁気ディスク装置更新調整作業については、当該施
設を稼働させるソフトウェア、ハードウェア及び業務内容等に
ついて十分に熟知していなければならず、当該端末は日本
電気（株）製の機器で構成されており、またプログラムについ
ても同社で作成しており、本作業を円滑且つ確実に実施でき
るのは左記相手方しかいないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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19452

サンワコムシスエンジニアリ
ング（株）
東京都目黒区青葉台３－６－
１７

新北九州空港航空管制運航情
報業務機器調整作業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.2.22 1,732,500

サンワコムシスエンジニアリング（株）との間で締結している
新北九州空港航空管制運航情報業務機器調整作業につい
ては、当該施設を稼働させるソフトウェア、ハードウェア及び
業務内容等について十分に熟知していなければならず、当
該施設は日本電気（株）によって一式製造された機器であ
り、本作業を円滑且つ確実に実施できるのは左記相手方し
かいないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19453
東芝電機サービス（株）
東京都新宿区西新宿２－７－
１

電力監視制御装置点検整備そ
の他工事

神戸航空衛星センタ－所長
鏡　弘義　神戸市西区井吹台
東町７－６－２

H18.2.22 3,885,000

東芝電機サ－ビス（株）との間で締結している電力監視制御
装置点検整備その他工事については、当所に設置されてい
る電力監視制御装置の点検整備及び能力が限界に達した
特殊部品の改修等を行うものである。対象監視制御装置は
株式会社東芝の設計、製作によるもので、同社独自のシス
テムで構成されており、本精密点検整備及び改修等を実施
するにはこの制御装置について詳細にわたる専門知識を有
しているもの以外には不可能である。また、他社に実施させ
ることは責任体制の一元化の観点からも妥当でないと判断
される。当制御装置は、人工衛星を制御する無線施設等の
重要施設に密に精通するもので、当制御装置に不具合を与
えることは航空機の運用に確実に重大な影響を与えることに
なる。よって、当該制御装置製作会社の整備会社である当
該業者を指定する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19454

三菱重工エンジン発電システ
ム（株）
東京都品川区西五反田７－２
５－５

大分空港照明施設用発電装置
点検整備

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.2.23 4,252,000

三菱重工エンジン発電システム（株）との間で締結している
大分空港照明施設用発電装置点検整備については、当該
装置の構造に関する詳細な技術資料を有しているうえ、十分
な教育、訓練を受けた技術者が行なう必要があり、また分解
整備の良否判定についても、当該装置に関する専門的な技
術を有し、その構造及び性能を熟知した技術者を有した製
造メーカーでなければ実施できない。当該装置は三菱重工
（株）の設計・製造であり、同社製発電装置のメンテナンスに
ついては、左記相手方が実施することとなっており、当該装
置の構造及び性能を熟知した技術者を有しているため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19455
（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

機械施設管理保全システム投
射管他交換作業

大阪空港事務所長　和田　孝
二　大阪府豊中市蛍池西町３
－３７１

H18.2.23 4,515,000

（株）日立製作所との間で締結している機械施設管理保全シ
ステム投射管他交換作業については、（株）日立製作所は当
該システムの設計・製造者であり管理保全システム構成全
般について熟知し、航空局独自仕様に対応した豊富な技術
資料を保有している上、直接的な部品供給が可能であること
から、代理店契約している八洲電機（株）関西支社と契約す
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19456
コマツ西日本（株）
福岡県久留米市宮ノ陣町若
松１－４５

３０００立級消防車１２ヶ月定期
点検整備

鹿児島空港事務所長　猪瀬
俊和　鹿児島県姶良郡溝辺
町麓８３８

H18.2.23 3,097,500

コマツ西日本（株）との間で締結している３０００立級消防車１
２ヶ月定期点検整備については、本車両のシャーシ及び車
体は、株式会社小松製作所が設計製作したものであり、指
定業者はその設計製作会社の整備部門を担当している会社
である。本整備は車両の構成及び機能に関する十分な知
識、経験並びに高度な技術力が必要であるため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19457

サンワコムシスエンジニアリ
ング（株）
東京都目黒区青葉台３－６－
１７

ローカライザー受信機
熊本空港事務所長　西野　輝
雄　熊本県上益城郡益城町
大字小谷

H18.2.23 2,926,350

サンワコムシスエンジニアリング（株）との間で締結している
ローカライザー受信機については、左記業者は、ローカライ
ザー点検における測定データをパソコン等の外部機器に出
力可能な受信機を製造できる唯一の製造業者である日本電
気（株）の代理店であり、調達できる者が他にいないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19458
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

那覇空港無停電電源装置点検
整備

那覇空港事務所長　松浦　淳
一　沖縄県那覇市安次嶺５３
１－１

H18.2.23 9,975,000

（株）東芝との間で締結している那覇空港無停電電源装置点
検整備については、左記業者は、当該装置の設計・製造業
者であり、航空局仕様にて製作された当該装置を運用に支
障をきたさないよう限られた時間内に実施し、且つ不慮の部
品交換にも迅速な対応が可能である唯一の業者であるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19459
東芝電機サービス（株）
東京都新宿区西新宿２－７－
１

電源局舎発電設備制御盤点検
整備

大分空港事務所　菅野　顕
大分県国東市武蔵町糸原字
大海田

H18.2.24 2,310,000

東芝電機サービス（株）との間で締結している電源局舎発電
設備制御盤点検整備については、本請負の対象設備は、
（株）東芝製で、設備の構造及び性能を熟知し、保守点検に
必要な知識、技術を有し、迅速かつ完全に整備でき、信頼性
を保つことができるのは、当該装置製造者である（株）東芝
の保守専門会社である業者以外に他はない。（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)

19460
ニッタン（株）
東京都渋谷区幡ヶ谷１－１１
－６

消防用設備等点検作業
鹿児島空港事務所長　猪瀬
俊和　鹿児島県姶良郡溝辺
町麓８３８

H18.2.24 1,155,000

ニッタン（株）との間で締結している消防用設備等点検作業
については、本装置の設計及び製造を行った者以外の者が
実施した場合は、効率性、信頼性等との観点から、その作業
に膨大な時間と要員が必要となる。また、正常な運用に支障
を来す恐れがあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19461

ヤンマーエネルギーシステム
（株）
大阪府大阪市北区大淀中５
－１２－３９

串本VORTAC施設耐雷ﾄﾗﾝｽﾊﾞｲ
ﾊﾟｽ回路工事

関西空港事務所長　谷　寧久
大阪府泉南郡田尻町泉州空
港中1

H18.2.24 8,610,000

ヤンマーエネルギーシステム（株）との間で締結している串
本VORTAC施設耐雷ﾄﾗﾝｽﾊﾞｲﾊﾟｽ回路工事については、本
作業を履行するにあたっては、発電装置に熟知しているこ
と、運用に影響を与えるので短期間で作業を実施できるこ
と、問題が生じた場合早急に問題点等を解明し対処できるこ
とが条件になるが、これらの条件を具備しているのは標記業
者以外にはないため、標記業者と随意契約を締結したもの
である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19462
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

那覇空港第２ＡＳＲ無停電電源
装置改修工事

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.2.27 28,350,000

（株）東芝との間で締結している那覇空港第２ＡＳＲ無停電電
源装置改修工事については、無停電源装置を改修するもの
である。本装置は、製造した業者の独自の技術により構成さ
れており、改修は装置の基本性能に関わる部分について実
施するため、装置の構成に関する詳細な技術を有し、十分な
教育訓練を受けた技術者が必要となる。この条件を満たし、
障害発生時の責任の明確化もふまえ、履行することができる
のは本装置の製造業者である当該業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19463
日本無線（株）
東京都三鷹市下連雀５－１－
１

下地島ＡＳＲロータリージョイント
オーバーホール作業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.2.27 6,195,000

日本無線（株）との間で締結している下地島ＡＳＲロータリー
ジョイントオーバーホール作業については、本装置の構成及
び性能を十分に熟知し、調整に必要な知識、技術力を十分
に有していること、 本装置の調整についての経験を有し、限
られた期間内で実施可能なものであること、調整の良否に起
因する問題が発生した場合、素早い問題点の探求と対応が
実施可能であること。契約の目的を履行するには以上の条
件を満たす必要があり、本装置の設計製造請負業者以外に
ないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19464
大和不動産鑑定（株）
大阪府大阪市中央区谷町３
－６－４

福岡空港外２空港建物鑑定評
価等

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.2.27 3,130,995

大和不動産鑑定（株）との間で締結している福岡空港外２空
港建物鑑定評価等については、不動産鑑定にあたり、公共
事業に係るその報酬額については「公共事業に係る不動産
鑑定報酬基準」によって定められており、その報酬額は鑑定
評価結果によりどの業者に依頼しても同額である。左記相手
方は、当局において多くの実績があり、また本社が当局の近
隣地にあり、当局担当者との調整等において迅速な対応が
可能であり、かつ本件鑑定地周辺事情に精通しているため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19465
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

ＨＤＤ部（4YA6018-2477G1）１式
外１２点修理

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.2.27 2,289,000

沖電気工業（株）との間で締結しているＨＤＤ部（4YA6018-
2477G1）１式外１２点修理については、現在運用中の通信機
器の構成品であり、汎用性が極めて低い特殊な物品である
ので、製造業者である左記相手方以外では実施することが
不可能なため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19466
金城電気工事（株）
沖縄県那覇市安里３－６－２
９

那覇空港第２ＡＳＲ／ＳＳＲ・ＴＸ
局舎用受配電設備機器設置そ
の他工事

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.2.27 40,950,000

金城電気工事（株）との間で締結している那覇空港第２ＡＳＲ
／ＳＳＲ・ＴＸ局舎用受配電設備機器設置その他工事につい
ては、再入札に付しても落札者がいなかったため。（会計法
第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19467
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

平成１７年度大阪空港無停電電
源設備他点検整備

大阪空港事務所長　和田　孝
二　大阪府豊中市蛍池西町３
－３７１

H18.2.27 10,290,000

（株）東芝との間で締結している平成１７年度大阪空港無停
電電源設備他点検整備については、本装置は航空局仕様
に適合すべく制作者独自の技術により設計・製造したもので
あり、本整備は装置の基本性能に係わる部分について実施
するものでその実施に際しては機能・構造に熟知した技術者
が行う必要があり、整備の良否判定についても当該装置に
関する専門的な製造メーカー、技術者しか実施できず責任
の所在が明確にできるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19468
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

国有財産管理システム改修作
業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.2.28 9,000,000

沖電気工業（株）との間で締結している国有財産管理システ
ム改修作業については、５年毎に行なわれる国有財産台帳
価格改定のため、国有財産管理システムの改修等を行うも
のであり、当該システムは、左記相手方がソフト開発、システ
ム構築したものであり、システムについて熟知、精通しており
緊急時においても即座に対応可能な唯一の業者であるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19469
中日本航空（株）
愛知県西春日井郡豊山町大
字豊場字殿釜２

航空障害標識管理ｼｽﾃﾑ作成作
業

大分空港事務所　菅野　顕
大分県国東市武蔵町糸原字
大海田

H18.2.28 2,677,500

中日本航空（株）との間で締結している航空障害標識管理ｼ
ｽﾃﾑ作成作業については、本システムの構成及び性能を熟
知し、システム構築に必要な知識、技術を有し、信頼性を保
つことができるのは当該業者以外に他はない。（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)

19470
（株）有電社
東京都渋谷区千駄ヶ谷１－５
－６

徳島空港エプロン照明灯昇降装
置保守点検作業

徳島空港事務所長　川勝　俊
英　徳島県板野郡松茂町笹
木野

H18.3.1 1,522,500

（株）有電社との間で締結している徳島空港エプロン照明灯
昇降装置保守点検作業については、本装置は東芝ライテッ
ク（株）が製造したものであり、本作業は、本装置の機能・特
性を十分理解したものでなければ実施できない特殊な技術
を必要とする。製造元以外が実施した場合、効率性、信頼性
等の観点から作業に膨大な時間を要するとともに、正常な運
用に支障を及ぼすおそれがあるため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19471
中央不動産鑑定（有）
福岡県福岡市中央区平尾４
－９－２７

福岡空港用地鑑定評価
大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.3.2 2,999,850

中央不動産鑑定（有）との間で締結している福岡空港用地鑑
定評価については、福岡空港用地はその約１／３が民有地
で占められており、地主との間において、毎年用地賃貸借及
び買収契約を締結しているため、空港用地を鑑定評価し、不
動産価値を把握する必要がある。空港用地はその特殊性か
ら、鑑定事例が少なく、評価を行なうにあたっては複雑・困難
と考えられるため、不動産鑑定士の専門的知識・経験に加
え、空港用地という特殊性を深く理解し、精通している事業
者でなければならない。左記相手方は地元の土地事情に精
通し、且つ長年における空港用地の不動産鑑定評価実績か
ら、その特殊性を深く理解している事業者であるため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
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称及び所在地

19472
（株）コムディア
福岡県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

北九州空港事務所長　谷本
章二　福岡県北九州市小倉
南区大字曽根2648

H18.3.2 2,709,525

（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
念式典業務については、本式典は大阪航空局及び地方整
備局が共催する式典である。本式典は新北九州空港開港関
連行事実行委員会で選出された左記業者が業務を一括して
請け負っており、当事務所担当分の業務についても左記業
者に行わせることで障害なく式典を実施できるため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19473

サンワコムシスエンジニアリ
ング（株）
東京都目黒区青葉台３－６－
１７

ＭＳＡＳ用電源装置８年定期点
検整備作業

神戸航空衛星センタ－所長
鏡　弘義　神戸市西区井吹台
東町７－６－２

H18.3.2 1,417,500

サンワコムシスエンジニアリング（株）との間で締結している
ＭＳＡＳ用電源装置８年定期点検整備作業については、ＭＳ
ＡＳ－９６／ＭＳＡＳ－９６Ｂ型運輸多目的衛星用衛星航法補
強システムの無停電電源装置の定期点検整備を行うもので
ある。本作業にあたっては、ＭＳＡＳシステムを稼働させた状
態で実施するため、機器性能に影響を与えることのないよう
システム全体の構成を熟知していることが必要不可欠であ
る。本装置の製造、開発、設置等を行った日本電気株式会
社に実施させるところであるが、先との契約行為全般に関し
唯一委託を受けている左記業者を指定する。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19474
中日本航空（株）
愛知県西春日井郡豊山町大
字豊場字殿釜２

航空障害標識システム改修作
業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.3.3 3,255,000

中日本航空（株）との間で締結している航空障害標識システ
ム改修作業については、既存システムのプログラムを細部
にわたり熟知している必要があり、左記相手方はシステムを
構築した者であり、その構成プログラムを細部にわたり熟知
し、短期間で確実に実施できる唯一の業者であるため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19475
ＮＥＣ東芝スペースシステム
（株）
東京都府中市日新町１－１０

アンテナ制御部（SS8432A-
TOS）２式外４点修理

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.3.6 13,440,000

ＮＥＣ東芝スペースシステム（株）との間で締結しているアン
テナ制御部（SS8432A-TOS）２式外４点修理については、本
装置の構成及び性能を十分に熟知し、修理に必要な知識、
技術力を十分に有していること、 本装置の修理についての
経験を有し、限られた期間内で実施可能なものであること、
修理の良否に起因する問題が発生した場合、素早い問題点
の探求と対応が実施可能であること。契約の目的を履行す
るには以上の条件を満たす必要があり、本装置の設計製造
請負業者以外にないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19476
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

広島ＡＳＲロータリージョイント等
交換その他作業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.3.6 6,090,000

日本電気（株）との間で締結している広島ＡＳＲロータリージョ
イント等交換その他作業については、本装置の構成及び性
能を十分に熟知し、調整に必要な知識、技術力を十分に有
していること、 本装置の調整についての経験を有し、限られ
た期間内で実施可能なものであること、調整の良否に起因
する問題が発生した場合、素早い問題点の探求と対応が実
施可能であること。契約の目的を履行するには以上の条件
を満たす必要があり、本装置の設計製造請負業者以外にな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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19477
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

壱岐空港外１ヶ所ＲＣＭ装置そ
の他調整作業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.3.6 2,415,000

沖電気工業（株）との間で締結している壱岐空港外１ヶ所ＲＣ
Ｍ装置その他調整作業については、本装置の構成及び性能
を十分に熟知し、調整に必要な知識、技術力を十分に有して
いること、 本装置の調整についての経験を有し、限られた期
間内で実施可能なものであること、調整の良否に起因する
問題が発生した場合、素早い問題点の探求と対応が実施可
能であること。契約の目的を履行するには以上の条件を満
たす必要があり、本装置の設計製造請負業者以外にないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19478
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

非常用ターミナルレーダー管制
装置診断作業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.3.6 1,837,500

日本電気（株）との間で締結している非常用ターミナルレー
ダー管制装置診断作業については、本装置の構成及び性能
を十分に熟知し、調整に必要な知識、技術力を十分に有して
いること、 本装置の調整についての経験を有し、限られた期
間内で実施可能なものであること、調整の良否に起因する
問題が発生した場合、素早い問題点の探求と対応が実施可
能であること。契約の目的を履行するには以上の条件を満
たす必要があり、本装置の設計製造請負業者以外にないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19479

エムイーシーエンジニアリン
グサービス（株）
広島県広島市中区江波沖町
５－１

管制塔制振装置その他点検保
守

関西空港事務所長　谷　寧久
大阪府泉南郡田尻町泉州空
港中1

H18.3.6 2,000,250

エムイーシーエンジニアリングサービス（株）との間で締結し
ている管制塔制振装置その他点検保守については、本作業
において点検する各装置は当事務所用に製作したものであ
り、性能を維持するためには設計当初より各装置の開発・製
作等に携わり、装置の詳細な機能を把握している標記業者
に行わせることが必要であるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19480
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

平田RCM装置調整作業
平田航空路監視レーダー事
務所長　安里　安和　島根県
出雲市平田町字古川２４１９

H18.3.7 2,870,700

沖電気工業（株）との間で締結している平田RCM装置調整作
業については、RCM装置が正常に動作するよう調整を行うも
のであり、本調整の良否は当該機器の性能に重大な影響を
与え、今後の正常な運用を左右するものである。当該装置を
設計製造した者以外に請負わせると、運用上、重大な支障
が生ずるおそれがあるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19481
中日本航空（株）
愛知県西春日井郡豊山町大
字豊場字殿釜２

航空障害標識管理システム作
成作業

松山空港事務所長　角谷　政
美　愛媛県松山市南吉田町

H18.3.7 2,625,000

中日本航空（株）との間で締結している航空障害標識管理シ
ステム作成作業については、松山空港が管理する航空障害
標識管理台帳をパーソナルコンピュータにおいて管理できる
システムの作成作業であり、大阪航空局の航空障害標識管
理システムとデータの共有を行い航空障害標識の管理を効
率的に行うものである。よって、当該システムの構成を熟知
し大阪航空局航空障害標識管理システムの製造メーカーで
ある左記業者を指定する。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19482
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

データ収集解析装置２式購入
大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.3.8 12,467,700

（株）東芝との間で締結しているデータ収集解析装置２式購
入については、既存の航空保安無線装置と正常に連接する
ことが必要不可欠であり、当該装置の設計製造請負業者以
外調達できないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19483
応用地質（株）
東京都千代田区九段北４－２
－６

旧名古屋空港移転補償跡地埋
設物調査

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.3.8 4,305,000

応用地質（株）との間で締結している旧名古屋空港移転補償
跡地埋設物調査については、当該地は一般競争入札により
売却を予定しているが、埋設物が確認された場合、財務局
に処分依頼を行なう際に埋設物の数量等を推定する必要が
あるため、当該地において重機掘削により、埋設物の調査を
行うものである。左記相手方は、現在当該調査地の土壌汚
染に係る資料等調査を請負い、関係資料を多数有しており、
また土壌汚染に係る現地調査等で本件土地の状況及び隣
接者との調整がなされており、他の業者と契約した場合と比
して経費と時間の節約が可能であるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19484
明星電気（株）
東京都文京区小石川２－５－
７

福岡空港ＷＲＵ装置調整作業
大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.3.8 1,050,000

明星電気（株）との間で締結している福岡空港ＷＲＵ装置調
整作業については、本装置の構成及び性能を十分に熟知
し、調整に必要な知識、技術力を十分に有していること、 本
装置の調整についての経験を有し、限られた期間内で実施
可能なものであること、調整の良否に起因する問題が発生し
た場合、素早い問題点の探求と対応が実施可能であること。
契約の目的を履行するには以上の条件を満たす必要があ
り、本装置の設計製造請負業者以外にないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19485
中日本航空（株）
愛知県西春日井郡豊山町大
字豊場字殿釜２

航空障害標識管理システム作
成作業

関西空港事務所長　谷　寧久
大阪府泉南郡田尻町泉州空
港中1

H18.3.8 2,625,000

中日本航空（株）との間で締結している航空障害標識管理シ
ステム作成作業については、当該システムの構成及び性能
を十分熟知し、システムに必要な知識、技術力を有している
必要があるが、これらの条件を具備しているのは当該システ
ム開発者である標記業者以外にないため、標記業者と随意
契約を締結したものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19486
（株）山武
東京都千代田区丸の内２－７
－３

セキュリティシステムＭＣＵ等修
理

神戸航空衛星センタ－所長
鏡　弘義　神戸市西区井吹台
東町７－６－２

H18.3.8 2,047,500

（株）山武との間で締結しているセキュリティシステムＭＣＵ等
修理については、当所のセキュリティシステムは、（株）山武
が製造したシステムであり、回路及び構造等の構成は独自
な点が多く、セキュリティシステムの知識を備えた同業者が
行うことにより、確実な作業が出来る。よって、（株）山武と随
意契約を結ぶものである。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19487
空港施設（株）
東京都大田区羽田空港１－６
－５

大阪国際空港上下水道施設取
水弁取替作業

大阪空港事務所長　和田　孝
二　大阪府豊中市蛍池西町３
－３７１

H18.3.9 1,386,000

空港施設（株）との間で締結している大阪国際空港上下水道
施設取水弁取替作業については、左記業者は、空港内にお
いて給水施設管理業の構内営業承認をうけ当該上下水道
施設の管理を行っているため、当該施設に精通し作業を迅
速かつ確実に実施でき管理責任の一元化を図ることが出来
る唯一の者である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19488
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

ＡＲＳＲ熱交換装置フロースイッ
チ交換調整作業

土佐清水航空路監視レー
ダー事務所長　高橋　宏　高
知県土佐清水市西町５－４

H18.3.9 2,205,000

（株）東芝との間で締結しているＡＲＳＲ熱交換装置フロース
イッチ交換調整作業については、当該発電設備の設計及び
製造者を行った者以外の者が実施した場合は、効率性・信
頼性等の観点からその点検に膨大な時間と要員が必要とな
り、また正常な運用に支障をきたす恐れがある。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19489
中日本航空（株）
愛知県西春日井郡豊山町大
字豊場字殿釜２

航空障害標識管理システム作
成作業

那覇空港事務所長　松浦　淳
一　沖縄県那覇市安次嶺５３
１－１

H18.3.9 2,751,000

中日本航空（株）との間で締結している航空障害標識管理シ
ステム作成作業については、左記業者は、当該システムを
唯一製作している業者であり、この業者以外に実施すること
が出来ないため。（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)

19490
大和不動産鑑定（株）
大阪府大阪市中央区谷町３
－６－４

福岡空港外場外用地鑑定評価
大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.3.10 16,507,155

大和不動産鑑定（株）との間で締結している福岡空港外場外
用地鑑定評価については、不動産鑑定にあたり、公共事業
に係るその報酬額については「公共事業に係る不動産鑑定
報酬基準」によって定められており、その報酬額は鑑定評価
結果によりどの業者に依頼しても同額である。左記相手方
は、当局において多くの実績があり、また本社が当局の近隣
地にあり、当局担当者との調整等において迅速な対応が可
能であり、かつ本件鑑定地周辺事情に精通しているため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19491
空港エンジニアリング（株）
大阪府豊中市蛍池西町３－５
５５

神戸空港無線関係施設原簿等
作成業務

大阪空港事務所長　和田　孝
二　大阪府豊中市蛍池西町３
－３７１

H18.3.10 1,785,000

空港エンジニアリング（株）との間で締結している神戸空港無
線関係施設原簿等作成業務については、左記業者は神戸
空港の無線工事の設計に係わっており、また設置工事の施
工管理業務に携わっているため設計時の図面や資料を持っ
ており設置工事の実施内容を把握しているため、著しく有利
な価格で契約する頃が可能なため。（会計法第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)

19492
（株）伸和設備事務所
東京都港区新橋２－１１－９
はとやビル

高知空港航空灯火・電気施設現
況図作成

高知空港事務所長　堤　清
高知県南国市物部

H18.3.10 1,680,000

（株）伸和設備事務所との間で締結している高知空港航空灯
火・電気施設現況図作成については、構図・構成及び表現
等において特殊な知識を必要とし、また既存図面の修正及
び整備工事等による図面追加を行うものであり、本業者は当
空港整備工事の設計及び施工管理の実績がある唯一の業
者である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19493
中日本航空（株）
愛知県西春日井郡豊山町大
字豊場字殿釜２

航空障害標識管理システム作
成作業

高松空港事務所長　宍戸　文
雄　香川県高松市香南町由
佐3473-3

H18.3.10 2,100,000

中日本航空（株）との間で締結している航空障害標識管理シ
ステム作成作業については、左記業者は、当該システムを
唯一製作している業者であり、この業者以外に実施すること
が出来ないため。（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)

19494
コマツ中国（株）
広島県広島市佐伯区藤垂園
７－３１

6000立級化学消防車（福山800
は284）車検整備

広島空港事務所長　尾形　修
広島県三原市善入寺字平岩
64-34

H18.3.10 1,550,000

コマツ中国（株）との間で締結している6000立級化学消防車
（福山800は284）車検整備については、当該消防車は株式
会社小松製作所により設計及び製作されたものであり、コマ
ツ中国株式会社は同社の指定サービス工場である。また、
車両の構造及び整備に関し十分な知識と経験を有しており、
短期間での整備が可能であるため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19495
日本コムシス（株）
東京都港区高輪３－２３－１
４

那覇空港Ｖ－ＬＡＮ構築作業
那覇空港事務所長　松浦　淳
一　沖縄県那覇市安次嶺５３
１－１

H18.3.13 3,047,100

日本コムシス（株）との間で締結している那覇空港Ｖ－ＬＡＮ
構築作業については、離島施設の遠隔監視制御回線に不
具合が生じているため緊急にＶ－ＬＡＮを構築するものであ
る。左記業者はＶ－ＬＡＮ等の構成及び性能を十分に熟知
し、交換部品の手配等迅速な対応が可能等限られた時間の
中で条件を満たす唯一の業者であるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19496
（株）ニチベイ沖縄
沖縄県中頭郡西原町字小那
覇1274

ロールスクリーン４枚外１点
那覇空港事務所長　松浦　淳
一　沖縄県那覇市安次嶺５３
１－１

H18.3.13 1,692,432

（株）ニチベイ沖縄との間で締結しているロールスクリーン４
枚外１点については、運航情報官運用室において、滑走路
等を目視することにより飛行場管理業務を円滑に実施する
為に必要なものである。他空港での実績もあり沖縄県内で
製造販売を行っているのは当該業者のみである。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19497
明星電気（株）
東京都文京区小石川２－５－
７

小松空港外４か所空港気象表
示装置等性能向上

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.3.14 2,205,000

明星電気（株）との間で締結している小松空港外４か所空港
気象表示装置等性能向上については、当該施設を稼働させ
るソフトウェア、ハードウェア及び業務内容について十分に熟
知していなければならず、本装置は左記相手方によって製
造されたものであり、本作業を円滑且つ確実に実施できるの
は左記相手方以外にいないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19498
ＮＥＣ東芝スペースシステム
（株）
東京都府中市日新町１－１０

神戸ＴＴＣシステムＵＰＳ交換そ
の他作業

神戸航空衛星センタ－所長
鏡　弘義　神戸市西区井吹台
東町７－６－２

H18.3.14 1,638,000

ＮＥＣ東芝スペ－スシステム（株）との間で締結している神戸
ＴＴＣシステムＵＰＳ交換その他作業については、当該作業を
安全・確実に実施するため、請負者には以下の条件が求め
られる。１．ＴＴＣ設備及びＵＰＳ装置の構成・構造を熟知し、
作業に必要な知識、技術力を十分に有していること。２．作
業に関する十分な経験と実績を持っていること。３．当該作
業はＴＴＣ装置の運用を中断することなく行えること。これら
の条件を具備しているのは、当該装置の設計・製造請負者
であるＮＥＣ東芝スペースシステム株式会社以外他にできる
ものはない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)
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19499
（株）有電社
東京都渋谷区千駄ヶ谷１－５
－６

長崎空港情報処理装置修繕
長崎空港事務所長　大塚　憲
郎　長崎県大村市箕島町５９
３－２

H18.3.14 2,940,000

（株）有電社との間で締結している長崎空港情報処理装置修
繕については、東芝（株）の製品であり左記業者は、保守点
検業務を年度を通じて委任されており、機器の機能を熟知し
た技術者を有するため本作業を確実にできるため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19500
東芝ライテック（株）
東京都品川区東品川４－３－
１

航空灯火整備作業所機器点検
整備

福岡空港事務所長　中谷　信
一　福岡県福岡市博多区上
臼井字屋敷２９５

H18.3.14 1,239,000

東芝ライテック（株）との間で締結している航空灯火整備作業
所機器点検整備については、本装置は東芝ライテック（株）
が製造したものであり、本作業は、本装置の機能・特性を十
分理解したものでなければ実施できない特殊な技術を必要
とする。製造元以外が実施した場合、効率性、信頼性等の
観点から作業に膨大な時間を要するとともに、正常な運用に
支障を及ぼすおそれがあるため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19501
中日本航空（株）
愛知県西春日井郡豊山町大
字豊場字殿釜２

宮崎空港管内航空障害標識管
理システム作成作業

宮崎空港事務所長　梶野　髙
宮崎県宮崎市大字赤江無番
地

H18.3.14 2,709,000

中日本航空（株）との間で締結している宮崎空港管内航空障
害標識管理システム作成作業については、大阪航空局飛行
場部電気課で運用している航空障害標識管理システムと同
システムを作成し、技術管理保守システムにて大阪航空局と
宮崎空港事務所の航空障害標識等の情報を共有するもの
である。大阪航空局の航空障害標識管理システムは中日本
航空（株）が設計・作成したものであり、同社独自のシステム
で構成されているので、他社では同システムを作成できな
い、同社は、航空障害標識管理システムの構成及び性能を
熟知した技術者を有するため、本作業を確実に実施すること
ができるとともに、システム導入後における不具合等に対処
することができる。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19502

サンワコムシスエンジニアリ
ング（株）
東京都目黒区青葉台３－６－
１７

壱岐空港ＲＡＧ空港用ＩＴＶ装置
等調整作業

大阪航空局長　茨木　康男
大阪市中央区大手前４－１－
７６

H18.3.15 1,680,000

サンワコムシスエンジニアリング（株）との間で締結している
壱岐空港ＲＡＧ空港用ＩＴＶ装置等調整作業については、当該
施設を稼働させるソフトウェア、ハードウェア及び業務内容に
ついて十分に熟知していなければならず、本装置は左記相
手方によって製造されたものであり、本作業を円滑且つ確実
に実施できるのは左記相手方以外にいないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施(19年度以
降に公募手続きを行
う)

19503

ヤンマーエネルギーシステム
（株）
大阪府大阪市北区大淀中５
－１２－３９

平成17年度美保VORTAC局舎
発電設備点検整備

美保空港事務所長　白仁田
敏昭　鳥取県境港市佐斐神
町２０６４

H18.3.15 1,627,500

ヤンマーエネルギーシステム（株）との間で締結している美
保VORTAC局舎発電設備点検整備については、当該発電設
備の構造及び性能を熟知した専門の技術を有した者でなけ
れば実施出来ず、契約の性質又は目的が競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)
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19504
中日本航空（株）
愛知県西春日井郡豊山町大
字豊場字殿釜２

航空障害標識管理システム作
成作業

長崎空港事務所長　大塚　憲
郎　長崎県大村市箕島町５９
３－２

H18.3.17 2,730,000

中日本航空（株）との間で締結している航空障害標識管理シ
ステム作成作業については、既存システムのプログラムを細
部にわたり熟知している必要があり、左記相手方はシステム
を構築した者であり、その構成プログラムを細部にわたり熟
知し、短期間で確実に実施できる唯一の業者であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19505
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門１－７－１
２

物品管理システム改修作業一
式

中部空港事務所長　武田洋
樹　愛知県常滑市セントレア
１－１

H18.3.20 1,596,000

沖電気工業（株）との間で締結している物品管理システム改
修作業一式については、現在、１８年度運用開始に向け作
業中である物品管理システムについて、当所の要求する機
能追加を行い、より効率的なシステムの構築を図る必要が
ある。同システムは沖電気工業（株）製品であり、システムの
改修は同社しか行うことが出来ない。（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)

19506
（財）沖縄電気保安協会
沖縄県那覇市西３－８－２１

那覇空港無線及び照明用高圧
制御盤点検整備作業

那覇空港事務所長　松浦　淳
一　沖縄県那覇市安次嶺５３
１－１

H18.3.20 1,050,000

（財）沖縄電気保安協会との間で締結している那覇空港無線
及び照明用高圧制御盤点検整備作業については、左記業
者は、当該作業に従事する有資格者を必要人数有し、電気
保安に関する知識・技術力があり、限られた時間内で作業
ができ、公共電気設備の点検等も多数実績があり、本作業
を実施できる者が左記相手方以外にないため。（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)

19507
東芝ライテック（株）
東京都品川区東品川４－３－
１

那覇空港エプロン照明灯監視制
御盤改良工事

那覇空港事務所長　松浦　淳
一　沖縄県那覇市安次嶺５３
１－１

H18.3.20 3,990,000

東芝ライテック(株)との間で締結している那覇空港エプロン
照明灯監視制御盤改良工事については、左記業者は、当該
装置の製造者であり、構成及び性能を総合的に熟知し、必
要な知識・技術力を有し、当該工事を限られた時間内に迅速
に実施できる唯一の業者であるため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19508

サンワコムシスエンジニアリ
ング（株）
東京都目黒区青葉台３－６－
１７

無停電電源装置バッテリ交換作
業

福岡空港事務所長　中谷　信
一　福岡県福岡市博多区上
臼井字屋敷２９５

H18.3.22 1,470,000

サンワコムシスエンジニアリング（株）との間で締結している
無停電電源装置バッテリ交換作業については、当該装置は
CＡDINデータ端末の一部であり、本装置に障害等発生した
場合、航空機の運航に重大な影響を及ぼすおそれがある。
本作業はこれらの事態を避けるため実施するものであり、作
業実施にあたり総合的高度な専門知識と経験が要求される
ことから、本装置の設計及び製造を行った者以外実施できな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(19年
度以降に一般競争入
札に移行)

19509
（株）九州テン
長崎県佐世保市柚木元町２３
６０

無停電電源装置６台外４点
那覇空港事務所長　松浦　淳
一　沖縄県那覇市安次嶺５３
１－１

H18.3.27 1,890,000

（株）九州テンとの間で締結している無停電電源装置６台外
４点については、現在使用している装置は経年劣化が激しく
緊急に交換が必要であり、過去の実績・在庫の保有状況を
踏まえ当該業者を選出した。（会計法第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)



19510
日本電子計算機㈱
東京都千代田区丸の内３－４
－１

スーパーコンピュータシステム借
用

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 1,080,734,000
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、日本電子計算機（株）であ
り、競争を許さないため。（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
契約を行う）

19511
日本電子計算機㈱
東京都千代田区丸の内３－４
－１

スーパーコンピュータシステム借
用（衛星データ処理業務分）

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 530,787,600
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、日本電子計算機（株）であ
り、競争を許さないため。（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
契約を行う）

19512
ＮＥＣリース（株）
埼玉県さいたま市大宮区桜
木町１－１０－１７

スーパーコンピュータシステ
ムの借用

気象研究所長　藤谷德之助
茨城県つくば市長峰１-１

H17.4.1 408,240,000
ＮＥＣ（株）との間で締結している借用については、前年度に
引き続き継続賃借するものであり、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

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
為を活用し複数年契
約を行う）

19513
日本電子計算機㈱
東京都千代田区丸の内３－４
－１

地震活動等総合監視システム
借用

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 161,280,000
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、日本電子計算機（株）であ
り、競争を許さないため。（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
契約を行う）

19514
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－４
－１

静止気象衛星５号衛星管制・画
像取得制御装置の借用

気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２３５

H17.4.1 89,775,000

日本電子計算機（株）との間で締結している、静止気象衛星
５号衛星管制・画像取得制御装置の借用については、前年
度に引き続き継続賃借するもので、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

19515
日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋二丁目１５
番１２号

大阪管内気象資料伝送網端末
システム借用（リース）

大阪管区気象台長
小佐野愼悟
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.4.1 86,576,712

日立キャピタル（株）との間で締結している借用については、
気象資料伝送網端末システムの賃貸借をするためのもので
あり、同社は複数年契約を前提としたリース契約の競争入
札での落札業者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

19516
松下リース・クレジット（株）
東京都北区王子一丁目１２番
４号

地震津波監視システム借用
福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.4.1 80,262,000

松下リース・クレジット（株）との間で締結している借用につい
ては、地震津波監視装置の賃貸借をするものである。同社
は複数年契約を前提としたリース契約の競争入札での落札
業者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19517
住信・松下ファイナンシャル
サービス㈱
東京都北区王子１－１２－４

地震津波監視システムの借用
（大阪管区気象台分）

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 77,931,000

本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、住信・松下ファイナンシャ
ルサービス（株）であり、競争を許さないため。（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
契約を行う）

19518
住信・松下ファイナンシャル
サービス㈱
東京都北区王子１－１２－４

地震津波監視システムの借用
（沖縄気象台分）

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 77,049,000

本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、住信・松下ファイナンシャ
ルサービス（株）であり、競争を許さないため。（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
契約を行う）

19519
日本電子計算機㈱
東京都千代田区丸の内３－４
－１

通信処理システム借用
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 73,290,752
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、日本電子計算機（株）であ
り、競争を許さないため。（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

19520
松下リースクレジット（株）
東京都北区王子１－１２－４

地震津波監視システム借用　１
式

札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.4.1 67,394,250

松下リース・クレジット（株）との間で締結している借用につい
て は、前年度に引き続き継続賃借するものであるが、本機
器を賃借することができるものは同社しかいない。（会計法
第29条の3第4項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（２０
年度に一般競争入札
を行い次年度以降
は、国庫債務負担行
為を活用し複数年契
約を行う）

19521
東芝ファイナンス（株）
東京都中央区銀座五丁目２
番１号

レーダーエコーデジタル化装置
借用（リース）

大阪管区気象台長
小佐野愼悟
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.4.1 61,614,000

東芝ファイナンス（株）との間で締結している借用について
は、レーダーエコーデジタル化装置の賃貸借をするためのも
のであり、同社は複数年契約を前提としたリース契約の競争
入札での落札業者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

19522
日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋二丁目１５
番１２号

端末システム借用
福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.4.1 55,431,915

日立キャピタル（株）との間で締結している借用については、
端末システムの賃貸借をするものである。同社は複数年契
約を前提としたリース契約の競争入札での落札業者である
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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



講ずる措置 備考契約を締結した日
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（円）

随意契約によることとした理由
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19523
富士通エフ・アイ・ピー㈱
東京都港区芝浦１－２－１

衛星データ解析処理装置保守
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 55,302,500

富士通エフ・アイ・ピー（株）との間で締結している本業務に
ついては、衛星データ解析処理装置の保守を実施するもの
である。本装置は平成14年度の入札により同社がソフトウエ
アを含め独自に開発製作した装置であり、本装置の故障時
緊急修理と保守作業を行い、本装置の性能を維持するため
には、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作
権を有した製作業者でなければ対応は不可能であり、競争
を許さないため。なお、本件は政府調達に関する協定の一
連の手続きに基づき官報にて随意契約締結前に公示を行っ
ている。（会計法第２９条の３第４項）（特例政令第１３条第１
項第２号）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）

19524

ジーイーキャピタルリーシン
グ（株）
東京都港区白金台三丁目２
－１０

レーダーエコーデジタル化装置
借用

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.4.1 51,258,900

ジーイーキャピタルリーシング（株）との間で締結している借
用については、レーダーエコーデジタル化装置の賃貸借をす
るものである。同社は複数年契約を前提としたリース契約の
競争入札での落札業者であるため。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり

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

19525
芙蓉総合リース㈱
東京都千代田区岬町３－３－
２３

地方文書管理システム借用
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 48,729,240
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、芙蓉総合リース（株）であ
り、競争を許さないため。（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
契約を行う）

19526
（株）日立製作所
大阪市住之江区南港東八丁
目３番４５号

大阪管内気象資料伝送網端末
システム保守点検

大阪管区気象台長
小佐野愼悟
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.4.1 40,285,898

（株）日立製作所　との間で締結している本業務については、
同社は、気象資料伝送網端末システムを開発した唯一の業
者であり、同システムの性能を維持するためには同社以外
に同システムに関し同等の知識・技術力を有する者が存在
しないため。
なお、本件は政府調達に関する協定の一連の手続きに基づ
き官報にて随意契約締結前に公示を行っている。
（会計法第29条の3第4項）　（特例政令第13条第1項第2号）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19527
日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１

地震活動等総合監視システム
のソフトウエアサポート及び運用
支援

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 40,194,000

日本電気（株）との間で締結している本業務については、地
震活動等総合監視システムのソフトウェアサポート及び運用
支援を実施するものである。本システム装置は平成15年度
の入札で同社がソフトウェアを含め独自に開発製作したもの
であり、本装置のソフトウェアサポートと運用支援を行い、本
装置の性能を維持するためには、装置全般についてハード・
ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対
応は不可能である。また、同装置整備時の入札条件がソフト
ウェアサポートと運用支援等を含めた総合評価方式であり、
競争を許さないため。なお、本件は政府調達に関する協定
の一連の手続きに基づき官報にて随意契約締結前に公示を
行っている。（会計法第２９条の３第４項）（特例政令第１３条
第１項第２号）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）
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19528
日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１

気象データ収集提供装置運用
支援及び保守作業

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 39,900,000

日本電気（株）との間で締結している本業務については、気
象データ収集提供装置運用支援及び保守作業を実施するも
のである。本装置は平成12年度の入札により同社がソフトウ
エアを含め独自に開発製作した装置であり、本装置の運用
支援と保守作業を行い、本装置の性能を維持するために
は、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権
を有した製作業者でなければ対応は不可能である。また、入
札時の技術審査で運用支援と保守作業を必須要件としてい
たものであり、競争を許さないため。なお、本件は政府調達
に関する協定の一連の手続きに基づき官報にて随意契約締
結前に公示を行っている。（会計法第２９条の３第４項）（特例
政令第１３条第１項第２号）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）

19529
シャープファイナンス(株)
東京都新宿区市谷八幡町８
番地

地上気象観測装置ほか借用
福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.4.1 39,811,811

シャープファイナンス（株）との間で締結している借用につい
ては、ＪＭＡ－９５型地上気象観測装置の賃貸借をするため
のものであり、同社は複数年契約を前提としたリース契約の
競争入札での落札業者であり、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（２３
年度以降に一般競争
入札を行い次年度以
降は、国庫債務負担
行為を活用し複数年
契約を行う）

19530
沖電気工業㈱
東京都港区芝浦４－１０－１
６

地方文書管理システム保守
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 37,325,206

沖電気工業（株）との間で締結している本業務については、
地方文書管理システムの保守を実施するものである。本装
置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した装置で
あり、本装置の故障時緊急修理と保守作業を行ない、本装
置の性能を維持するためには、本装置全般についてハード･
ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対
応は不可能であり、競争を許さないため。なお、本件は政府
調達に関する協定の一連の手続きに基づき官報にて随意契
約締結前に公示を行っている。（会計法第２９条の３第４項）
（特例政令第１３条第１項第２号)

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）

19531
東銀リース（株）
東京都中央区日本橋本町１
－９－１３

気象資料交換処理システム借
用

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.4.1 36,930,159

東銀リース（株）との間で締結している借用については、気象
資料交換処理システムの賃貸借をするものである。同社は
複数年契約を前提としたリース契約の競争入札での落札業
者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

19532
芙蓉総合リース㈱
東京都千代田区岬町３－３－
２３

海上予警報等作成処理ソフト
ウェア借用

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 33,873,804
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、芙蓉総合リース（株）であ
り、競争を許さないため。（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
契約を行う）

19533
三菱電機クレジット㈱
東京都品川区西五反田１－３
－８

レーダーエコーデジタル化装置
借用

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 33,523,812
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、三菱電機クレジット（株）で
あり、競争を許さないため。（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
契約を行う）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19534
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

気象資料伝送網端末システム
保守

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.4.1 33,098,572

（株）日立製作所との間で締結している保守業務について
は、同社が製作した高度な技術で構成された独自のシステ
ム（気象資料伝送網端末システム）が常に良好な状態で稼
働するために保守整備を行うものである。このため、システ
ム全般にわたってハードウェア及びソフトウェアを熟知してい
る製作業者でなければ対応は不可能であるため。
なお、本件は政府調達に関する協定の一連の手続きに基づ
き官報にて随意契約締結前に公示を行っている。
（会計法第29条の3第4項）　（特例政令第13条第1項第2号）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19535
日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１

地震活動等総合監視システム
保守

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 32,183,550

日本電気（株）との間で締結している本業務については、地
震活動等総合監視システムの保守を実施するものである。
本装置は平成15年度の入札により同社がソフトウエアを含
め独自に開発製作した装置であり、本装置の故障時緊急修
理と保守作業を行ない、本装置の性能を維持するために
は、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権
を有した製作業者でなければ対応は不可能である。また、同
装置整備の入札条件が保守を含めた総合評価方式であり、
競争を許さないため。なお、本件は政府調達に関する協定
の一連の手続きに基づき官報にて随意契約締結前に公示を
行っている。（会計法第２９条の３第４項）（特例政令第１３条
第１項第２号）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）

19536
東銀リース（株）
東京都中央区日本橋室町二
丁目４番３号

気象資料交換処理システム借
用（リース）

大阪管区気象台長
小佐野愼悟
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.4.1 30,826,584

東銀リース（株）との間で締結している借用については、気象
資料交換処理システムの賃貸借をするためのものであり、
同社は複数年契約を前提としたリース契約の競争入札での
落札業者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

19537
日立キャピタル㈱
東京都港区西新橋２－１５－
１２

沖縄管内気象資料伝送網端末
システム借用

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 28,280,532
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、日立キャピタル（株）であ
り、競争を許さないため。（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
契約を行う）

19538
シャープファイナンス㈱
東京都新宿区谷八幡町８

ＪＭＡ－９５型地上気象観測装
置借用（平成１３年度整備分）

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 27,463,068

本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、シャープファイナンス（株）
であり、競争を許さないため。（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
年度以降に一般競争
入札を行い次年度以
降は、国庫債務負担
行為を活用し複数年
契約を行う）

19539
昭和リース（株）
東京都新宿区四谷３－１２

ＤＣＰデータ伝送装置の借用
気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２３５

H17.4.1 26,460,000
昭和リース（株）との間で締結している、ＤＣＰデータ伝送装
置の借用については、前年度に引き続き継続賃借するもの
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
年度以降に一般競争
入札を行い次年度以
降は、国庫債務負担
行為を活用し複数年
契約を行う）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19540
日立キャピタル㈱
東京都港区西新橋２－１５－
１２

気象データ処理ソフトウェア開発
支援装置借用

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 25,405,380
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、日立キャピタル（株）であ
り、競争を許さないため。（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
契約を行う）

19541
日本電気（株）
茨城県水戸市三の丸１－１
－２５

気象研究所電子計算機システ
ム・ネットワーク管理業務支
援作業

気象研究所長　藤谷德之助
茨城県つくば市長峰１-１

H17.4.1 23,940,000

日本電気（株）との間で締結している本業務については、整
備されている電子計算機システムを開発した唯一の業者で
あり、同機器の性能を維持するためには著作権を有した製
作業者でなければ対応は不可能であり、競争を許さないた
め。
なお、本件は政府調達に関する協定の一連の手続きに基づ
き官報にて随意契約締結前に公示を行っている。
（会計法第29条の3第4項）　（特例政令第13条第1項第2号）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19542
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

豪雨災害対策高度化のための
ＮＡＰＳ増強分運用支援及び保
守作業

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 21,730,456

（株）日立製作所との間で締結している本業務については、
豪雨災害対策高度化のためのＮＡＰＳ増強分運用支援及び
保守作業を実施するものである。ＮＡＰＳ増強装置は平成14
年度の入札で同社がソフトウェアを含め独自に開発製作した
ものであり、本装置の運用支援と保守を行い、本装置の性
能を維持するためには、装置全般についてハード・ソフトを十
分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可
能である。また、同装置整備時の入札条件が運用支援と保
守等を含めた総合評価方式であり、競争を許さないため。な
お、本件は政府調達に関する協定の一連の手続きに基づき
官報にて随意契約締結前に公示を行っている。（会計法第２
９条の３第４項）（特例政令第１３条第１項第２号）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）

19543
ＮＥＣリース㈱
東京都中央区日本橋宝町２
－４－３

北大西洋津波監視システムの
借用

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 21,224,700
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、ＮＥＣリース（株）しかいな
い。競争を許さないため。（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
契約を行う）

19544
芙蓉総合リース㈱
東京都千代田区岬町３－３－
２３

量的予報作業システム追加機
能ソフトウェア借用

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 21,203,280
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、芙蓉総合リース（株）であ
り、競争を許さないため。（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
契約を行う）

19545
三菱電機クレジット（株）
東京都品川区西五反田１－３
－８

運輸多目的衛星新２号地上設
備用計算機等の借用

支出負担行為担当官　気象
衛星センター所長　中村　和
信　東京都清瀬市中清戸３－
２３５

H17.4.1 21,042,000
三菱電機クレジット（株）との間で締結している借用について
は、前年度に引き続き継続賃借するもので、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（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
為を活用し複数年契
約を行う）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

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

19546
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

防災情報モデル開発システム運
用支援及び保守作業

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 20,950,207

（株）日立製作所との間で締結している本業務については、
防災情報モデル開発システム運用支援及び保守作業を実
施するものである。本装置は平成13年度の入札により同社
がソフトウエアを含め独自に開発製作した装置であり、本装
置の運用支援と保守作業を行ない、本装置の性能を維持す
るためには、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知
し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能であ
る。また、入札時の技術審査で運用支援と保守作業を必須
要件としていたものであり、競争を許さないため。なお、本件
は政府調達に関する協定の一連の手続きに基づき官報にて
随意契約締結前に公示を行っている。（会計法第２９条の３
第４項）（特例政令第１３条第１項第２号）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）

19547
（株）紀伊國屋書店
茨城県水戸市南町３－４－
５７

外国雑誌
気象研究所長　藤谷德之助
茨城県つくば市長峰１-１

H17.4.1 20,740,456
（株）紀伊國屋書店との間で締結している本契約について
は、必要とする物品の提供者が他に存在せず競争を許さな
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）

19548
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

火山監視・情報センターシステ
ム保守及びソフトウエアサポート

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 20,166,300

（株）日立製作所との間で締結している本業務については、
火山・監視・情報センターシステム保守及びソフトウェアサ
ポートを実施するものである。本装置は平成13年度の入札
により同社がソフトウエアを含め独自に開発製作したシステ
ム装置であり、本システム装置のソフトウェアサポートと保守
作業を行ない、本装置の性能を維持するためには、本装置
全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製
作業者でなければ対応は不可能である。また、入札時の技
術審査でソフトウェアサポートと保守作業を必須要件として
いたものであり、競争を許さないため。なお、本件は政府調
達に関する協定の一連の手続きに基づき官報にて随意契約
締結前に公示を行っている。（会計法第２９条の３第４項）（特
例政令第１３条第１項第２号）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）

19549
〈株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

東京管内気象資料伝送網端末
システム保守

東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.4.1 20,002,500

（株）日立製作所との間で締結している保守業務について
は、設計・製作及び取付調整を行いシステム全般に精通して
いる同社でなければ対応できず、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
１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

19550
西菱電機（株）
東京都港区新橋５－２７－１

空港気象ドップラーレーダー装
置（データ処理部）保守

東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.4.1 19,328,400

西菱電機（株）との間で締結している保守業務については、
本装置は三菱電機（株）がソフトを含め独自に開発・製作し
た装置であり、故障時の緊急修理と保守点検を行い、性能
を維持するためには、装置全般についてハード・ソフトを十分
に熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可
能である。なお、三菱電機（株）はレーダー装置関係の契約
権限を系列会社である同社に営業移管したものであり、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（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19551
日立キャピタル㈱
東京都港区西新橋２－１５－
１２

降水分布予測システム借用
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 19,301,940
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、日立キャピタル（株）であ
り、競争を許さないため。（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
契約を行う）

19552
シャープファイナンス（株）
東京都新宿区市谷八幡町８
番地

平成１１年度整備分ＪＭＡ－９５
型地上気象観測装置借用（リー
ス）

大阪管区気象台長
小佐野愼悟
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.4.1 19,170,966

シャープファイナンス（株）との間で締結している借用につい
ては、ＪＭＡ－９５型地上気象観測装置の賃貸借をするため
のものであり、同社は複数年契約を前提としたリース契約の
競争入札での落札業者であり、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（２３
年度以降に一般競争
入札を行い次年度以
降は、国庫債務負担
行為を活用し複数年
契約を行う）

19553
日立キャピタル㈱
東京都港区西新橋２－１５－
１２

防災情報モデル開発システム増
強借用

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 18,761,400
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、日立キャピタル（株）であ
り、競争を許さないため。（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
契約を行う）

19554
ＮＥＣリース㈱
東京都中央区日本橋宝町２
－４－３

エーロゾル監視・観測システム
の借用

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 18,081,540
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、ＮＥＣリース（株）しかいな
い。競争を許さないため。（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・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
数年契約を行う）

19555
松下電器産業（株）
東京都品川区東品川４丁目１
２番４号

地震津波監視システム保守　１
式

沖縄気象台長　佐伯　理郎
沖縄県那覇市樋川１－１５－
１５

H17.4.1 17,801,913

　松下電器産業（株）との間で締結している本業務について
は、同社は、本装置を製作した業者であり、障害時の即時対
応を含め本装置の性能を維持するためには、製作者のみが
有する固有のノウハウを必要とすることから、他社では本件
に対応することは困難であり、競争を許さないため。
なお、本件は政府調達に関する協定の一連の手続きに基づ
き官報にて随意契約締結前に公示を行っている。
（会計法第29条の3第4項）　（特例政令第13条第1項第2号）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19556
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－４
－１

気象衛星センター基幹ネット
ワーク装置の借用

気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２３５

H17.4.1 17,640,000
日本電子計算機（株）との間で締結している借用について
は、前年度に引き続き継続賃借するもので、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（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
為を活用し複数年契
約を行う）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19557

エヌ・ティ・ティ・コミュニケー
ションズ㈱
東京都千代田区内幸町１－１
－６

回線多重化装置保守
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 17,448,481

ＮＴＴコミニュケーションズ（株）との間で締結している本業務
については、回線多重化装置の保守点検を実施するもので
ある。本装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作し
た装置であり、本装置の故障時緊急修理と保守を行い、本
装置の性能を維持し運用を保証するためには、本装置全般
についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業
者でなければ対応は不可能であり、競争を許さないため。な
お、本件は政府調達に関する協定の一連の手続きに基づき
官報にて随意契約締結前に公示を行っている。（会計法第２
９条の３第４項）（特例政令第１３条第１項第２号）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）

19558
ＮＥＣリース㈱
東京都中央区日本橋宝町２
－４－３

集合型ＧＰＳ高層気象観測シス
テム借用

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 17,314,164
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、ＮＥＣリース（株）しかいな
い。競争を許さないため。（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
契約を行う）

19559
㈱紀伊国屋書店
東京都新宿区新宿３－１７－
７

外国雑誌「米国数学誌」他
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 17,070,574

㈱紀伊国屋書店との間で締結している本業務については、
外国雑誌を購入するものである。前年度においては外国雑
誌確保のための予約のため、同社を含む複数社(５社)から
見積書を徴取し価格競争を実施した結果として予定価格内
で 低価格であった㈱紀伊国屋へ外国雑誌確保のための
事前予約行った。年度当初の契約にあたっては提供者が他
に存在せ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）

19560
西菱電機㈱
東京都港区新橋５－２７－１

不正アクセス検知システムソフト
ウェア保守

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 16,977,492

西菱電機（株）との間で締結している本業務については、不
正アクセス検知システムの保守を実施するものである。同シ
ステムは平成13年度に入札により三菱電機（株）が開発製
作したものである。同システムの性能を維持するために保守
を行うものであり、同システムの保守等を行うために、三菱
電機（株）は系列会社である同社に本システム全般について
技術移管をしたものであり、本システム全般についてハード・
ソフトを十分熟知した同社以外は対応は不可能であり、競争
を許さないため。なお、本件は政府調達に関する協定の一
連の手続きに基づき官報にて随意契約締結前に公示を行っ
ている。（会計法第２９条の３第４項）（特例政令第１３条第１
項第２号）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）

19561
松下電器産業（株）
神奈川県横浜市港北区綱島
東４丁目３－１

地震津波観測装置システム保
守

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.4.1 16,975,467

松下電器産業（株）との間で締結している保守業務について
は、同社が製作した高度な技術で構成された独自のシステ
ム（地震津波観測装置）が常に良好な状態で稼働するため
に保守整備を行うものである。このため、システム全般にわ
たってハードウェア及びソフトウェアを熟知している製作業者
でなければ対応は不可能であるため。
なお、本件は政府調達に関する協定の一連の手続きに基づ
き官報にて随意契約締結前に公示を行っている。
（会計法第29条の3第4項）　（特例政令第13条第1項第2号）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）
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19562
松下電器産業（株）
東京都港区芝公園１－１－２

地震津波監視システム保守
札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.4.1 16,864,202

松下電器産業（株）との間で締結している保守業務について
は、地震津波監視システムを開発した唯一の業者であり、同
システムの性能を維持するためには同社以外に同システム
に関し同等の知識・技術力を有するものは存在しないため。
なお、本件は政府調達に関する協定の一連の手続きに基づ
き官報にて随意契約締結前に公示を行っている。
（会計法第29条の3第4項）　（特例政令第13条第1項第2号）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19563
芙蓉総合リース（株）
東京都千代田区三崎町３－３
－２３

ＪＭＡ－９５型地上気象観測装
置（感部及びデータ変換部）の
借用（29式）

東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.4.1 16,632,576

芙蓉総合リース（株）との間で締結している借用については、
ＪＭＡ－９５型地上気象観測装置の賃貸借をするためのもの
であり、同社は複数年契約を前提としたリース契約の競争入
札での落札業者であり、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（２３
年度以降に一般競争
入札を行い次年度以
降は、国庫債務負担
行為を活用し複数年
契約を行う）

19564

㈱トーコン・フィールドサービ
ス
東京都文京区本郷１－１８－
６

気象資料提供システムのソフト
ウェアサポート及び運用支援

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 16,590,000

（株）トーコン・フィールドサービスとの間で締結している本業
務については、気象資料提供システムのソフトウェアサポー
ト及び運用支援の実施するものである。本装置は平成13年
度の入札により同社がソフトウエアを含め独自に開発製作し
た装置であり、本装置のソフトウェアサポートと運用支援を行
い、本装置の性能を維持するためには、本装置全般につい
てハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でな
ければ対応は不可能である。また、入札時の技術審査でソ
フトウェアサポートと運用支援を必須要件としていたものであ
り、競争を許さないため。なお、本件は政府調達に関する協
定の一連の手続きに基づき官報にて随意契約締結前に公
示を行っている。（会計法第２９条の３第４項）（特例政令第１
３条第１項第２号）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）

19565
松下電器産業（株）
東京都品川区東品川４－１２
－４

地震津波監視システム保守点
検

大阪管区気象台長
小佐野愼悟
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.4.1 16,345,411

松下電器産業（株）との間で締結している本業務について
は、同社は、地震津波監視システムを開発した唯一の業者
であり、同システムの性能を維持するためには同社以外に
同システムに関し同等の知識・技術力を有する者が存在しな
いため。
なお、本件は政府調達に関する協定の一連の手続きに基づ
き官報にて随意契約締結前に公示を行っている。
（会計法第29条の3第4項）　（特例政令第13条第1項第2号）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19566
ＧＥキャピタルリーシング（株）
東京都港区白金台３－２－１
０

レーダーエコーデジタル化装置
の借用

東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.4.1 16,152,360

ジーイーキャピタルリーシング（株）との間で締結している借
用については、前年度に引き続き継続賃借するものである
が、本気器を継続賃借することができる者は同社しかいな
い。（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

19567 ㈱鈴木商館 標準ガス購入（単価契約）
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 15,601,740

（株）鈴木商館との間で締結している本購入については、標
準ガスの購入の実施するものである。同社は国内にて取り
扱い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
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



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19568
日立キャピタル㈱
東京都港区西新橋２－１５－
１２

西日本降水分布予測システム
借用

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 15,536,676
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、日立キャピタル（株）であ
り、競争を許さないため。（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
契約を行う）

19569
日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋２－１５－
１２

通報局データ編集装置の借用
気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２３５

H17.4.1 15,504,300
日立キャピタル（株）との間で締結している借用については、
前年度に引き続き継続賃借するもので、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
為を活用し複数年契
約を行う）

19570
芙蓉総合リース（株）
千代田区三崎町3-3-23

ＪＭＡ－９５型地上気象観測装
置の借用

仙台管区気象台長　竹内昌
明　仙台市宮城野区五輪１-
３-１５

H17.4.1 15,496,260

芙蓉総合リース（株）との間で締結している借用については、
ＪＭＡ－９５型地上気象観測装置の賃貸借をするためのもの
であり、同社は複数年契約を前提としたリース契約の競争入
札での落札業者であり、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（２３
年度以降に一般競争
入札を行い次年度以
降は、国庫債務負担
行為を活用し複数年
契約を行う）

19571
ソフトバンクＢＢ㈱
東京都港区東新橋１－９－１

気象情報配信サービスの提供
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 15,360,652
本サービスについては、前年度に引き続き継続するもので、
本サービスを継続できる業者は、ソフトバンクＢＢ（株）であ
り、競争を許さないため。（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

19572

松下電器産業（株）パナソ
ニックシステムソリューション
ズ社
港区芝公園1-1-2

地震津波監視システム保守
仙台管区気象台長　竹内昌
明　仙台市宮城野区五輪１-
３-１５

H17.4.1 15,305,928

松下電器産業（株）との間で締結している保守業務について
は、本システムは、同社が独自に開発した震源等の判定を
行うシステムであり、電子計算機を主体としたシステムであ
る。同システムは通年２４時間連続運用による地震及び津波
の監視をするものであり、システムの保守にあたっては、
ハードウェア及びソフトウェアに精通して、障害時には即座に
対応できる製作業者でなければ対応不可能でがあり、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
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19573
日本ユニシス㈱
東京都江東区豊洲１－１－１

気象庁グループウェアシステム
運用支援及び保守作業

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 15,120,000

日本ユニシス（株）との間で締結している本業務については、
気象庁グループウェアシステム運用支援及び保守作業を実
施するものである。本装置は同社がソフトウエアを含め独自
に開発製作した装置であり、本装置の運用支援と保守作業
を行い、本装置の性能を維持するためには、本装置全般に
ついてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者
でなければ対応は不可能であり、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

19574
三菱電機クレジット㈱
東京都品川区西五反田１－３
－８

土砂災害警戒情報作成支援シ
ステム借用

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 14,441,000
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、三菱電機クレジット（株）で
あり、競争を許さないため。（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
契約を行う）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は
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契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19575
西菱電機（株）
東京都港区新橋５－２７－１

空港気象ドップラーレーダー装
置（データ処理部）保守点検

大阪管区気象台長
小佐野愼悟
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.4.1 14,046,375

西菱電機（株）との間で締結している本業務については、本
装置は三菱電機（株）がソフトを含め独自に開発・製作した
装置であり、故障時の緊急修理と保守点検を行い、性能を
維持するためには、装置全般についてハード・ソフトを十分
に熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可
能である。なお、三菱電機（株）はレーダー装置関係の契約
権限を系列会社である同社に営業移管したものであり、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（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19576
（株）日立製作所
沖縄県那覇市松山一丁目１
番１４号

沖縄管内気象資料伝送網端末
システム保守　１式

沖縄気象台長　佐伯　理郎
沖縄県那覇市樋川１－１５－
１５

H17.4.1 13,922,039

　（株）日立製作所との間で締結している保守業務について
は、同社は、本装置を製作した業者であり、障害時の即時対
応を含め本装置の性能を維持するためには、製作者のみが
有する固有のノウハウを必要とすることから、他社では本件
に対応することは困難であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19577
住信リース㈱
東京都中央区日本橋２－３－
４

雨量・レーダー情報コンテンツ作
成装置借用

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 13,843,620
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、住信リース（株）であり、競
争を許さないため。（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
契約を行う）

19578
東銀リース㈱
東京都中央区日本橋宝町２
－４－３

沖縄管内気象資料伝送網気象
資料交換処理システム借用

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 13,832,928
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、東銀リース（株）であり、競
争を許さないため。（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
契約を行う）

19579
㈱イメージワン
東京都新宿区西新宿２－７－
１

RADARSAT衛星データの購入
（単価契約）

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 13,671,000

（株）イメージワンとの間で締結している本購入については、
ＲＡＤＡＲＳＡＴ衛星データを購入するものである。同社は国
内にて取り扱いできる唯一の業者のため対応は不可能であ
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
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

19580
東芝ソリューション㈱
東京都港区芝浦１－１－１

気象データリアルタイムサーバ
の運用支援及び保守作業

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 13,482,000

東芝ソリューション（株）との間で締結している本業務につい
ては、気象データリアルタイムサーバの運用支援及び保守
作業を実施するものである。本装置は平成12年度の入札に
より同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した装置であ
り、本装置の運用支援と保守作業を行い本装置の性能を維
持するためには、本装置全般についてハード･ソフトを十分
熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能
である。また、入札時の技術審査で運用支援と保守作業を
必須要件としていたものであり、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
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
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19581
（株）環境総合テクノス
大阪府大阪市中央区安土町
１－３－５

環境資料中の放射性核種の分
析業務補助委託

気象研究所長　藤谷德之助
茨城県つくば市長峰１-１

H17.4.1 13,454,700

（株）環境総合テクノスとの間で締結している本業務について
は、分析業務に必要な品質管理を行い、信頼性の高い分析
結果を提供するために必要な知識・技術力を有しており、同
等の知識・技術力を有する者は存在せず、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）

19582
芙蓉総合リース（株）
東京都千代田区三崎町３－３
－２３

ＪＭＡ９５型地上気象観測装置
借用（Ｈ９）　１式

札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.4.1 13,117,068

芙蓉総合リース（株）との間で締結している借用については、
ＪＭＡ－９５型地上気象観測装置の賃貸借をするためのもの
であり、同社は複数年契約を前提としたリース契約の競争入
札での落札業者であり、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（２３
年度以降に一般競争
入札を行い次年度以
降は、国庫債務負担
行為を活用し複数年
契約を行う）

19583
伊藤忠テクノサイエンス（株）
東京都千代田区霞が関３－２
－５

気象資料交換処理システム及
び関西航空システム保守点検

大阪管区気象台長
小佐野愼悟
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.4.1 12,560,577

伊藤忠テクノサイエンス（株）との間で締結している本業務に
ついては、同社は、これまで同システムの保守点検を実施し
てきた（株）ウエザーニューズからその保守業務を移管され
た業者であり、同システムの性能を維持するためには、同社
以外に同システムに関し同等の知識・技術力を有する者が
存在しないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19584
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

気象データ処理ソフトウェア開発
支援装置運用支援及び保守作
業

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 12,505,920

（株）日立製作所との間で締結している本業務については、
気象データ処理ソフトウェア開発支援装置運用支援及び保
守作業を実施するものである。本装置は同社がソフトウエア
を含め独自に開発製作した装置であり、本装置の運用支援
を行い、また、保守作業を行うことにより性能を維持するため
には、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作
権を有した製作業者でなければ対応は不可能であり、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

競争入札に移行
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）

19585
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

札幌管内気象資料伝送網端末
システム保守

札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.4.1 12,421,500

（株）日立製作所との間で締結している保守業務について
は、札幌管内気象資料伝送網端末システムを開発した唯一
の業者であり、同システムの性能を維持するためには同社
以外に同システムに関し同等の知識・技術力を有するもの
は存在しない（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

19586
芙蓉総合リース㈱
東京都千代田区岬町３－３－
２３

総合的文書管理システム借用
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 12,120,480
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、芙蓉総合リース（株）であ
り、競争を許さないため。（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
契約を行う）

19587
日立キャピタル㈱
東京都港区西新橋２－１５－
１２

降水解析装置借用
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 11,954,148
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、日立キャピタル（株）であ
り、競争を許さないため。（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
契約を行う）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19588
ＮＥＣ東芝スペースシステム
（株）
千代田区西神田３－１－６

気象衛星通信機等の点検調整
その２

気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２３５

H17.4.1 11,865,000

ＮＥＣ東芝スペースシステム（株）との間で締結している本業
務については、当該機機を開発した唯一の業者であり、同機
器の性能を維持するためには著作権を有した製作業者でな
ければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19589
（株）環境総合テクノス
大阪府大阪市安土町１－３
－５

Ｋｒ－85及びトリチウム観測
業務補助

気象研究所長　藤谷德之助
茨城県つくば市長峰１-１

H17.4.1 11,740,050

（株）環境総合テクノスとの間で締結している本業務について
は、環境放射能調査における実績をもち、Ｋｒ－８５観測装置
用の 適化に必要な知識・技術力を有しており、同等の知
識・技術力を有する者は存在せず、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）

19590
三菱電機クレジット㈱
東京都品川区西五反田１－３
－８

風情報収集システム借用
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 11,719,000
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、三菱電機クレジット（株）で
あり、競争を許さないため。（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
契約を行う）

19591
芙蓉総合リース㈱
東京都千代田区岬町３－３－
２３

天気予報等作成処理追加機能
ソフトウェア借用

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 11,718,000
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、芙蓉総合リース（株）であ
り、競争を許さないため。（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
契約を行う）

19592
シャープファイナンス㈱
東京都新宿区谷八幡町８

気象測器検定装置（検定槽）の
借用

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 11,467,584
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、シャープファイナンス（株）
であり、競争を許さないため。（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
契約を行う）

19593
松下電器産業（株）
東京都品川区東品川４－１２
－４

防災情報提供装置及び飛行場
内気象情報提供装置保守点検

大阪管区気象台長
小佐野愼悟
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.4.1 11,435,015

松下電器産業（株）との間で締結している本業務について
は、同社は、防災情報提供装置及び飛行場内気象情報提
供装置を開発した唯一の業者であり、同装置の性能を維持
するためには同社以外に同装置に関し同等の知識・技術力
を有する者が存在しないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

19594

ジーイーキャピタルリーシン
グ㈱
東京都港区白金台３－２－１
０

レーダーエコー合成装置借用
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 11,366,460

本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、ジーイーキャピタルリーシ
ング（株）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
（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
契約を行う）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
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19595
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３－４
－１

ＬＲＩＴ作成系装置の借用
気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２３５

H17.4.1 11,340,000
日本電子計算機（株）との間で締結している借用について
は、前年度に引き続き継続賃借するもので、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（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
為を活用し複数年契
約を行う）

19596
シャープファイナンス（株）
東京都新宿区市谷八幡町８
番地

平成１０年度整備分ＪＭＡ－９５
型地上気象観測装置借用（リー
ス）

大阪管区気象台長
小佐野愼悟
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.4.1 10,733,028

シャープファイナンス（株）との間で締結している借用につい
ては、ＪＭＡ－９５型地上気象観測装置の賃貸借をするため
のものであり、同社は複数年契約を前提としたリース契約の
競争入札での落札業者であり、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（２３
年度以降に一般競争
入札を行い次年度以
降は、国庫債務負担
行為を活用し複数年
契約を行う）

19597
三菱電機クレジット㈱
東京都品川区西五反田１－３
－８

不正アクセス検知システム借用
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 10,645,608
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、三菱電機クレジット（株）で
あり、競争を許さないため。（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
契約を行う）

19598
（株）オカノ
沖縄県那覇市安謝１－２３－
８

水素ガスの購入及びガス管運
送　１式

沖縄気象台長　佐伯　理郎
沖縄県那覇市樋川１－１５－
１５

H17.4.1 10,511,550

　㈱オカノとの間で締結している本業務については、同社は
沖縄県において唯一水素ガスを製造・販売しており、同社以
外に水素ガスの安定供給を行う者がなく、競争を許さないた
め。（会計法第２９条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
水素ガス
672円他

19599
芙蓉総合リース（株）
東京都千代田区三崎町３－３
－２３

ＪＭＡ－９５型地上気象観測装
置（感部及びデータ変換部）の
借用（12式）

東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.4.1 9,894,900

芙蓉総合リース（株）との間で締結している借用については、
ＪＭＡ－９５型地上気象観測装置の賃貸借をするためのもの
であり、同社は複数年契約を前提としたリース契約の競争入
札での落札業者であり、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（２３
年度以降に一般競争
入札を行い次年度以
降は、国庫債務負担
行為を活用し複数年
契約を行う）

19600
富士重工業㈱
栃木県宇都宮市陽南１－１－
１１

火山観測用自律航行無人ヘリコ
プター保管寄託

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 9,849,760

富士重工業（株）との間で締結している本業務については、
火山観測用自律航行無人ヘリコプターの保管寄託と機体整
備を実施するものである。同社は同ヘリコプターの製作業者
であり、同ヘリコプター装置の性能を維持するためには装置
全般について十分熟知した製作業者でなければ対応は不可
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19601
シャープファイナンス（株）
東京都墨田区石原２丁目１２
－３

ＪＭＡ９５型地上気象観測装置
借用（Ｈ１０）　１式

札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.4.1 9,817,836

シャープファイナンス（株）との間で締結している借用につい
ては、ＪＭＡ－９５型地上気象観測装置の賃貸借をするため
のものであり、同社は複数年契約を前提としたリース契約の
競争入札での落札業者であり、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（２３
年度以降に一般競争
入札を行い次年度以
降は、国庫債務負担
行為を活用し複数年
契約を行う）
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19602
（株）日立製作所
江東区新砂1-6-27

気象資料伝送網端末システム
保守

仙台管区気象台長　竹内昌
明　仙台市宮城野区五輪１-
３-１５

H17.4.1 9,764,430

（株）日立製作所との間で締結している保守業務について
は、本システムは、同社のワークステーションを主体に構成
したものであり、中枢システム及びネットワーク機器とWAN及
びLAN接続を行い気象資料伝送網を構成し、予報、地震等
の各種業務を遂行するため構築したものである。設備の保
守については、システム全般にわたるハードウェア及びソフ
トウェアに精通した製作業者でなければ対応不可能であり、
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

19603
三菱ｽﾍﾟｰｽ･ｿﾌﾄｳｪｱ㈱
東京都港区浜松町２－４－１

地磁気観測総合処理装置借用・
保守・運用支援

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 9,432,000

本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、三菱スペースソフトウェア
（株）であり、競争を許さないため。（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
契約を行う）

19604
芙蓉総合リース（株）
東京都千代田区三崎町３－３
－２３

ＪＭＡ－９５型地上気象観測装
置（感部及びデータ変換部）の
借用（14式）

東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.4.1 9,340,254

芙蓉総合リース（株）との間で締結している借用については、
ＪＭＡ－９５型地上気象観測装置の賃貸借をするためのもの
であり、同社は複数年契約を前提としたリース契約の競争入
札での落札業者であり、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（２３
年度以降に一般競争
入札を行い次年度以
降は、国庫債務負担
行為を活用し複数年
契約を行う）

19605
沖電気工業㈱
東京都港区芝浦４－１０－１
６

総合的文書管理システム保守
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 9,054,208

沖電気工業（株）との間で締結している本業務については、
総合的文書管理システムの保守を実施するものである。本
システム装置は平成13年度の入札で同社がソフトウェアを
含め独自に開発製作したものであり、同装置の運用と性能
を維持するために保守を行うものであり、システム装置全般
についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業
者でなければ対応は不可能である。また、同システム整備の
入札時の技術審査で保守作業を必須要件としていたもので
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
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）

19606
東京警備保障（株）
東京都港区東新橋２－１１
－７

保安警備業務
気象研究所長　藤谷德之助
茨城県つくば市長峰１-１

H17.4.1 8,782,200

東京警備保障（株）との間で締結している本業務について
は、同社は、庁舎管理のためにオンライン警備用機器を設
置しており、同社以外に構造、機能及び性能に熟知した知
識・技術力を有する者は存在せ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）

19607
日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１

気象庁光ﾌｧｲﾊﾞｰﾈｯﾄﾜｰｸ基盤運
用支援及び保守作業

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 8,578,500

日本電気（株）との間で締結している本保守業務等について
は、気象庁光ファイバーネットワーク基盤運用支援及び保守
作業を実施するものである。本装置は同社がソフトウエアを
含め独自に開発製作した装置であり、本装置の運用支援と
保守作業を行うためには、本装置全般についてハード･ソフト
を十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は
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

競争入札に移行
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19608
ＮＥＣリース（株）
東京都港区芝五丁目２９番１
１号

大阪管内気象資料伝送網ネット
ワーク機器借用（リース）

大阪管区気象台長
小佐野愼悟
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.4.1 8,482,788

ＮＥＣリース（株）との間で締結している借用については、気
象資料伝送網ネットワーク機器の賃貸借をするためのもの
であり、同社は複数年契約を前提としたリース契約の競争入
札での落札業者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

19609
シャープファイナンス（株）
東京都新宿区市谷八幡８番
地

ＪＭＡ－９５型地上気象観測装
置借用　１式

沖縄気象台長　佐伯　理郎
沖縄県那覇市樋川１－１５－
１５

H17.4.1 8,364,462

シャープファイナンス（株）との間で締結している借用につい
ては、ＪＭＡ－９５型地上気象観測装置の賃貸借をするため
のものであり、同社は複数年契約を前提としたリース契約の
競争入札での落札業者であり、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（２３
年度以降に一般競争
入札を行い次年度以
降は、国庫債務負担
行為を活用し複数年
契約を行う）

19610
富士ゼロックス㈱
東京都港区六本木３－１－１

デジタル複写装置の賃貸借及び
保守（富士ゼロックス）

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 8,359,344
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、富士ゼロックス（株）であ
り、競争を許さないため。（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
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

単価契約

19611
松下リース・クレジット（株）
北区王子1-12-4

地震津波監視システムの借用
仙台管区気象台長　竹内昌
明　仙台市宮城野区五輪１-
３-１５

H17.4.1 8,253,000

松下リース・クレジット（株）との間で締結している借用につい
ては、本装置は、地震・火山データ及び検潮データをオンラ
インでリアルタイムに取り込み、震源決定や潮位の異常の検
知を行い、東北地方の地震・火山関連情報を直ちに作成し
防災機関に発信することを目的として、平成11年3月から松
下リース㈱と賃貸借契約を締結して運用してきたものであ
る。その後、松下リース㈱が合併により松下リース・クレジッ
ト㈱と変更になり、継続借用しているものである。このため、
経費節約及び製作期間を考慮して業務の円滑な遂行を図る
ためには同会社の装置を借用する必要があり、競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

19612
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

火山監視・情報センターシステ
ムの保守

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.4.1 8,157,377

（株）日立製作所との間で締結している保守業務について
は、同社が製作した高度な技術で構成された独自のシステ
ム（火山監視・情報センターシステム）が常に良好な状態で
稼働するために保守整備を行うものである。このため、シス
テム全般にわたってハードウェア及びソフトウェアを熟知して
いる製作業者でなければ対応は不可能であるため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19613
日立キャピタル㈱
東京都港区西新橋２－１５－
１２

降水分布予測システム増強分
借用

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 8,090,460
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、日立キャピタル（株）であ
り、競争を許さないため。（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
契約を行う）
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19614
（株）日立製作所
仙台市青葉区一番町2-4-1

火山監視・情報センターシステ
ム保守

仙台管区気象台長　竹内昌
明　仙台市宮城野区五輪１-
３-１５

H17.4.1 8,086,502

（株）日立製作所との間で締結している保守業務について
は、本システムは、同社が気象庁の仕様に基づき、独自に
設計・開発したものであり、電子計算機を中核としたシステ
ムである。同システムの保守にあたっては、ハードウェア及
びソフトウェアに精通して、障害時には即座に対応できる製
作業者でなければ対応不可能であり、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（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19615
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

火山監視・情報センターシステ
ム保守

札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.4.1 8,086,365

（株）日立製作所との間で締結している保守業務について
は、火山監視・情報センターシステムを開発した唯一の業者
であり、同システムの性能を維持するためには同社以外に
同システムに関し同等の知識・技術力を有するものは存在し
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
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19616
伊藤忠テクノサイエンス（株）
東京都千代田区霞が関３－２
－５

気象資料伝送装置気象資料交
換処理システム保守

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.4.1 7,725,512

伊藤忠テクノサイエンス（株）との間で締結している保守業務
については、（株）ウエザーニュースが製作した高度な技術
で構成された独自のシステム（気象資料伝送装置気象資料
交換処理システム）が常に良好な状態で稼働するために保
守整備を行うものである。（株）ウエザーニュースは、本装置
の保守を同社に移管したため、同社でなければ対応は不可
能であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19617
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

スーパーコンピュータシステム設
置環境の整備

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 7,455,000

（株）日立製作所との間で締結している本業務については、
スーパーコンピュータシステム設置の環境の整備を実施する
ものである。本スーパコンピュータシステムは同社がソフトウ
エアを含め独自に開発製作した装置であり、同システムの一
部を移設及び設置環境を合わせて整備しするもので、移設
調整後も本装置の性能を維持し運用を保証するためには、
本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有
した製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19618
シャープファイナンス㈱
東京都新宿区谷八幡町８

ＪＭＡ－９５型地上気象観測装
置借用（平成１４年度整備分）

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 7,354,944
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、シャープファイナンス（株）
であり、競争を許さないため。（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
年度以降に一般競争
入札を行い次年度以
降は、国庫債務負担
行為を活用し複数年
契約を行う）

19619
松下電器産業（株）
東京都品川区東品川４－１２
－４

防災情報提供装置保守
東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.4.1 7,344,750
松下電器産業（株）との間で締結している保守業務は、装置
を設計及び製作し、熟知している同社でなければ対応でき
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
１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

19620
昭和リース（株）
東京都新宿区四谷３－１２

周波数標準装置の借用
気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２３５

H17.4.1 7,286,256
昭和リース（株）との間で締結している借用については、前年
度に引き続き継続賃借するもので、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
年度以降に一般競争
入札を行い次年度以
降は、国庫債務負担
行為を活用し複数年
契約を行う）
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19621
エヌイーシーリース（株）
東京都港区芝５丁目２９番１
１号

ネットワーク機器借用
福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.4.1 7,194,693

ＮＥＣリース（株）との間で締結している借用については、ネッ
トワーク機器の賃貸借をするものである。同社は複数年契約
を前提としたリース契約の競争入札での落札業者であるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

19622
日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１

地震活動等総合監視システム
のセキュリティ監視

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 6,930,000

日本電気（株）との間で締結している本業務については、地
震活動等総合監視システムのセキュリティ監視を実施するも
のである。本装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製
作した装置であり、セキュリテイ監視のためソフトウェアの改
修を行い組込調整後も本装置の性能を維持するためには、
本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有
した製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19623
日本電気（株）
東京都港区芝五丁目７－１

地域地震情報センターデータ処
理システムデータ処理装置保守
整備

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.4.1 6,929,175

日本電気（株）との間で締結している本業務については、同
社が製作した高度な技術で構成された独自のシステム（地
域地震情報センターデータ処理システムデータ処理装置）が
常に良好な状態で稼働するために保守整備を行うものであ
る。このため、システム全般にわたってハードウェア及びソフ
トウェアを熟知している製作業者でなければ対応は不可能で
あるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19624
日本電気（株）
仙台市青葉区中央4-6-1

地域地震情報センターデータ処
理システムデータ処理装置保守

仙台管区気象台長　竹内昌
明　仙台市宮城野区五輪１-
３-１５

H17.4.1 6,660,957

日本電気（株）との間で締結している保守業務については、
本システムは、同社が独自にシステム化したもので、電子計
算機を主体としたシステムである。同システムは通年２４時
間連続運用により地震活動監視を行っており、業務の性質
上、短時間の停止も許されない。システムの保守にあたって
は、ハードウェア及びソフトウェアに精通して、障害時には即
座に対応できる製作業者でなければ対応不可能であり、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（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19625
日本電気（株）
札幌市中央区大通西４丁目１

地域地震情報センター処理シス
テムデータ処理装置保守

札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.4.1 6,558,691

日本電気（株）との間で締結している保守業務については、
地域地震情報センター処理システムデータ処理装置を開発
した唯一の業者であり、同システムの性能を維持するために
は同社以外に同システムに関し同等の知識・技術力を有す
るものは存在しない（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
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19626
日本電気（株）
大阪市中央区城見一丁目４
番２４号

地域地震情報センターデータ処
理システムデータ処理装置保守
点検

大阪管区気象台長
小佐野愼悟
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.4.1 6,340,029

日本電気（株）との間で締結している本業務については、同
社は、地域地震情報センターデータ処理システムデータ処理
装置を開発した唯一の業者であり、同装置の性能を維持す
るためには同社以外に同装置に関し同等の知識・技術力を
有する者が存在しないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
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契約の相手方の商号又は
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契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19627
（独）宇宙航空研究開発機構
東京都調布市深大寺東町７
－４４－１

定常段階及び定常段階終了後
における静止気象衛星５号の追
跡管制業務委託

気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２３５

H17.4.1 6,336,382

（独）宇宙航空研究開発機構との間で締結している本業務に
ついては、技術的理由により契約内容を履行できる業者が
同者に特定されており、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

19628
三菱スペース・ソフトウェア
（株）
東京都港区浜松町２－４－１

運輸多目的衛星新２号用管制
装置の借用

気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２３５

H17.4.1 6,300,000
三菱スペース・ソフトウェア（株）との間で締結している借用に
ついては、前年度に引き続き継続賃借するもので、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（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
為を活用し複数年契
約を行う）

19629
荏原ハイドロテック（株）
東京都大田区羽田旭町１１
-１

風洞実験装置保守
気象研究所長　藤谷德之助
茨城県つくば市長峰１-１

H17.4.1 6,167,700

荏原ハイドロテック（株）との間で締結している保守業務につ
いては、同社が特別に設計、製作及び取り付けた装置につ
いて当該業者が一括して行っており、性能を維持するために
同社以外に構造、機能及び性能に熟知した技術力を有する
者は存在せ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）

19630
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

気象資料伝送網端末システム
保守

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 6,127,800

（株）日立製作所との間で締結している本業務については、
気象資料伝送網端末システムの保守を実施するものであ
る。本装置は平成11年度の入札により同社がソフトウエアを
含め独自に開発製作した装置であり、本装置の故障時の緊
急修理と定期点検を含めた保守作業を行うためには、本装
置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した
製作業者でなければ対応は不可能である。また、同装置整
備時の入札条件が保守を含めた総合評価方式であり、競争
を許さないため。（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年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）

19631
ジョンソンコントロールズ（株）
東京都渋谷区笹塚１－５０－
１

空調用自動制御機器の保守
気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２３５

H17.4.1 5,985,000

ジョンソンコントロールズ（株）との間で締結している保守業
務については、当該機器を開発した唯一の業者であり、同機
器の性能を維持するためには同社以外に同機器に関し同等
の知識・技術力を有する者は存在せず、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）

19632
明星電気㈱
東京都文京区小石川２－５－
７

データ収集装置（高感度地震観
測網）等保守点検

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 5,902,271

明星電気（株）との間で締結している本業務については、
データ収集装置（高感度地震観測網）の保守点検を実施す
るものである。本装置は平成13年度の入札により同社がソフ
トウエアを含め独自に開発製作した装置であり、本装置の保
守点検を行ない、本装置の性能を維持するためには、本装
置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した
製作業者でなければ対応は不可能である。また、入札時の
技術審査で緊急修理と保守点検を必須要件としていたもの
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
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）
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19633
沖ウィンテック㈱
東京都品川区荏原１－２０－
１０

気象庁構内電話交換設備保守
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 5,775,000

沖ウィンテック（株）との間で締結している業務については、
気象庁構内電話交換設備の保守を実施するものである。同
社は同設備工事の施行業者であり、電子計算機システムで
構成された独自のシステムを開発したところでもある。本設
備はこのシステムで設定管理し運用されているため、設備機
器及びシステム全般について十分熟知し、著作権を有した
施工業業者でなければ対応は不可能であり、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
競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行）

19634
シャープファイナンス（株）
新宿区八幡町８番地

火山観測装置の借用
仙台管区気象台長　竹内昌
明　仙台市宮城野区五輪１-
３-１５

H17.4.1 5,720,356

シャープファイナンス（株）との間で締結している借用につい
ては、本装置は、吾妻山・安達太良山及び磐梯山の火山活
動を監視・解析することを目的として、平成10年11月・平成
11年11月及び平成12年11月から同社と賃貸借契約を締結し
て運用してきたものである。このため、経費節約及び製作期
間を考慮して業務の円滑な遂行を図るためには同社の装置
を借用する必要があり、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり

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

19635
日本ユニシス㈱
東京都江東区豊洲１－１－１

気象庁行政情報ﾈｯﾄﾜｰｸ機器運
用支援及び保守作業

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 5,565,000

日本ユニシス（株）との間で締結している本業務については、
気象庁行政情報ネットワーク機器運用支援及び保守作業を
実施するものである。本装置は平成１４年度の入札により同
社がソフトウエアを含め独自に開発製作した装置であり、本
装置の運用支援と保守作業を行い、本装置の性能を維持す
るためには、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知
し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能であ
る。また、入札時の技術審査で運用支援と保守作業を必須
要件としていたものであり、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
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）

19636
リコー九州（株）
福岡市博多区東比恵３丁目９
番１５号

デジタル複写装置の賃貸借及び
保守

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.4.1 5,502,139

リコー九州（株）との間で締結している本業務については、複
写機の賃貸借及びその保守を行うものである。同社は複数
年契約を前提としたリース及び保守契約の競争入札での落
札業者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19637
国立大学法人　金沢大学
石川県金沢市角間町

「海洋環境における放射性核
種の長期挙動に関する研究」
の一部委託

気象研究所長　藤谷德之助
茨城県つくば市長峰１-１

H17.4.1 5,254,000

国立大学方針金沢大学との間で締結している本業務につい
ては、同校が放射性セシウムを非常に低濃度で測定できる
施設を有する唯一の大学であり競争を許さないため。（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）

19638
松下電器産業（株）
神奈川県横浜市港北区綱島
東４丁目３－１

飛行場内気象情報提供装置保
守

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.4.1 5,190,761

松下電器産業（株）との間で締結している保守業務について
は、同社が製作した高度な技術で構成された独自のシステ
ム（飛行場内気象情報提供装置）が常に良好な状態で稼働
するために保守整備を行うものである。このため、システム
全般にわたってハードウェア及びソフトウェアを熟知している
製作業者でなければ対応は不可能であるため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）
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19639
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

降水分布予測システム等保守
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 5,118,750

（株）日立製作所との間で締結している本業務については、
降水分布予測システム等の保守を実施するものである。本
装置は平成15年度の入札により同社がソフトウエアを含め
独自に開発製作した装置であり、本装置はオンラインで運用
しており、障害時の緊急修理及び定期保守を行い、本装置
の性能を維持するためには、本装置全般についてハード･ソ
フトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応
は不可能である。また、入札時の技術審査で障害時の緊急
修理及び定期保守を必須要件としていたものであり、競争を
許さないため。（会計法第２９条

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）

19640
富士通リース㈱
東京都新宿区西新宿２－７－
１

地方自治体等接続用プロキシ
サーバ借用

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 5,081,580
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、富士通リース（株）であり、
競争を許さないため。（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
契約を行う）

19641
宗谷支庁長（北海道）【稚内
市末広４－２－２７】

利尻・礼文航空気象観測所業務
委託

札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.4.1 5,041,050

宗谷支庁長との間で締結している本業務については、航空
気象観測業務の実施に関する協定により委託観測を行って
いるもので、航空機の運航の安全を図るため、空港の運用
管理を行っている北海道以外に委託可能な者はいない（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

19642
（株）東芝
東京都港区芝浦一丁目１番１
号

レーダーエコーデジタル化装置
保守点検

大阪管区気象台長
小佐野愼悟
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.4.1 5,019,000

（株）東芝との間で締結している本業務については、同社は、
レーダーエコーデジタル化装置を開発した唯一の業者であ
り、同装置の性能を維持するためには同社以外に同装置に
関し同等の知識・技術力を有する者が存在しないため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19643
粟国村
沖縄県島尻郡粟国村字東３６
７

粟国航空気象観測所業務委託
１式

沖縄気象台長　佐伯　理郎
沖縄県那覇市樋川１－１５－
１５

H17.4.1 4,941,300

　粟国村との間で締結している本業務については、航空気象
観測業務の実施に関する協定により委託観測を行っている
もので、航空機の安全運行に資するため、休むことなく一定
時間に観測通報を行う体制を有している必要がある。
　当該空港に関して、この条件を満たすのは同村のみであ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

19644
日本無線(株)
東京都港区芝五丁目７－１

レーダーエコーデジタル化装置
保守整備

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.4.1 4,799,550

日本無線（株）との間で締結している本業務については、同
社が製作した高度な技術で構成された独自のシステム（レー
ダーエコーデジタル化装置）が常に良好な状態で稼働するた
めに保守整備を行うものである。このため、システム全般に
わたってハードウェア及びソフトウェアを熟知している製作業
者でなければ対応は不可能であるため。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）
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19645
シャープファイナンス（株）
東京都新宿区市谷八幡町８
番地

平成１２年度整備分ＪＭＡ－９５
型地上気象観測装置借用（リー
ス）

大阪管区気象台長
小佐野愼悟
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.4.1 4,724,664

シャープファイナンス（株）との間で締結している借用につい
ては、ＪＭＡ－９５型地上気象観測装置の賃貸借をするため
のものであり、同社は複数年契約を前提としたリース契約の
競争入札での落札業者であり、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（２３
年度以降に一般競争
入札を行い次年度以
降は、国庫債務負担
行為を活用し複数年
契約を行う）

19646
エヌ・ティ・ティ・コミュニケー
ションズ（株）【東京都千代田
区内幸町１－１ー６】

札幌管内気象資料伝送網ネット
ワーク機器保守

札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.4.1 4,620,000

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）との間で締結してい
る保守業務については、札幌管内気象資料伝送網ネット
ワーク機器を開発した唯一の業者であり、同システムの性能
を維持するためには同社以外に同システムに関し同等の知
識・技術力を有するものは存在しない（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

19647
多良間村
沖縄県宮古郡多良間村字仲
筋９９－２

多良間航空気象観測所業務委
託　１式

沖縄気象台長　佐伯　理郎
沖縄県那覇市樋川１－１５－
１５

H17.4.1 4,604,250

　多良間村との間で締結している本業務については、航空気
象観測業務の実施に関する協定により委託観測を行ってい
るもので、航空機の安全運行に資するため、休むことなく一
定時間に観測通報を行う体制を有している必要がある。
　当該空港に関して、この条件を満たすのは同村のみであ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

19648
日立キャピタル㈱
東京都港区西新橋２－１５－
１２

気象大学校教育用電子計算機
システム借用

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 4,484,326
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、日立キャピタル（株）であ
り、競争を許さないため。（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
競争入札を行い次年
度以降は、国庫債務
負担行為を活用し複
数年契約を行う）

19649
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

データハンドリング装置保守
気象研究所長　藤谷德之助
茨城県つくば市長峰１-１

H17.4.1 4,483,080

（株）日立製作所との間で締結している保守業務について
は、装置を製作した業者であり、同装置の性能を維持するた
めには同社以外に知識・技術力を有する者は存在せず競争
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
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19650
シャープファイナンス（株）
新宿区八幡町８番地

ＪＭＡ－９５型地上気象観測装
置の借用

仙台管区気象台長　竹内昌
明　仙台市宮城野区五輪１-
３-１５

H17.4.1 4,424,391

シャープファイナンス（株）との間で締結している借用につい
ては、ＪＭＡ－９５型地上気象観測装置の賃貸借をするため
のものであり、同社は複数年契約を前提としたリース契約の
競争入札での落札業者であり、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（２３
年度以降に一般競争
入札を行い次年度以
降は、国庫債務負担
行為を活用し複数年
契約を行う）

19651
日本電気（株）
東京都港区芝五丁目７－１

気象資料伝送網ネットワーク機
器保守

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.4.1 4,361,534

日本電気（株）との間で締結している保守業務については、
同社が製作した高度な技術で構成された独自のシステム
（気象資料伝送網ネットワーク機器）が常に良好な状態で稼
働するために保守整備を行うものである。このため、システ
ム全般にわたってハードウェア及びソフトウェアを熟知してい
る製作業者でなければ対応は不可能であるため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19652
南大東村
沖縄県島尻郡南大東村字南
１４４－１

南大東航空気象観測所業務委
託　１式

沖縄気象台長　佐伯　理郎
沖縄県那覇市樋川１－１５－
１５

H17.4.1 4,273,500

　南大東村との間で締結している本業務については、航空気
象観測業務の実施に関する協定により委託観測を行ってい
るもので、航空機の安全運行に資するため、休むことなく一
定時間に観測通報を行う体制を有している必要がある。
　当該空港に関して、この条件を満たすのは同村のみであ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

19653
エヌ・ティ・ティ・コミュニケー
ションズ（株）
千代田区内幸町1-1-6

気象資料伝送網ネットワーク機
器保守

仙台管区気象台長　竹内昌
明　仙台市宮城野区五輪１-
３-１５

H17.4.1 4,225,673

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）との間で締結してい
る保守業務については、標記システムは、旧日本電信電話
㈱が設計・製作取付を行ったものであり、気象資料情報の安
定かつ確実な伝送を行う交換機・電子計算機を中核とした高
度なシステムである。設備の保守については、ハードウェア
及びソフトウェアに精通し障害時には即時に対応できること
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）

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

19654
伊藤忠テクノサイエンス
東京都千代田区霞が関３－２
－５

気象資料伝送網気象資料交換
処理システム保守　１式

沖縄気象台長　佐伯　理郎
沖縄県那覇市樋川１－１５－
１５

H17.4.1 4,204,233

　伊藤忠テクノサイエンス（株）との間で締結している保守業
務については、同社は、本装置を製作した（株）ウエザー
ニュースから保守に関する業務を移管された唯一の業者で
ある。装置の保守には、製作者のみが有する固有のノウハ
ウを必要とするが、同社以外には引き継がれておらず障害
時の即時対応を含め本装置の性能を維持することは他社で
は困難であり、競争を許さないため。（会計法第２９条３第４
項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19655
（株）カイジョーソニック
福岡県博多区豊１－２－１５

喜屋武岬沿岸波浪計障害調査
１式

沖縄気象台長　佐伯　理郎
沖縄県那覇市樋川１－１５－
１５

H17.4.1 4,200,000

　（株）カイジョーソニックとの間で締結している本業務につい
ては、喜屋武岬沿岸波浪計は沿岸における波浪を遠隔地に
おいて自動的に観測する波浪観測装置で各部が高度に電
子化・精密化されており、本装置の障害調査には、装置各部
に精通した高度な技術が必要であることから、同装置の構
造・性能等を熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対
応は不可能であり、競争を許さないため。（会計法第２９条３
第４項）

見直しの余地あり
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19656
沖電気工業㈱
東京都港区芝浦４－１０－１
６

量的予報作業システム等保守
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 4,197,287

沖電気工業（株）との間で締結している本業務については、
量的予報作業システム等の保守点検を実施するものであ
る。。本装置は平成１４年度の入札により同社がソフトウエア
を含め独自に開発製作した装置であり、本装置の緊急修理
と保守作業を行うためには、本装置全般についてハード･ソ
フトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応
は不可能である。また、入札時の技術的条件は緊急修理と
保守作業を含めて総合評価方式によったものであり、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

競争入札に移行
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）

19657
松下電器産業（株）
神奈川県横浜市港北区綱島
東４丁目３－１

防災情報提供装置保守
福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.4.1 4,104,648

松下電器産業（株）との間で締結している保守業務について
は、同社が製作した高度な技術で構成された独自のシステ
ム（防災情報提供装置）が常に良好な状態で稼働するため
に保守整備を行うものである。このため、システム全般にわ
たってハードウェア及びソフトウェアを熟知している製作業者
でなければ対応は不可能であるため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19658

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

東京管内気象資料伝送網ネット
ワーク機器保守

東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.4.1 4,095,000

ＮＴＴコミュニケーションズ（株）との間で締結している保守業
務については、システムの設計・製作及び取付調整を行いシ
ステム全般にわたって装置に熟知した同社でなければ対応
できず、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
１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

19659
日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１

地域地震情報センターデータ処
理システムデータ交換装置保守

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 4,029,606

日本電気（株）との間で締結している本業務については、地
域地震情報センターデータ処理システムデータ交換装置の
保守点検を実施するものである。本装置は平成12年度の入
札により同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した装置
であり、本装置の緊急修理と保守作業を行うためには、本装
置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した
製作業者でなければ対応は不可能である。また、入札時の
技術審査で緊急修理と保守作業を必須要件としていたもの
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
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）

19660
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

ファイアウォール装置の借用
気象研究所長　藤谷德之助
茨城県つくば市長峰１-１

H17.4.1 3,994,200
（株）日立製作所との間で締結している借用については、前
年度に引き続き継続賃借するものであり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

19661
北海道
北海道函館市美原４－６－１
６

奥尻航空気象観測所観測業務
委託

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 3,962,058

北海道との間で締結している本委託業務については、奥尻
航空気象観測所の観測業務委託を実施するものである。本
委託は、「航空気象観測所業務の実施に関する協定」に基
づくものであり、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

19662
ＮＥＣリース㈱
東京都中央区日本橋宝町２
－４－３

沖縄管内気象資料伝送網ネット
ワーク機器借用

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 3,939,648
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、ＮＥＣリース（株）しかいな
い。競争を許さないため。（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
契約を行う）

19663
座間味村
沖縄県島尻郡座間味村字座
間味１０９

慶良間航空気象観測所業務委
託　１式

沖縄気象台長　佐伯　理郎
沖縄県那覇市樋川１－１５－
１５

H17.4.1 3,889,200

　座間味村との間で締結している本業務については、航空気
象観測業務の実施に関する協定により委託観測を行ってい
るもので、航空機の安全運行に資するため、休むことなく一
定時間に観測通報を行う体制を有している必要がある。
　当該空港に関して、この条件を満たすのは座間味村のみ
であり、競争を許さないため。（会計法第２９条３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

19664
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

空港気象ドップラーレーダー装
置保守・点検調整　１式

沖縄気象台長　佐伯　理郎
沖縄県那覇市樋川１－１５－
１５

H17.4.1 3,885,000

　（株）東芝との間で締結している本業務については、同社
は、本装置を製作した業者であり、障害時の即時対応を含
め本装置の性能を維持するためには、製作者のみが有する
固有のノウハウを必要とすることから、他社では本件に対応
することは困難であり、競争を許さないため。（会計法第２９
条３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
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にその所属する部局の名
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19665
㈱エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３－３

温室効果ｶﾞｽ等情報処理・提供ｼ
ｽﾃﾑ保守

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 3,789,450

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結している本業務につ
いては、温室効果ガス等情報処理・提供システムの保守を
実施するものである。本装置は平成12年度の入札により同
社がソフトウエアを含め独自に開発製作した装置であり、本
装置の緊急修理と保守作業を行うためには、本装置全般に
ついてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者
でなければ対応は不可能である。また、入札時の技術審査
で緊急修理と保守作業を必須要件としていたものであり、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
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）

19666
西菱電機（株）
東京都港区新橋５丁目２７番
１号

レーダーエコーデジタル化装置
保守・点検調整　１式

沖縄気象台長　佐伯　理郎
沖縄県那覇市樋川１－１５－
１５

H17.4.1 3,774,750

西菱電機（株）との間で締結している本業務については、本
装置は三菱電機（株）がソフトを含め独自に開発・製作した
装置であり、故障時の緊急修理と保守点検を行い、性能を
維持するためには、装置全般についてハード・ソフトを十分
に熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可
能である。なお、三菱電機（株）はレーダー装置関係の契約
権限を系列会社である同社に営業移管したものであり、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（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19667
明星電気（株）
東京都文京区小石川２丁目５
番７号

火山テレメータ装置の保守
福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.4.1 3,747,177

明星電気（株）との間で締結している保守業務については、
同社が製作した高度な技術で構成された独自のシステム
（火山テレメータ装置）が常に良好な状態で稼働するために
保守整備を行うものである。このため、システム全般にわ
たってハードウェア及びソフトウェアを熟知している製作業者
でなければ対応は不可能であるため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19668
日本無線（株）
東京都新宿区西新宿６－１０
－１

レーダーエコーデジタル化装置
委託保守作業

東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.4.1 3,738,000

日本無線（株）との間で締結している保守保守業務について
は、同社が同装置の製作及びソフトウェアを開発した業者で
あり、同システムの性能を維持するためには同社以外に同
システムに関し同等の知識・技術力を有するものは存在せ
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
１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

19669
島根県
島根県松江市殿町１番地

平成１７年度隠岐航空気象観測
所業務委託

大阪管区気象台長
小佐野愼悟
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.4.1 3,680,552
島根県との間で締結している本業務については、航空気象
観測所業務の実施に関する協定を、同県と締結しているた
め。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

19670
日本電気（株）
大阪市中央区城見一丁目４
番２４号

気象資料伝送網ネットワーク機
器保守点検

大阪管区気象台長
小佐野愼悟
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.4.1 3,644,584

日本電気（株）との間で締結している本業務については、同
社は、気象資料伝送網ネットワーク機器を開発した唯一の業
者であり、同機器の性能を維持するためには同社以外に同
機器に関し同等の知識・技術力を有する者が存在しないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19671
沖電気工業（株）
東京都港区芝浦四丁目１０番
１６号

平成１７年度量的予報作業シス
テム保守点検

大阪管区気象台長
小佐野愼悟
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.4.1 3,641,571

沖電気工業（株）との間で締結している本業務については、
同社は、量的予報作業システムを開発した唯一の業者であ
り、同システムの性能を維持するためには同社以外に同シ
ステムに関し同等の知識・技術力を有する者が存在しないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）
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19672
西菱電機（株）
東京都港区新橋５－２７－１

空港気象ドップラーレーダー装
置データ処理部保守

札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.4.1 3,622,500

西菱電機（株）との間で締結している保守業務については、
本装置は三菱電機（株）がソフトを含め独自に開発・製作し
た装置であり、故障時の緊急修理と保守点検を行い、性能
を維持するためには、装置全般についてハード・ソフトを十分
に熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可
能である。なお、三菱電機（株）はレーダー装置関係の契約
権限を系列会社である同社に営業移管したものであり、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（１９
年度以降の更新時に
総合評価方式による
一般競争入札に移
行）

19673
南海ビルサービス（株）
大阪市中央区難波５－１－６
０

関西航空地方気象台機械設備
保全業務

大阪管区気象台長
小佐野愼悟
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.4.1 3,570,000

南海ビルサービス（株）との間で締結している本業務につい
ては、庁舎管理官庁の契約締結業者を指定することにより、
庁舎機械設備の一体管理が可能となるため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（１９
年度以降に一般競争
入札に移行）

19674
シャープファイナンス㈱
東京都新宿区谷八幡町８

ＪＭＡ－９５型地上気象観測装
置借用（平成１１年度整備分）

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 3,519,850
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、シャープファイナンス（株）
であり、競争を許さないため。（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
年度以降に一般競争
入札を行い次年度以
降は、国庫債務負担
行為を活用し複数年
契約を行う）

19675
明星電気㈱
東京都文京区小石川２－５－
７

震度データ編集装置等保守
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 3,496,928

明星電気（株）との間で締結している本業務については、震
度データ編集装置等の保守を実施するものである。本装置
は平成１３年度の入札により同社がソフトウエアを含め独自
に開発製作した装置であり、本装置の故障時緊急修理と保
守作業を行うためには、本装置全般についてハード･ソフトを
十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不
可能である。また、入札時の技術審査で故障時緊急修理と
保守作業を必須要件としていたものであり、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
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）

19676
第一建築サービス（株）
大阪市北区堂島１－５－１７

大阪管区気象台庁舎内清掃作
業

大阪管区気象台長
小佐野愼悟
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.4.1 3,496,500

第一建築サービス（株）との間で締結している本業務につい
ては、清掃資機材や作業員の更衣スペースを確保すること
が困難であるため、庁舎管理官庁の契約締結業者を指定す
ることにより、清掃資機材や更衣スペースを用意する必要が
なくなり、合理的かつ円滑に業務を遂行できるため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（１９
年度以降に一般競争
入札に移行）

19677
西菱電機（株）
東京都港区新橋５丁目２７番
１号

空港気象ドップラーレーダー装
置（データ処理部）保守・点検調
整　１式

沖縄気象台長　佐伯　理郎
沖縄県那覇市樋川１－１５－
１５

H17.4.1 3,412,500

西菱電機（株）との間で締結している本業務については、本
装置は三菱電機（株）がソフトを含め独自に開発・製作した
装置であり、故障時の緊急修理と保守点検を行い、性能を
維持するためには、装置全般についてハード・ソフトを十分
に熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可
能である。なお、三菱電機（株）はレーダー装置関係の契約
権限を系列会社である同社に営業移管したものであり、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（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）
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19678
富士ゼロックス（株）
東京都港区六本木３－１－１

複写装置の借用
気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２３５

H17.4.1 3,331,000
富士ゼロックス（株）との間で締結している借用については、
前年度に引き続き継続賃借するもので、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
年度以降に一般競争
入札を行い次年度以
降は、国庫債務負担
行為を活用し複数年
契約を行う）

単価契約

19679
ダイキン工業（株）
東京都港区港南２－１８－１

空調機保守
気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２３５

H17.4.1 3,315,375

ダイキン工業（株）との間で締結している保守業務について
は、当該空調機を開発した唯一の業者であり、同機器の性
能を維持するためには同社以外に同機器に関し同等の知
識・技術力を有する者は存在せず、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）

19680
日通商事（株）
東京都中央区築地五丁目６
番１０号

気象情報自動応答装置借用
（リース）

大阪管区気象台長
小佐野愼悟
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.4.1 3,281,040

日通商事（株）との間で締結している借用については、気象
情報自動応答装置の賃貸借をするためのものであり、同社
は複数年契約を前提としたリース契約の競争入札での落札
業者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

19681
伊藤忠テクノサイエンス（株）
東京都千代田区霞ヶ関３－２
－５

気象資料交換処理システム保
守

札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.4.1 3,247,671

伊藤忠テクノサイエンス（株）との間で締結している保守業務
については、気象資料交換処理システムを開発した業者か
ら保守業務を移管された唯一の業者であり、同システムにお
いて十分熟知し必要とする技術力を有しており、同社以外に
同システムに関し同等の知識・技術力を有するものは存在し
ない（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

19682
ＮＥＣリース㈱
東京都中央区日本橋宝町２
－４－３

地震活動等総合監視システム
ファイアウォールの借用

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 3,246,420
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、ＮＥＣリース（株）しかいな
い。競争を許さないため。（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
契約を行う）

19683
松下電器産業（株）
東京都港区芝公園１－１－２

防災情報提供装置保守
札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.4.1 3,235,671

松下電器産業（株）との間で締結している保守業務について
は、防災情報提供装置を開発した唯一の業者であり、同シ
ステムの性能を維持するためには同社以外に同システムに
関し同等の知識・技術力を有するものは存在しない（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

19684
北大東村
沖縄県島尻郡北大東村字中
野２１８

北大東航空気象観測所業務委
託　１式

沖縄気象台長　佐伯　理郎
沖縄県那覇市樋川１－１５－
１５

H17.4.1 3,182,550

　北大東村との間で締結している本業務については、航空気
象観測業務の実施に関する協定により委託観測を行ってい
るもので、航空機の安全運行に資するため、休むことなく一
定時間に観測通報を行う体制を有している必要がある。
　当該空港に関して、この条件を満たすのは同村のみであ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの
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19685

三菱電機ビルテクノサービス
（株）
東京都立川市曙町１－２５－
１２

電子計算機室空調設備保守
気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２３５

H17.4.1 3,170,160

三菱電機ビルテクノサービス（株）との間で締結している保守
業務については、当該機器を開発した唯一の業者であり、同
機器の性能を維持するためには同社以外に同機器に関し同
等の知識・技術力を有する者は存在せず、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）

19686
ＮＴＴリース㈱
東京都港区芝浦１－２－１

海洋データ解析・評価装置の借
用

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 3,143,700
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、ＮＴＴリース（株）であり、競
争を許さないため。（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
契約を行う）

19687
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦１－１－１

東京管内気象資料伝送網気象
資料交換処理システム保守

東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.4.1 3,108,784

東芝ソリューション（株）との間で締結している保守業務につ
いては、システムの設計製作及び取付調整等を行い、構造・
機能及び仕様等に精通している同社でなければ対応でき
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
１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

19688
明星電気（株）
東京都文京区小石川２丁目５
番７号

津波地震観測装置中枢局装置
保守整備

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.4.1 3,106,405

明星電気（株）との間で締結している本業務については、同
社が製作した高度な技術で構成された独自のシステム（津
波地震観測装置中枢局装置）が常に良好な状態で稼働する
ために保守整備を行うものである。このため、システム全般
にわたってハードウェア及びソフトウェアを熟知している製作
業者でなければ対応は不可能であるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19689
富士ゼロックス（株）
沖縄県那覇市久茂地１－７－
１

複写機保守　１式
沖縄気象台長　佐伯　理郎
沖縄県那覇市樋川１－１５－
１５

H17.4.1 3,087,289

　富士ゼロックス（株）との間で締結している保守業務につい
ては、複写機（ゼロックス製）の性能を維持し、故障時にも迅
速な復旧を行うために実施するものである。　同社は、当該
機種についての保守担当となっており、メーカー独自のノウ
ハウについてメンテナンスの教育訓練を受けた技術者を有し
ている。　これらのことから、同社は本件を実施することがで
きる唯一の業者であり、競争を許さないため。（会計法第２９
条３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

単価契約
DocuCentre
559型

低コピー
料金
35,000円
1枚～
15,000枚
5.37円　他

19690
明星電気（株）
札幌市中央区北３条西２丁目
１－２８

火山テレメータ装置保守
札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.4.1 3,045,420

明星電気（株）との間で締結している保守業務については、
火山テレメータ装置を開発した唯一の業者であり、同システ
ムの性能を維持するためには同社以外に同システムに関し
同等の知識・技術力を有するものは存在しない（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
年度以降の更新時に
総合評価方式による
一般競争入札に移
行）

19691
明星電気（株）
仙台市泉区市名坂字万吉前
125-1

火山テレメータ装置保守
仙台管区気象台長　竹内昌
明　仙台市宮城野区五輪１-
３-１５

H17.4.1 3,045,420

明星電気（株）との間で締結している保守業務については、
本システムは、同社が気象庁の仕様に基づき、独自に設計・
開発したものであり、電子計算機を中核としたシステムであ
る。同システムの保守にあたっては、ハードウェア及びソフト
ウェアに精通して、障害時には即座に対応できる製作業者で
なければ対応不可能であり、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（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19692
日立キャピタル㈱
東京都港区西新橋２－１５－
１２

国土交通省共済組合用電子計
算機等借用

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 3,030,300
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、日立キャピタル（株）であ
り、競争を許さないため。（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
契約を行う）

19693
センチュリー・リーシング・シ
ステム㈱
東京都港区浜松町２－４－１

海洋総合解析システム用機器
の借用

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 3,014,676

本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、センチュリー・リーシング
（株）であり、競争を許さないため。（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

19694
東芝情報システム㈱
神奈川県川崎市川崎区日進
町７－１

高潮等総合予測システム保守
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 2,996,700

東芝情報システム（株）との間で締結している本業務につい
ては、高潮等総合予測システムの保守を実施するものであ
る。本装置は平成12年度の入札により同社がソフトウエアを
含め独自に開発製作した装置であり、本装置の故障時緊急
修理と保守作業を行うためには、本装置全般についてハー
ド･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ
対応は不可能である。また、入札時の技術審査で故障時緊
急修理と保守作業を必須要件としていたものであり、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
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）

19695
日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１

地震活動等総合監視システム
のファイアウォールの保守

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 2,992,500

日本電気（株）との間で締結している本業務については、地
震活動等総合監視システムのファイアウォールの保守を実
施するものである。本装置は平成１５年度の入札により同社
がソフトウエアを含め独自に開発製作した装置であり、本装
置の故障時緊急修理と保守作業を行うためには、本装置全
般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作
業者でなければ対応は不可能である。また、入札時の技術
評価に故障時緊急修理と保守作業を含めた総合評価方式
を行ったものであり、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

競争入札に移行
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）

19696
明星電気㈱
東京都文京区小石川２－５－
７

火山ﾃﾚﾒｰﾀ装置の保守
気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 2,982,924

明星電気（株）との間で締結している本業務については、火
山テレメータ装置の保守を実施するものである。本装置は平
成１３年度の入札により同社がソフトウエアを含め独自に開
発製作した装置であり、本装置の故障時緊急修理と保守作
業を行うためには、本装置全般についてハード･ソフトを十分
熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能
である。また、入札時の技術審査で故障時緊急修理と保守
作業を必須要件としていたものであり、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
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）

19697
松下電器産業（株）
港区芝公園1-1-2

防災情報提供装置等保守
仙台管区気象台長　竹内昌
明　仙台市宮城野区五輪１-
３-１５

H17.4.1 2,935,031

松下電器産業（株）との間で締結している保守については、
本設備は同社が気象庁の仕様に基づき独自に設計・開発し
たものであり、電子計算機を中核としたシステムである。設
備の保守については、ハードウェア及びソフトウェアに精通し
障害時には即時に対応でき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）

見直しの余地あり
１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19698
キャノン販売㈱
東京都港区南２－１６－６

都市気候解析・監視データ蓄積
装置ハードウェア・ソフトウェア保
守

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 2,915,850

キャノン販売（株）との間で締結している本業務については、
都市気候解析・監視データ蓄積装置の保守を実施するもの
である。本装置は平成１５年度の入札により同社がソフトウ
エアを含め独自に開発製作した装置であり、本装置の故障
時緊急修理と保守作業を行うためには、本装置全般につい
てハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でな
ければ対応は不可能である。また、入札時の技術審査で故
障時緊急修理と保守作業を必須要件としていたものであり、
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
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）

19699
日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１

東海沖海底地震常時監視シス
テム陸上伝送送受信装置保守

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 2,900,196

日本電気（株）との間で締結している本業務については、東
海沖海底地震常時監視システム陸上伝送送受信装置の保
守を実施するものである。本装置は平成１５年度の入札によ
り同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した装置であ
り、本装置の故障時の緊急修理と定期点検を含めた保守作
業を行うためには、本装置全般についてハード･ソフトを十分
熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能
である。また、同装置整備時の入札条件が保守を含めた総
合評価方式であり、競争を許さないため。（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年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）

19700
キョウワプロテック（株）
福島市五月町３番２０号

大阪航空測候所庁舎清掃作業
大阪管区気象台長
小佐野愼悟
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.4.1 2,898,000

キョウワプロテック（株）との間で締結している本業務につい
ては、清掃資機材や作業員の更衣スペースを確保すること
が困難であるため、庁舎管理官庁の契約締結業者を指定す
ることにより、清掃資機材や更衣スペースを用意する必要が
なくなり、合理的かつ円滑に業務を遂行できるため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（１９
年度以降に一般競争
入札に移行）

19701
㈱ジェイティ財務サービス
東京都港区西新橋３－３－１

気候予測情報高度化システム
の借用

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 2,878,470

本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、（株）ジェイティ財務サービ
スしかいない。競争を許さないため。（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

19702
明星電気㈱
東京都文京区小石川２－５－
７

津波地震観測装置中枢局装置
保守

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 2,842,969

明星電気（株）との間で締結している本業務については、津
波地震観測装置中枢局装置の保守を実施するものである。
本装置は平成１５年度の入札により同社がソフトウエアを含
め独自に開発製作した装置であり、本装置の故障時緊急修
理と保守作業を行うためには、本装置全般についてハード･
ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対
応は不可能である。また、入札時の技術審査で故障時緊急
修理と保守作業を必須要件としていたものであり、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
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）

19703
明星電気（株）
札幌市中央区北３条西２丁目
１－２８

津波地震観測装置中枢旭装置
保守

札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.4.1 2,836,720

明星電気（株）との間で締結している保守業務については、
津波地震観測装置中枢旭装置を開発した唯一の業者であ
り、同システムの性能を維持するためには同社以外に同シ
ステムに関し同等の知識・技術力を有するものは存在しない
（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
年度以降の更新時に
総合評価方式による
一般競争入札に移
行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
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公共工事の名称、場所、期
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称及び所在地

19704
芙蓉総合リース㈱
東京都千代田区岬町３－３－
２３

ＪＭＡ－９５型地上気象観測装
置借用

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 2,809,368
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、芙蓉総合リース（株）であ
り、競争を許さないため。（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
年度以降に一般競争
入札を行い次年度以
降は、国庫債務負担
行為を活用し複数年
契約を行う）

19705
伊豆七島海運（株）
東京都港区海岸３－６－４３

水素ガス容器・水素ガス集合装
置の輸送（単価契約）

東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.4.1 2,809,170
伊豆七島海運（株）との間で締結している本業務について
は、同社が海上輸送を安全かつ短期間でできる唯一の業者
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）

単価契約
216,090円
／１往復

19706
明星電気㈱
東京都文京区小石川２－５－
７

地震地殻観測データ等統合・配
信装置保守

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 2,793,481

明星電気（株）との間で締結している本業務については、地
震地殻観測データ等統合・配信装置の保守を実施するもの
である。本装置は平成１４年度の入札により同社がソフトウ
エアを含め独自に開発製作した装置であり、本装置の故障
時緊急修理と保守作業を行うためには、本装置全般につい
てハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でな
ければ対応は不可能である。また、入札時の技術審査で故
障時緊急修理と保守作業を必須要件としていたものであり、
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
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）

19707
明星電気㈱
東京都文京区小石川２－５－
７

地殻データ等収集装置保守
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 2,792,204

明星電気（株）との間で締結している本業務については、地
殻データ等収集装置の保守を実施するものである。本装置
は平成１５年度の入札により同社がソフトウエアを含め独自
に開発製作した装置であり、本装置の故障時緊急修理と保
守作業を行うためには、本装置全般についてハード･ソフトを
十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不
可能である。また、入札時の技術審査で故障時緊急修理と
保守作業を必須要件としていたものであり、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
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）

19708
日立キャピタル（株）
東京都港区新橋２－１５－１
２

札幌管内気象資料伝送網端末
システム借用　１式

札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.4.1 2,773,888

日立キャピタル（株）との間で締結している借用については、
前年度に引き続き継続賃借するものであるが、本機器を賃
借することができるものは同社しかいない。（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

19709
明星電気（株）
大阪市西淀川区宮原一丁目
５番３３号

データ収集装置（高感度地震観
測網）保守点検

大阪管区気象台長
小佐野愼悟
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.4.1 2,739,139

明星電気（株）との間で締結している本業務については、同
社は、データ収集装置（高感度地震観測網）を開発した唯一
の業者であり、同装置の性能を維持するためには同社以外
に同装置に関し同等の知識・技術力を有する者が存在しな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19710
小笠原海運㈱
東京都港区芝浦３－７－９

父島気象観測所の補給物品等
の輸送（単価契約）

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 2,734,182

小笠原海運（株）との間で締結している本業務については、
父島気象観測所の補給物品等の輸送を実施するものであ
る。同社は東京－父島間に就航している国内唯一の業者で
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



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19711
明星電気（株）
東京都文京区小石川２丁目５
番７号

データ収集装置(高感度地震観
測網)保守整備

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.4.1 2,713,939

明星電気（株）との間で締結している本業務については、同
社が製作した高度な技術で構成された独自のシステム（高
感度地震観測網データ収集装置）が常に良好な状態で稼働
するために保守整備を行うものである。このため、システム
全般にわたってハードウェア及びソフトウェアを熟知している
製作業者でなければ対応は不可能であるため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19712
丸の内新聞事業協同組合
東京都千代田区内幸町１－７
－１０

朝日新聞他
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 2,711,100

丸の内新聞事業協同組合との間で締結している本業務につ
いては、主要各新聞と国内発行の多く種類の新聞を購入す
るものである。新聞は著作権物再販制度の対象物品である
こと、また同組合は当庁を販売区域としている唯一の販売店
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

19713
センチュリー・リーシング・シ
ステム㈱

黄砂情報解析・検証装置の借用
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 2,709,000

本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、センチュリー・リーシング
（株）であり、競争を許さないため。（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
契約を行う）

19714
明星電気（株）
仙台市泉区市名坂字万吉前
125-1

データ収集装置（高感度地震観
測網）保守

仙台管区気象台長　竹内昌
明　仙台市宮城野区五輪１-
３-１５

H17.4.1 2,690,541

明星電気（株）との間で締結している保守業務については、
本システムは、高感度地震観測網の地震波形データを地震
活動の監視、防災情報の発表という気象業務に活用すると
共に、既設の地震観測点のデータを統合して、地域地震情
報センターデータ処理システム等に転送等することを目的と
し、同社が独自に設計開発を行ったものである。同システム
は通年２４時間連続運用により地震活動監視のためのデー
タを迅速かつ確実に収集するものであり、システムの保守に
あたっては、ハードウェア及びソフトウェアに精通して、障害
時には即座に対応できる製作業者でなければ対応不可能で
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（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19715
富士通㈱
東京都港区東新橋１－５－２

気象庁行政情報ﾈｯﾄﾜｰｸ・ｻｰﾊﾞ
運用支援及び保守作業

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 2,651,880

富士通（株）との間で締結している本保守業務等について
は、気象庁行政ネットワーク・サーバ運用支援及び保守作業
を実施するものである。本装置は平成１５年度の入札により
同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した装置であり、
本装置の運用支援と保守作業を行うためには、本装置全般
についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業
者でなければ対応は不可能である。また、入札時の技術評
価で運用支援と保守作業を含め総合評価方式によったもの
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

競争入札に移行
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19716
キャノン販売㈱
東京都港区南２－１６－６

地球水循環ﾃﾞｰﾀ解析処理装置
のハードウェア・ソフトウェア保守

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 2,644,950

キャノン販売（株）との間で締結している本業務については、
地球水循環データ解析処理装置の保守を実施するものであ
る。本装置は平成１５年度の入札により同社がソフトウエア
を含め独自に開発製作した装置であり、本装置のハード・ソ
フトの保守作業を行うためには、本装置全般についてハー
ド･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ
対応は不可能である。また、入札時の技術評価で保守作業
を含め総合評価方式によったものであり、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

競争入札に移行
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）

19717
明星電気（株）
札幌市中央区北３条西２丁目
１－２８

データ収集装置（高感度地震観
測網）保守

札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.4.1 2,644,208

明星電気（株）との間で締結している保守業務については、
データ収集装置（高感度地震観測網）を開発した唯一の業
者であり、同システムの性能を維持するためには同社以外
に同システムに関し同等の知識・技術力を有するものは存
在しない（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
年度以降の更新時に
総合評価方式による
一般競争入札に移
行）

19718
竹富町
沖縄県石垣市美崎町１１

波照間航空気象観測所業務委
託　１式

沖縄気象台長　佐伯　理郎
沖縄県那覇市樋川１－１５－
１５

H17.4.1 2,635,500

　竹富町との間で締結している本業務については、航空気象
観測業務の実施に関する協定により委託観測を行っている
もので、航空機の安全運行に資するため、休むことなく一定
時間に観測通報を行う体制を有している必要がある。
　当該空港に関して、この条件を満たすのは竹富町のみで
あり、競争を許さないため。（会計法第２９条３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

19719
シャープファイナンス（株）
東京都墨田区石原２丁目１２
－３

ＪＭＡ９５型地上気象観測装置
借用（Ｈ１１）　１式

札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.4.1 2,621,049

シャープファイナンス（株）との間で締結している借用につい
ては、ＪＭＡ－９５型地上気象観測装置の賃貸借をするため
のものであり、同社は複数年契約を前提としたリース契約の
競争入札での落札業者であり、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（２３
年度以降に一般競争
入札を行い次年度以
降は、国庫債務負担
行為を活用し複数年
契約を行う）

19720
松下電器産業㈱
東京都港区芝公園１－１－２

防災情報提供装置等保守
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 2,614,279

松下電器産業（株）との間で締結している本業務について
は、防災情報提供装置等の保守を実施するものである。本
装置は平成１１年度の入札により同社がソフトウエアを含め
独自に開発製作した装置であり、本装置の故障時の緊急修
理と保守作業を行うためには、本装置全般についてハード･
ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対
応は不可能である。また、入札時の技術評価で緊急修理と
保守作業を含めた総合評価方式としていたものであり、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

19721
日本電気（株）
大阪市中央区城見一丁目４
番２４号

地域地震情報センターデータ処
理システムデータ交換装置保守
点検

大阪管区気象台長
小佐野愼悟
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.4.1 2,601,764

日本電気（株）との間で締結している本業務については、同
社は、地域地震情報センターデータ処理システムデータ交換
装置を開発した唯一の業者であり、同装置の性能を維持す
るためには同社以外に同装置に関し同等の知識・技術力を
有する者が存在しないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19722
三菱電機クレジット（株）
品川区西五反田1-3-8

レーダーエコーデジタル化装置
の借用

仙台管区気象台長　竹内昌
明　仙台市宮城野区五輪１-
３-１５

H17.4.1 2,578,009

三菱電機クレジット（株）との間で締結している借用について
は、本装置は、管内2箇所の気象レーダー装置と接続し、各
レーダー局からの信号を仙台管区で集約処理するとともに、
気象庁本庁向けの各種プロダクトを作成・伝送する装置であ
る。本装置は、各レーダー局においてデジタル処理したレー
ダー信号をL-ADESSを介して集信、編集処理した後各地台
へ伝送し、C/ADESSを介して気象庁本庁に伝送することを
目的として、三菱電機㈱が独自に設計・製作したものであ
る。このため、経費節約及び製作期間を考慮して業務の円
滑な遂行を図るためには同会社の装置を借用する必要があ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

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

19723
リコー九州（株）
福岡市博多区東比恵３丁目９
番１５号

電子複写機保守
福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.4.1 2,577,485

リコー九州（株）との間で締結している保守業務については、
福岡管内で購入で整備したすべてのリコー製の複写機を常
に良好な状態で使用できるよう保守をするものである。同社
はリコー製品の販売と保守等のサービスをする会社であり、
管内の保守をすべて請け負う場合は同社以外では対応は不
可能であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19724
ジョンソンコントロールズ（株）
仙台市宮城野区榴岡4-6-1

自動制御設備保守点検
仙台管区気象台長　竹内昌
明　仙台市宮城野区五輪１-
３-１５

H17.4.1 2,572,500

ジョンソンコントロールズ㈱との間で締結している保守業務に
ついては、自動制御設備の保守点検を実施するものであ
る。同社は同設備工事の施行業者であり、電子計算機シス
テムで構成された独自のシステムを開発したところでもあ
る。本設備はこのシステムで設定管理し運用されているた
め、設備機器及びシステム全般について十分熟知した施工
業者でなければ対応は不可能であり、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
競争入札に移行（１９
年度以降に一般競争
入札に移行）

19725
東芝ソリューション㈱
東京都港区芝浦１－１－１

気象資料伝送網気象資料交換
処理システム保守

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 2,548,032

東芝ソリューション（株）との間で締結している本業務につい
ては、気象資料伝送網気象資料交換処理システムの保守を
実施するものである。同社は同装置の製作業者であり、同装
置の性能を維持するためには装置全般について十分熟知し
た製作業者でなければ対応は不可能であり、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

19726
日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１

航空用天気図処理装置等保守
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 2,531,795

日本電気（株）との間で締結している本業務については、航
空用天気図処理装置等の保守点を実施するものである。同
社は同装置の製作業者であり、同装置の性能を維持するた
めには装置全般について十分熟知した製作業者でなければ
対応は不可能であり、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

19727

㈱ティ・エス・エス・ソフトウェ
ア
広島県広島市南区出汐２－３
－１９

人事事務システムのソフトウェア
サポート及び運用支援

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 2,520,000

（株）ティ・エス・エス・ソフトウェアとの間で締結している本業
務については、人事事務システムソフトウェアサポート及び
運用支援の保守点検等を実施するものである。本装置は同
社がソフトウエアを含め独自に開発製作した装置であり、本
装置のソフトウェアのサポートと運用支援を行い、本装置の
性能を維持するためには、本装置全般についてハード･ソフ
トを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は
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

競争入札に移行
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）
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19728

㈱ティ・エス・エス・ソフトウェ
ア
広島県広島市南区出汐２－３
－１９

会計事務システムのソフトウェア
サポート及び運用支援

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 2,520,000

（株）ティ・エス・エス・ソフトウェアとの間で締結している本業
務については、会計事務システムソフトウェアサポート及び
運用支援の保守点検等を実施するものである。本装置は同
社がソフトウエアを含め独自に開発製作した装置であり、本
装置のソフトウェアのサポートと運用支援を行い、本装置の
性能を維持するためには、本装置全般についてハード･ソフ
トを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は
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

競争入札に移行
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）

19729
ジョンソンコントロールズ㈱
大阪府大阪市西区靭本町１
－１１－７

神戸防災合同庁舎自動制御機
器保守点検業務（神戸海洋気象
台）

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 2,493,750

ジョンソンコントロールズ（株）との間で締結している本業務に
ついては、神戸防災合同庁舎自動制御機器の保守点検を
実施するものである。本装置は同社がソフトウエアを含め独
自に開発製作した電機空調設備の自動制御装置であり、故
障時の緊急修理及び保守点検を行い、本装置の性能を維
持するためには、本装置全般についてハード･ソフトを十分
熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能
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
競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行）

19730
日本電気（株）
札幌市中央区大通西４丁目１

地域地震情報センター処理シス
テムデータ交換装置保守

札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.4.1 2,492,317

日本電気（株）との間で締結している保守業務については、
地域地震情報センター処理システムデータ交換装置を開発
した唯一の業者であり、同システムの性能を維持するために
は同社以外に同システムに関し同等の知識・技術力を有す
るものは存在しない（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
年度以降の更新時に
総合評価方式による
一般競争入札に移
行）

19731
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

ボルメット通報装置保守
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 2,462,389

（株）日立製作所との間で締結している本業務については、
ボルメット通報装置の保守を実施するものである。本システ
ム装置は平成13年度の入札で同社がソフトウェアを含め独
自に開発製作したものであり、本装置の故障時の緊急修理
と保守を行い、本装置の性能を維持するためには、装置全
般についてハード・ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作
業者でなければ対応は不可能である。また、同装置整備時
の入札条件が故障時の緊急修理と保守体制等を含めた総
合評価方式であり、競争を許さないため。（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年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）

19732
明星電気（株）
大阪市西淀川区宮原一丁目
５番３３号

震度データ編集装置等保守点
検

大阪管区気象台長
小佐野愼悟
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.4.1 2,452,275

明星電気（株）との間で締結している本業務については、同
社は、震度データ編集装置を開発した唯一の業者であり、同
装置の性能を維持するためには同社以外に同装置に関し同
等の知識・技術力を有する者が存在しないため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19733
㈱パワードコム
東京都港区港南２－１６－１

インターネット回線接続サービス
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 2,444,925
本サービスについては、前年度に引き続き継続するもので、
本サービスを継続できる業者は、（株）パワードコムであり、
競争を許さないため。（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年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）
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19734
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－２

業務系ネットワーク・システム保
守

気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２３５

H17.4.1 2,415,000

富士通（株）との間で締結している保守業務については、当
該機器を開発した唯一の業者であり、同機器の性能を維持
するためには同社以外に同機器に関し同等の知識・技術力
を有する者は存在せず、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
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19735
（株）三冷社
東京都中央区銀座１－７－
３

吸収式冷凍機の保守
気象研究所長　藤谷德之助
茨城県つくば市長峰１-１

H17.4.1 2,362,500

（株）三冷社との間で締結している保守業務については、設
置・整備を行った業者であり、性能を維持するためには同社
以外に構造、機能及び性能に熟知した技術力を有する者は
存在せ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）

19736
日立計測器サービス（株）
茨城県つくば市春日１－３
－２

分析用電子顕微鏡の保守
気象研究所長　藤谷德之助
茨城県つくば市長峰１-１

H17.4.1 2,310,000

日立計測器サービス（株）との間で締結している保守業務に
ついては、日立製作所社製の分析用電子顕微鏡の試験、調
整及び点検を同社が一括して行っており、性能を維持するた
めに同社以外に構造、機能及び性能に熟知した技術力を有
する者は存在せ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）

19737
明星電気（株）
大阪市西淀川区宮原一丁目
５番３３号

津波地震観測装置中枢局装置
保守点検

大阪管区気象台長
小佐野愼悟
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.4.1 2,261,637

明星電気（株）との間で締結している本業務については、同
社は、津波地震観測装置を開発した唯一の業者であり、同
装置の性能を維持するためには同社以外に同装置に関し同
等の知識・技術力を有する者が存在しないため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19738
シャープファイナンス㈱
東京都新宿区谷八幡町８

ＪＭＡ－９５型地上気象観測装
置用視程計の借用

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 2,198,460
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、シャープファイナンス（株）
であり、競争を許さないため。（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
年度以降に一般競争
入札を行い次年度以
降は、国庫債務負担
行為を活用し複数年
契約を行う）

19739
千葉ゼロックス（株）
千葉県千葉市美浜区中瀬２
－６

ゼロックス複合機保守
東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.4.1 2,193,705

千葉ゼロックス（株）との間で締結している保守業務について
は、ゼロックス製の装置が同社もしくは同社製品に精通した
ものでなければ保守ができない。同社は、成田市周辺にお
いて同社製品の保守を行っている唯一の業者であるため、
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
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

単価契約
DocuCentre
Color400CP
-DD 1,000
枚まで 7円/
枚他

19740
松下リース・クレジット（株）
東京都北区王子一丁目１２番
４号

気象情報自動応答装置借用
福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.4.1 2,185,722

松下リース・クレジット（株）との間で締結している借用につい
ては、気象情報自動応答装置の賃貸借をするものである。
同社は複数年契約を前提としたリース契約の競争入札での
落札業者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
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19741
日本電気（株）
仙台市青葉区中央4-6-1

地域地震情報センターデータ処
理システムデータ交換装置保守

仙台管区気象台長　竹内昌
明　仙台市宮城野区五輪１-
３-１５

H17.4.1 2,174,023

日本電気（株）との間で締結している保守業務については、
本システムは、同社が独自にシステム化したもので、電子計
算機を主体としたシステムである。同システムは通年２４時
間連続運用により地震活動監視を行っており、業務の性質
上、短時間の停止も許されない。システムの保守にあたって
は、ハードウェア及びソフトウェアに精通して、障害時には即
座に対応できる製作業者でなければ対応不可能であり、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（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19742
松下電器産業（株）
東京都品川区東品川４－１２
－４

飛行場内気象情報提供装置保
守

東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.4.1 2,163,000
松下電器産業（株）との間で締結している保守業務について
は、装置を設計及び製作し、熟知している同社でなければ対
応できず、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
１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

19743
明星電気（株）
東京都文京区小石川２丁目５
番７号

震度データ編集装置等保守整
備

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.4.1 2,140,576

明星電気（株）との間で締結している本業務については、同
社が製作した高度な技術で構成された独自のシステム（震
度データ編集装置等）が常に良好な状態で稼働するために
保守整備を行うものである。このため、システム全般にわ
たってハードウェア及びソフトウェアを熟知している製作業者
でなければ対応は不可能であるため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19744
（株）東芝
札幌市中央区北３条西１丁目
１０　東芝札幌ビル

レーダーエコーデジタル化装置
保守

札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.4.1 2,131,500

（株）東芝との間で締結している保守業務については、レー
ダーエコーデジタル化装置を開発した唯一の業者であり、同
システムの性能を維持するためには同社以外に同システム
に関し同等の知識・技術力を有するものは存在しない（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

19745
シャープファイナンス㈱
東京都新宿区谷八幡町８

天候監視装置の借用
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 2,122,932
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、シャープファイナンス（株）
であり、競争を許さないため。（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・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
数年契約を行う）

19746
日本無線(株)
東京都港区芝五丁目７－１

地域地震情報センターデータ処
理システムデータ交換装置保守
整備

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.4.1 2,106,103

日本無線（株）との間で締結している本業務については、同
社が製作した高度な技術で構成された独自のシステム（地
域地震情報センターデータ処理システムデータ交換装置）が
常に良好な状態で稼働するために保守整備を行うものであ
る。このため、システム全般にわたってハードウェア及びソフ
トウェアを熟知している製作業者でなければ対応は不可能で
あるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）
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19747
ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ（株）
東京都渋谷区笹塚１－５０－
１

八丈島測候所自動制御装置保
守点検

東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.4.1 2,100,000

ジョンソンコントロールズ（株）との間で締結している本業務に
ついては、同社により設計、製造、プログラミング及び設置さ
れた。装置は遠隔監視装置が設置され指定業者の遠隔監
視システムとリモートオペレーションセンターにより常時監視
がなされるもので、同社以外に保全点検を行うことができ
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）

19748
日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１

数値予報プロダクト提供システ
ム運用支援及び保守作業

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 2,091,784

日本電気（株）との間で締結している本業務については、数
値予報プロダクト提供システム運用支援及び保守作業を実
施するものである。本装置は平成13年度の入札により同社
がソフトウエアを含め独自に開発製作した装置であり、本装
置の運用支援と保守作業を行い本装置の性能を維持するた
めには、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著
作権を有した製作業者でなければ対応は不可能である。ま
た、入札時の技術審査で運用支援と保守作業を必須要件と
していたものであり、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
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）

19749
明星電気（株）
仙台市泉区市名坂字万吉前
125-1

震度データ編集装置等保守
仙台管区気象台長　竹内昌
明　仙台市宮城野区五輪１-
３-１５

H17.4.1 2,087,656

明星電気（株）との間で締結している保守業務については、
本装置は、津波地震早期検地観測局の震度データを収集・
編集することを目的とし、同社が独自に設計開発したもので
ある。本装置は通年24時間連続運用により震度データを迅
速かつ確実に収集するものであり、設備の保守については、
ハードウェア及びソフトウェアに精通し障害時には即時に対
応でき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）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19750
（株）巴技研
東京都中央区勝どき４－５
－１７

気象観測用鉄塔エレベータ保
守

気象研究所長　藤谷德之助
茨城県つくば市長峰１-１

H17.4.1 2,079,000

（株）巴技研との間で締結している保守業務については、特
別に設計、製作及び取り付けた業者であり、性能を維持する
ためには同社以外に構造、機能及び性能に熟知した技術力
を有する者は存在せ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）

19751
沖縄リコー（株）
沖縄県那覇市友寄１－３－３
７

複写機保守　１式
沖縄気象台長　佐伯　理郎
沖縄県那覇市樋川１－１５－
１５

H17.4.1 2,063,754

　沖縄リコー（株）との間で締結している保守業務について
は、本件は、複写機（リコー製）の性能を維持し、故障時にも
迅速な復旧を行うために実施するものである。　同社は、当
該機種についての保守担当となっており、メーカー独自のノ
ウハウについてメンテナンスの教育訓練を受けた技術者を
有している。　これらのことから、同社は本件を実施すること
ができる唯一の業者であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

単価契約
imagio ｶﾗｰ
5105it

低コピー
料金
14,700円
1枚～1,000
枚　5.7円
他
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19752
ＫＤＤＩ㈱
東京都千代田区飯田橋３－１
０－１０

情報共有ｼｽﾃﾑ・ﾈｯﾄﾜｰｸ管理装
置保守

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 2,043,630

ＫＤＤＩ（株）との間で締結している本業務については、情報共
有システム・ネットワーク管理装置の保守を実施するもので
ある。本装置は平成13年度の入札により同社がソフトウエア
を含め独自に開発製作した装置であり、本装置の故障時の
緊急修理と保守作業を行い、本装置の性能を維持するため
には、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作
権を有した製作業者でなければ対応は不可能である。また、
入札時の技術審査で故障時の緊急修理と保守作業を必須
要件としていたものであり、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年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）

19753
（株）リコー
東京都大田区中馬込１－３－
６

複写機保守
東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.4.1 2,039,220

（株）リコーとの間で締結している保守業務については、複写
機を設計した業者であり、複写機について十分熟知し必要と
する技術力を有している同社以外に存在せず、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
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

単価契約
MF6550RC
１枚～2.47
円他

19754

エヌ・ティ・ティ・コミュニケー
ションズ㈱
東京都千代田区内幸町１－１
－６

気象資料伝送網ﾈｯﾄﾜｰｸ機器保
守

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 1,995,000

ＮＴＴコミニュケーションズ（株）との間で締結している本業務
については、気象資料伝送網ネットワーク機器の保守点検
を実施するものである。同社は同装置の製作業者であり、同
装置の性能を維持するためには装置全般について十分熟
知した製作業者でなければ対応は不可能であり、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

19755
シャープファイナンス㈱
東京都新宿区谷八幡町８

ＪＭＡ－９５型地上気象観測装
置借用（平成１６年度整備分）

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 1,990,068
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、シャープファイナンス（株）
であり、競争を許さないため。（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
年度以降に一般競争
入札を行い次年度以
降は、国庫債務負担
行為を活用し複数年
契約を行う）

19756
明星電気（株）
沖縄県浦添市伊祖３－４－１
２

津波地震観測装置中枢局装置
の保守　１式

沖縄気象台長　佐伯　理郎
沖縄県那覇市樋川１－１５－
１５

H17.4.1 1,975,219

　明星電気（株）との間で締結している保守業務については、
同社は、本装置を製作した業者であり、障害時の即時対応
を含め本装置の性能を維持するためには、製作者のみが有
する固有のノウハウを必要とすることから、他社では本件に
対応することは困難であり、競争を許さないため。（会計法第
２９条３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19757
テクノハウス（株）
東京都渋谷区幡ヶ谷２－５０
－１８－B０１

仮設プレハブの借用
気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２３５

H17.4.1 1,927,800
テクノハウス（株）との間で締結している借用については、前
年度に引き続き継続賃借するものであり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

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

19758
日興美装工業（株）【札幌市
北区１９条西４丁目１－２１】

新千歳航空測候所庁舎清掃業
務

札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.4.1 1,920,114

日興美装工業（株）との間で締結している本業務は、新千歳
航空測候所が入居する庁舎清掃を管理官庁より請け負って
いる業者であり、庁舎管理上の理由から同社以外に請け負
わせることは国の業務において支障が生じる恐れがある（会
計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（１８
年度から一般競争入
札に移行）
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19759

松下電工ビルシステム
（株）
茨城県つくば市吾妻３－１
５－１５－１６

空調用自動制御機器の保守
気象研究所長　藤谷德之助
茨城県つくば市長峰１-１

H17.4.1 1,911,000

松下電工ビルシステム（株）との間で締結している保守業務
については、機器の設置、整備を行った業者であり、性能を
維持するために同社以外に構造、機能及び性能に熟知した
技術力を有する者は存在せ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）

19760
茨城リコー（株）
茨城県つくば市春日２－２
６－３

複写機の保守（茨城リコー）
気象研究所長　藤谷德之助
茨城県つくば市長峰１-１

H17.4.1 1,894,369
茨城リコー（株）との間で締結している保守業務については、
既調達物品の性能を維持する業者が同社に特定されている
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

単価契約
5.48円他

19761
松下電器産業（株）
東京都品川区東品川４丁目１
２番４号

飛行場内気象情報提供装置保
守　１式

沖縄気象台長　佐伯　理郎
沖縄県那覇市樋川１－１５－
１５

H17.4.1 1,888,440

　松下電器産業（株）との間で締結している保守業務につい
ては、同社は、本装置を製作した業者であり、障害時の即時
対応を含め本装置の性能を維持するためには、製作者のみ
が有する固有のノウハウを必要とすることから、他社では本
件に対応することは困難であり、競争を許さないため。（会計
法第２９条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

19762
東海汽船㈱
東京都港区海岸３－６－４３

小型運搬船（あじさし丸）の保管
寄託

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 1,837,500

東海汽船（株）との間で締結している本業務については、小
型運搬船（あじさし丸）の保管寄託を実施するものである。同
船の製作業者（東海造機㈱）はグループ会社である東海汽
船㈱から敷地を借り受けている。同船のの性能を維持する
ためには同船全般について十分熟知した製作業者でなけれ
ば対応は不可能であり、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）

19763
(財)日本気象協会
東京都豊島区東池袋３－１－
１

航空路火山灰監視装置（拡散予
測処理装置）保守

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 1,825,740

(財)日本気象協会との間で締結している本業務については、
航空路火山灰監視装置（拡散予測処理装置）の保守を実施
するものである。本装置は同社がソフトウエアを含め独自に
開発製作した装置であり、故障時緊急修理と保守作業を行
い、本装置の性能を維持し運用を保証するためには、本装
置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した
製作業者でなければ対応は不可能であり、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

19764
シャープファイナンス㈱
東京都新宿区谷八幡町８

ＪＭＡ－９５型地上気象観測装
置借用（平成１２年度整備分）

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 1,822,908
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、シャープファイナンス（株）
であり、競争を許さないため。（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
年度以降に一般競争
入札を行い次年度以
降は、国庫債務負担
行為を活用し複数年
契約を行う）

19765
ジョンソンコントロールズ（株）
大阪市西区靱本町１－１１－
７

庁舎及び気象レーダー局舎空
調用自動制御機器等保守点検
整備

大阪管区気象台長
小佐野愼悟
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.4.1 1,811,250

ジョンソンコントロールズ（株）との間で締結している本業務に
ついては、同社は、空調用自動制御機器を開発した唯一の
業者であり、同装置の性能を維持するためには同社以外に
同装置に関し同等の知識・技術力を有する者が存在しない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（１９
年度以降に一般競争
入札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19766
（株）紀伊國屋書店
埼玉県さいたま市浦和区常
盤７－３－１６

外国雑誌
気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２３５

H17.4.1 1,805,105
（株）紀伊國屋書店との間で締結している本契約について
は、必要とする物品の提供者が同社以外に存在せず、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）

19767
札幌ハイヤー事業協同組合
【札幌市中央区南８条西１５
丁目】

タクシー雇上
札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.4.1 1,800,000

札幌ハイヤー事業協同組合との間で締結している本業務に
ついては、札幌圏内における共通自動車乗車券を発行する
唯一の業者であり、同乗車券を利用するためには同社以外
に発行できるものは存在しない（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19768
キャノン販売（株）
東京都港区港南２－１６－６

複写機保守
東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.4.1 1,799,420

キャノン販売（株）との間で締結している保守業務について
は、キャノン製複写機について十分熟知し必要とする技術力
を有しており、同社以外に当複写機に関し同等の知識・技術
力を有する者は存在せず、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
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

単価契約
IR2270 １枚
～7円他

19769
明星電気（株）
札幌市中央区北３条西２丁目
１－２８

震度データ編集装置等保守
札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.4.1 1,785,508

明星電気（株）との間で締結している保守業務については、
震度データ編集装置等を開発した唯一の業者であり、同シ
ステムの性能を維持するためには同社以外に同システムに
関し同等の知識・技術力を有するものは存在しない（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
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19770
西菱電機（株）
港区新橋5-27-1

レーダーエコーデジタル化装置
保守・点検

仙台管区気象台長　竹内昌
明　仙台市宮城野区五輪１-
３-１５

H17.4.1 1,764,000

西菱電機（株）との間で締結している本業務については、本
装置は三菱電機（株）がソフトを含め独自に開発・製作した
装置であり、故障時の緊急修理と保守点検を行い、性能を
維持するためには、装置全般についてハード・ソフトを十分
に熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可
能である。なお、三菱電機（株）はレーダー装置関係の契約
権限を系列会社である同社に営業移管したものであり、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

19771
㈱リコー
東京都大田区中馬込１－３－
６

デジタル複写装置（カラー）の借
用（リコー）

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 1,718,928
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、（株）リコーであり、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（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

単価契約

19772
(財)日本気象協会
東京都豊島区東池袋３－１－
１

雨量・レーダー情報コンテンツ作
成装置保守

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 1,717,301

（財）日本気象協会との間で締結している本業務について
は、雨量・レーダー情報コンテンツ作成装置の保守を実施す
るものである。本装置は平成15年度の入札により同社がソフ
トウエアを含め独自に開発製作した装置であり、本装置の故
障時緊急修理と保守作業を行うためには、本装置全般につ
いてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者で
なければ対応は不可能である。また、入札時の技術審査で
故障時緊急修理と保守作業を必須要件としていたものであ
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
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
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19773
（株）ダイキンアプライドシス
テムズ
港区芝浦4-13-23

冷温水機及び冷凍機設備点検
調整

仙台管区気象台長　竹内昌
明　仙台市宮城野区五輪１-
３-１５

H17.4.1 1,711,500

㈱ダイキンアプライドシステムズとの間で締結している本業
務については、冷温水機及び冷凍機設備の保守点検を実施
するものである。同社は同設備工事の施行業者であり、本設
備の保守点検を実施するためには、設備機器及びシステム
全般について十分熟知した施工業者でなければ対応は不可
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
競争入札に移行（１８
年度から一般競争入
札に移行）

19774
日本電気（株）
東京都港区芝五丁目７番１号

気象資料伝送網ネットワーク機
器保守　１式

沖縄気象台長　佐伯　理郎
沖縄県那覇市樋川１－１５－
１５

H17.4.1 1,705,200

　日本電気（株）との間で締結している保守業務については、
同社は、本装置を製作した業者であり、障害時の即時対応
を含め本装置の性能を維持するためには、製作者のみが有
する固有のノウハウを必要とすることから、他社では本件に
対応することは困難であり、競争を許さないため。（会計法第
２９条３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19775
松下電器産業（株）
東京都港区芝公園１－１－２

飛行場内気象情報提供装置保
守

札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.4.1 1,674,432

松下電器産業（株）との間で締結している保守業務について
は、飛行場内気象情報提供装置を開発した唯一の業者であ
り、同システムの性能を維持するためには同社以外に同シ
ステムに関し同等の知識・技術力を有するものは存在しない
（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

19776

サイバネットシステム
（株）
東京都文京区大塚２丁目１
５番６号

火山活動シミュレーション基
本ソフトウェア保守

気象研究所長　藤谷德之助
茨城県つくば市長峰１-１

H17.4.1 1,672,650

サイバネットシステム（株）との間で締結している保守業務に
ついては、同社がソフトウェアの製作会社であるＡＮＳＹＳ,Ｉ
nc.の製品を取り扱える国内で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

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19777
㈱近藤商会
北海道函館市西桔梗町５８９

複写機保守（函館海洋気象台）
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 1,672,572
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、（株）近藤商会であり、競
争を許さないため。（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
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

単価契約

19778
コニカミノルタビジネスソ
リューションズ（株）
名古屋市中区栄２－９－１５

名古屋地方気象台複写機保守
東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.4.1 1,651,644

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
ている保守業務については、本複写機が同社が製作した物
であり、設備の構造・特性等細部について熟知しており、故
障状況の判断や部品の交換等、適切かつ迅速な作業ができ
るのは上記業者しかいないため、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
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

単価契約
Sitios7140
１枚～6.3円
他

19779
〈株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

東京管内気象資料伝送網端末
システム有償交換部品購入

東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.4.1 1,647,291

（株）日立製作所との間で締結している本契約については、
システムを製作、納入し全般を熟知している同社でなければ
対応できず、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
１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

単価契約
定着器
(H9000V用)
10,000円／
個他
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19780
日本電気（株）
茨城県水戸市三の丸１－１
－２５

ウイルス対策装置保守・運用
支援

気象研究所長　藤谷德之助
茨城県つくば市長峰１-１

H17.4.1 1,617,000

日本電気（株）との間で締結している本業務については、本
装置の性能を維持するためには、本装置を製作した同社以
外に知識・技術力を有する者は存在せ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
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19781
（株）芝弘
山梨県富士吉田市上吉田３６
８２－４

甲府地方気象台空気調和設備
保守点検

東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.4.1 1,606,500

（株）芝弘との間で締結されている本業務については、当設
備が（株）日立製作所が製作した空調設備であるため、設備
の構造・特性等細部について熟知しており、故障状況の判
断や部品の交換等、適切かつ迅速な作業ができるのは（株）
日立製作所の専門業者である同社しかおらず、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）

19782
シャープファイナンス（株）
東京都新宿区市谷八幡町８
番地

ＪＭＡ－９５型地上気象観測装
置（感部、接続盤、風向風速計
防氷装置）の借用

東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.4.1 1,606,056

シャープファイナンス（株）との間で締結している借用につい
ては、ＪＭＡ－９５型地上気象観測装置の賃貸借をするため
のものであり、同社は複数年契約を前提としたリース契約の
競争入札での落札業者であり、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（２３
年度以降に一般競争
入札を行い次年度以
降は、国庫債務負担
行為を活用し複数年
契約を行う）

19783
シャープファイナンス㈱
東京都新宿区谷八幡町８

ＪＭＡ－９５型地上気象観測装
置借用（神戸海洋気象台分）

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 1,604,673
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、シャープファイナンス（株）
であり、競争を許さないため。（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
年度以降に一般競争
入札を行い次年度以
降は、国庫債務負担
行為を活用し複数年
契約を行う）

19784
情報事務資材（株）
東京都中央区京橋２－７－１
５

気象情報自動応答装置点検調
整

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.4.1 1,569,750

情報事務資材（株）との間で締結している本業務について
は、同社が製作した高度な技術で構成された独自のシステ
ム（津波地震観測装置中枢局装置）が常に良好な状態で稼
働するために保守整備を行うものである。このため、システ
ム全般にわたってハードウェア及びソフトウェアを熟知してい
る製作業者でなければ対応は不可能であるため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
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

19785
日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１

航空気象情報提供システム保
守

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 1,528,471

日本電気（株）との間で締結している本業務については、航
空気象情報提供システムの保守を実施するものである。本
装置は平成13年度の入札により同社がソフトウエアを含め
独自に開発製作した装置であり、本装置の故障時緊急修理
と保守作業を行うためには、本装置全般についてハード･ソ
フトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応
は不可能である。また、入札時の技術審査で故障時緊急修
理と保守作業を必須要件としていたものであり、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
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）
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19786
松下電器産業（株）
港区芝公園1-1-2

飛行場内気象情報提供装置保
守

仙台管区気象台長　竹内昌
明　仙台市宮城野区五輪１-
３-１５

H17.4.1 1,524,485

松下電器産業（株）との間で締結している保守業務について
は、本設備は同社が気象庁の仕様に基づき独自に設計・開
発したものであり、電子計算機を中核としたシステムである。
設備の保守については、ハードウェア及びソフトウェアに精
通し障害時には即時に対応でき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）

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

19787 長田吉英 保養所「山の家」の借用
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 1,500,000
本施設は、気象庁職員の福利厚生のため前年度に引き続き
借用するもので、福利厚生としての保養所を借用できる者
は、長田吉英しかいない。（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

19788
東芝ソリューション（株）
仙台市青葉区本町2-1-29

気象資料交換処理システム保
守

仙台管区気象台長　竹内昌
明　仙台市宮城野区五輪１-
３-１５

H17.4.1 1,498,474

東芝ソリューション（株）との間で締結している保守業務につ
いては、標記システムは、同社製のコンピュータを主体に構
成したシステムであり、ネットワーク機器を介し端末システム
と接続して気象資料伝送網を構成し、観測、予報、地震等の
各種業務を遂行するため構築したものである。設備の保守
については、ハードウェア及びソフトウェアに精通し障害時に
は即時に対応でき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）

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

19789
松下電器産業（株）
東京都品川区東品川４丁目１
２番４号

防災情報提供装置保守　１式
沖縄気象台長　佐伯　理郎
沖縄県那覇市樋川１－１５－
１５

H17.4.1 1,495,160

　松下電器産業（株）との間で締結している保守業務につい
ては、同社は、本装置を製作した業者であり、障害時の即時
対応を含め本装置の性能を維持するためには、製作者のみ
が有する固有のノウハウを必要とすることから、他社では本
件に対応することは困難であり、競争を許さないため。（会計
法第２９条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

19790
(社)共同通信社
東京都港区東新橋１－７－１

船舶放送受信料
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 1,493,100

（社）共同通信社との間で締結している本業務については、
気象庁観測船と同社との間での船舶放送受信を実施するも
のである。本船舶放送業務を実施しているのは（社）共同通
信社唯一であり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

19791
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

観測データ交換システム保守
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 1,474,834

（株）日立製作所との間で締結している本保守業務について
は、観測データ交換システムの保守を実施するものである。
本装置は平成１４年度の入札により同社がソフトウエアを含
め独自に開発製作した装置であり、本装置の故障時緊急修
理と保守作業を行うためには、本装置全般についてハード･
ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対
応は不可能である。また、入札時の技術審査で故障時緊急
修理と保守作業を必須要件としていたものであり、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
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
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契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19792
日本無線㈱
東京都新宿区西新宿６－１０
－１

レーダーエコー合成装置委託保
守作業

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 1,470,000

日本無線（株）との間で締結している本業務については、
レーダーエコー合成装置の保守作業を実施するものである。
本装置は平成15年度の入札により同社がソフトウエアを含
め独自に開発製作した装置であり、本装置の故障時緊急修
理と保守作業を行うためには、本装置全般についてハード･
ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対
応は不可能である。また、入札時の技術審査で故障時緊急
修理と保守作業を必須要件としていたものであり、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
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）

19793
西菱電気（株）
東京都港区新橋５－２７－１

不正アクセス検知システム点検
調整

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.4.1 1,440,600

西菱電機（株）との間で締結している本業務については、三
菱電機（株）が製作した高度な技術で構成された独自のシス
テム（不正アクセス検知システム）が常に良好な状態で稼働
するために保守整備を行うものであるが、著作権を有した製
作業者でなければ対応は不可能であり、競争を許さないた
め。三菱電機（株）は、本装置の保守を同社に委託してい
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19794
日本舶用エレクトロニクス㈱
神奈川県横浜市東神奈川２
－４０－７

衛星画像抽出装置の保守
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 1,376,247

日本舶用エレクトロニクス（株）との間で締結している本業務
については、衛星画像抽出装置の保守を実施するものであ
る。同社は同装置の製作業者であり、同装置の性能を維持
するためには装置全般について十分熟知した製作業者でな
ければ対応は不可能であり、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

19795
シャープファイナンス（株）
東京都新宿区市谷八幡町８
番地

ＪＭＡ－９５型地上気象観測装
置（感部、データ変換部）の借用

東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.4.1 1,370,088

シャープファイナンス（株）との間で締結している借用につい
ては、ＪＭＡ－９５型地上気象観測装置の賃貸借をするため
のものであり、同社は複数年契約を前提としたリース契約の
競争入札での落札業者であり、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（２３
年度以降に一般競争
入札を行い次年度以
降は、国庫債務負担
行為を活用し複数年
契約を行う）

19796
㈱クマヒラ
東京都中央区日本橋本町１
－１０－３

空気清浄機保守点検
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 1,368,150

（株）クマヒラとの間で締結している本業務については、空気
清浄機の保守点検を実施するものである。同社は同装置の
製作業者であり、同装置の性能を維持するためには装置全
般について十分熟知した製作業者でなければ対応は不可能
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
競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行）

19797
エヌ･ティ･ティ･リース（株）
港区芝浦1-2-1

遠望観測装置の借用
仙台管区気象台長　竹内昌
明　仙台市宮城野区五輪１-
３-１５

H17.4.1 1,360,506

エヌ･ティ･ティ･リース（株）との間で締結している借用につい
ては、本装置は、常時観測対象火山の火山活動を監視・解
析することを目的として、吾妻山は平成10年12月からまた、
安達太良山は平成11年11月から同社と賃貸借契約を締結し
て運用してきたものである。このため、経費節約及び製作期
間を考慮して業務の円滑な遂行を図るためには同会社の装
置を借用する必要があり、競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり

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

19798
東芝ファイナンス（株）
東京都中央区銀座５丁目２－
１

レーダーエコーデジタル化装置
借用

札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.4.1 1,356,075

東芝ファイナンス（株）との間で締結している借用について
は、前年度に引き続き継続賃借するものであるが、本機器を
賃借することができるものは同社しかいない。（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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19799
明星電気（株）
沖縄県浦添市伊祖３－４－１
２

震度データ編集装置保守　１式
沖縄気象台長　佐伯　理郎
沖縄県那覇市樋川１－１５－
１５

H17.4.1 1,312,189

　明星電気（株）との間で締結している保守業務については、
同社は、本装置を製作した業者であり、障害時の即時対応
を含め本装置の性能を維持するためには、製作者のみが有
する固有のノウハウを必要とすることから、他社では本件に
対応することは困難であり、競争を許さないため。（会計法第
２９条３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19800
明星電気（株）
仙台市泉区市名坂字万吉前
125-1

津波地震観測装置中枢局装置
保守

仙台管区気象台長　竹内昌
明　仙台市宮城野区五輪１-
３-１５

H17.4.1 1,305,558

明星電気（株）との間で締結している保守業務については、
本装置は、津波地震早期検地観測局の震度データを電話回
線を利用し収集することを目的とし、同社が独自に設計開発
したものである。本装置は通年24時間連続運用により震度
データを迅速かつ確実に収集するものであり、設備の保守
については、ハードウェア及びソフトウェアに精通し障害時に
は即時に対応でき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）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19801
（株）オキジム
沖縄県浦添市港川４５８

複写機保守　１式
沖縄気象台長　佐伯　理郎
沖縄県那覇市樋川１－１５－
１５

H17.4.1 1,294,813

　（株）オキジムとの間で締結している保守業務については、
複写機（キャノン製）の性能を維持し、故障時にも迅速な復
旧を行うために実施するものである。同社は、キャノンの代
理店で、当該機種についての保守担当となっており、メー
カー独自のノウハウについてメンテナンスの教育訓練を受け
た技術者を有している。　これらのことから、同社は本件を実
施することができる唯一の業者であり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

単価契約
ｷｬﾉﾝ ir2800
基本料金
300円
51～1000枚
6円　他

19802
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－２

行政情報ＮｅｔＷｏｒｋＭＳＣシステ
ムネットワーク保守

気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２３５

H17.4.1 1,291,500

富士通（株）との間で締結している保守業務については、当
該機器を開発した唯一の業者であり、同機器の性能を維持
するためには同社以外に同機器に関し同等の知識・技術力
を有する者は存在せず、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
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

19803
大宜見　有美
沖縄県八重山郡与那国町字
与那国１－１４

給食賄い作業　１式
沖縄気象台長　佐伯　理郎
沖縄県那覇市樋川１－１５－
１５

H17.4.1 1,287,360

 大宜見　有美との間で締結している本業務については、与
那国島には賄い専門業者がいないため、公募を行ったところ
当該人物以外に応募がなかった。そのことから本契約の履
行可能な業者はおらず、競争を許さないため。（会計法第２９
条３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19804
富士通エフ・アイ・ピー㈱
東京都港区芝浦１－２－１

海洋総合解析システム用機器
の保守

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 1,281,000

富士通エフ・アイ・ピー（株）との間で締結している本業務に
ついては、海洋総合解析システム用機器の保守を実施する
ものである。同社は同装置の製作業者であり、同装置の性
能を維持するためには装置全般について十分熟知した製作
業者でなければ対応は不可能であり、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

19805
（株）キュービック・アイ
東京都品川区西五反田２－
１５－９

アルゴス利用料
気象研究所長　藤谷德之助
茨城県つくば市長峰１-１

H17.4.1 1,280,272

（株）キュービック・アイとの間で締結している本業務について
は、同社は、データ販売元であるＣＬＳアルゴス社の総代理
店で国内で取り扱え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
競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行）
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19806

日東カストディアルサービス
（株）
福岡市中央区大名２丁目９番
３５号

福岡航空測候所庁舎専用部分
清掃作業

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.4.1 1,261,222

日東カストディアルサービス（株）との間で締結している本業
務については福岡航空測候所の専用部分の清掃を行うもの
であり、空港庁舎の共用部分の庁舎清掃の入札に落札した
業者である同社以外の業者が同じビル内で同様の作業を行
うと、責任分界などの様々な点で不都合が生じるため、同一
業者でなければできないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（１９
年度以降に一般競争
入札に移行）

19807
日本カルミック㈱
東京都千代田区九段南１－５
－１０

庁舎内トイレの芳香・殺菌洗浄
の機能維持等

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 1,233,540

日本カルミック（株）との間で締結している本業務について
は、庁舎内トイレの芳香・殺菌洗浄の機能維持等を実施する
ものである。同社は同装置の製作業者である。同装置の性
能を維持するためには専用の芳香・洗浄剤を所持している
製作業者でなければ対応は不可能であり、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
競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行）

19808
キャノン販売㈱
東京都港区南２－１６－６

全球異常気象監視速報提供装
置のソフトウェアサポート

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 1,208,550

キャノン販売（株）との間で締結している本業務については、
全球異常気象監視速報提供装置のソフトウェアサポートを実
施するものである。本装置は平成16年度の入札により同社
がソフトウエアを含め独自に開発製作した装置であり、ソフト
ウェアサポートを行ない、本装置の性能を維持するために
は、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権
を有した製作業者でなければ対応は不可能である。また、入
札時の技術審査でソフトウェアサポートを必須要件としてい
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
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）

19809
シャープファイナンス㈱
東京都新宿区谷八幡町８

ＪＭＡ－９５型地上気象観測装
置借用（平成１５年度整備分）

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 1,200,672
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、シャープファイナンス（株）
であり、競争を許さないため。（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
年度以降に一般競争
入札を行い次年度以
降は、国庫債務負担
行為を活用し複数年
契約を行う）

19810
キャノン販売（株）
東京都港区港南２－１６－６

複写機保守
東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.4.1 1,187,744

キャノン販売（株）との間で締結している保守業務について
は、キャノン製複写機について十分熟知し必要とする技術力
を有しており、同社以外に当複写機に関し同等の知識・技術
力を有する者は存在せず、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
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

単価契約
imagio iR
C3200N １
枚～25円他

19811
（株）リコー
東京都大田区中馬込１－３－
６

複写機保守
東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.4.1 1,172,568

（株）リコーとの間で締結している保守業務については、同社
は当複写機を設計した業者であり、複写機について十分熟
知し必要とする技術力を有しており、リコー製複写機に関し
同等の知識・技術力を有する者は存在せず、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
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

単価契約
Spirio2210
１枚～100
枚 1,200円
他

19812
セコム（株）
東京都渋谷区神宮前一丁目
５番１号

姫路、洲本及び津山特別地域
気象観測所庁舎警備委託

大阪管区気象台長
小佐野愼悟
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.4.1 1,171,800

セコム（株）との間で締結している本業務については、庁舎警
備委託は、庁舎保全及び保安確保の必要から、一時的にも
警備委託を停止することができず、また、同社が製作・設置
した現警備用機器を短時間で入れ替えることは不可能であ
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（１９
年度以降に一般競争
入札に移行）
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19813
シャープファイナンス㈱
東京都新宿区谷八幡町８

ＪＭＡ－９５型地上気象観測装
置借用（平成１０年度整備分）

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 1,146,888
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、シャープファイナンス（株）
であり、競争を許さないため。（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
年度以降に一般競争
入札を行い次年度以
降は、国庫債務負担
行為を活用し複数年
契約を行う）

19814
セナー㈱
東京都千代田区内幸町２－１
－１

資料解析装置の保守
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 1,144,500

セナー（株）との間で締結している本業務については、資料
解析装置の保守点検を実施するものである。本装置は同社
がソフトウエアを含め独自に開発製作した装置であり、点検
保守を行いは本装置の性能を維持するためには、本装置全
般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作
業者でなければ対応は不可能であり、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

19815
中部国際空港（株）　愛知県
常滑市セントレア一丁目１番
地

中部航空地方気象台映像配信
設備の使用

東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.4.1 1,132,488

中部国際空港（株）との間で締結している本業務について
は、空港ターミナルビルにより観測室からの視認が一部困難
となるため、同社が設置した空港内監視カメラの映像の分岐
を受けることとしている。当該カメラの映像配信設備は、同社
のみが提供しているため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

19816
(株)千葉測器
千葉県千葉市中央区都町２
－１９－３

キャノン製電子複写機保守
東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.4.1 1,101,402

（株）千葉測器との間で締結している保守業務については、
キャノン製複写機について十分熟知し必要とする技術力を
有しており、キャノン（株）以外に当複写機に関し同等の知
識・技術力を有する者は存在せず、競争を許さないため。同
社は成田市におけるキャノン（株）の代理店である。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

単価契約
iRC3220N
1,000枚まで
3,900円他

19817
シャープファイナンス㈱
東京都新宿区谷八幡町８

ＪＭＡ－９５型地上気象観測装
置用遠隔データ処理装置等借
用（平成１５年度整備分）

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 1,073,820
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、シャープファイナンス（株）
であり、競争を許さないため。（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
年度以降に一般競争
入札を行い次年度以
降は、国庫債務負担
行為を活用し複数年
契約を行う）

19818
三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ（株）
東京都中央区日本橋本町４
－４－２

八丈島測候所庁舎エレベーター
保全業務

東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.4.1 1,071,000

三菱電機ビルテクノサービス（株）との間で締結している本業
務については、三菱電機（株）により設計、製造、設置され保
守管理の一環として同社特製の遠隔監視装置による常時監
視がなされている。ついては、三菱電機株式会社の保全業
務専門部署である同社しか保全業務を行えず、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）

19819
㈱リコー
東京都大田区中馬込１－３－
６

複写装置（リコー）の借用及び保
守

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 1,058,316
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、（株）リコーであり、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（１９
年度以降総合評価方
式による一般競争入
札に移行）

単価契約
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19820
エヌ・ティ・ティ・リース（株）
東京都港区芝浦１丁目２－１

札幌管内気象資料伝送網ネット
ワーク機器借用　１式

札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.4.1 948,424

エヌ・ティ・ティリース（株）との間で締結している借用につい
ては、前年度に引き続き継続賃借するものであるが、本機器
を賃借することができるものは同社しかいない。（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

19821
東銀リース㈱
東京都中央区日本橋宝町２
－４－３

気象資料交換処理システム西
日本監視部借用

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 914,784
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、東銀リース（株）であり、競
争を許さないため。（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
契約を行う）

19822
シャープファイナンス㈱
東京都新宿区谷八幡町８

ＪＭＡ－９５型地上気象観測装
置用遠隔データ処理装置等借
用（平成１６年度整備分）

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 895,860
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、シャープファイナンス（株）
であり、競争を許さないため。（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
年度以降に一般競争
入札を行い次年度以
降は、国庫債務負担
行為を活用し複数年
契約を行う）

19823
東銀リース㈱
東京都中央区日本橋宝町２
－４－３

気象資料交換処理システム中
枢システム監視部借用

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.1 888,426
本物品については、前年度に引き続き継続賃貸するもので、
本機器を継続賃借できる業者は、東銀リース（株）であり、競
争を許さないため。（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

19824
富士通㈱
東京都港区東新橋１－５－２

気象情報伝送処理システム取
付・調整

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.7 87,570,000

富士通（株）との間で締結している本業務については、気象
情報伝送処理システムの取付調整を実施するものである。
同社は同装置の製作業者であり、同装置の性能を維持する
ためには装置全般について十分熟知した製作業者でなけれ
ば対応は不可能であり、競争を許さないため。なお、本件は
平成16年8月に同装置の借用及び保守契約を含め政府調
達の総合評価方式により入札したものである。（会計法第２
９条の３第４項）（特例政令第１３条第１項第２号）

見直しの余地あり
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19825
日本無線㈱
東京都新宿区西新宿６－１０
－１

気象レーダー装置及びレーダー
リレー装置他点検・調整（日本無
線系）

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.8 5,481,000

日本無線（株）との間で締結している本業務については、気
象レーダー装置及びレーダーリレー装置他（日本無線系）の
点検調整を実施するものである。本装置は同社がソフトウエ
アを含め独自に開発製作した装置であり、点検調整後も本
装置の性能を維持し運用を保証するためには、本装置全般
についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業
者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）
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19826
西菱電機㈱
東京都港区新橋５－２７－１

気象レーダー装置点検・調整
（三菱電機系）

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.8 2,682,750

西菱電機（株）との間で締結している本業務については、気
象レーダー装置（三菱電機系）の点検調整を実施するもので
ある。本装置は三菱電機（株）がソフトウエアを含め独自に
開発製作した装置であり、同システムの保守等を行うため
に、三菱電機（株）は系列会社である同社に本システム全般
について技術移管をしたものであり、点検調整後も本装置の
性能を維持し運用を保証するためには、本装置全般につい
て技術移管を受けハード･ソフトを十分熟知した同社でなけ
れば対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19827
㈱東芝
東京都港区芝浦１－１－１

気象レーダー装置点検・調整
（東芝系）

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.8 2,415,000

（株）東芝との間で締結している本業務については、気象
レーダー（東芝系）の保守点検を実施するものである。本装
置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した装置で
あり、点検調整後も本装置の性能を維持し運用を保証する
ためには、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、
著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能であり、
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19828
明星電気（株）
東京都文京区小石川２丁目５
番７号

航空気象観測測器ほか巡回保
守点検

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.4.11 6,720,000

明星電気（株）との間で締結している本業務については、同
社が製作した高度な技術で構成された独自の機器（風観測
装置その他）が常に良好な状態で稼働するために保守整備
を行うものである。このため、システム全般にわたってハード
ウェア及びソフトウェアを熟知し、著作権を有した製作業者で
なければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19829
（株）小笠原計器製作所
東京都目黒区中央町１－５－
１２

転倒ます型雨量計分解修理（単
価契約）

東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.4.15 7,631,400

（株）小笠原計器製作所との間で締結している本業務につい
ては、転倒ます型雨量計は、同社が製作したものであり、技
術的ノウハウがあり、著作権を有した製作業者でなければ対
応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

単価契約
５０，１９０円
（ＲＴ－１）、
６０，９４３円
（ＲＴ－３）

19830
西菱電機（株）【東京都港区
新橋５－２７－１】

空港気象ドップラーレーダー装
置本体部点検・調整

札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.4.15 2,278,500

西菱電機（株）との間で締結している本業務については、本
装置は三菱電機（株）がソフトを含め独自に開発・製作した
装置であり、故障時の緊急修理と保守点検を行い、性能を
維持するためには、装置全般についてハード・ソフトを十分
に熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可
能である。なお、三菱電機（株）はレーダー装置関係の契約
権限を系列会社である同社に営業移管したものであり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19831
京都府漁業協同組合連合会
京都府舞鶴市字下安久無番
地

Ａ重油購入（清風丸分）
気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.15 2,013,900

京都府漁業協同組合連合会との間で締結している本業務に
ついては、Ａ重油（清風丸）を購入するものである。舞鶴港で
本燃料を搭載するためのバージ船を保有しているのは京都
府漁業協同組合のみのため対応は不可能であり、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所
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にその所属する部局の名
称及び所在地

19832
東洋病院
東京都渋谷区本町６－４－２

平成１７年度一般定期健康診断
他（単価契約）

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.22 8,870,855

東洋病院との間で締結している本健康診断については、平
成１７年度一般定期健康診断等を実施するものである。東洋
病院は本件を具備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
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

19833

エヌ・ティ・ティ・コミュニケー
ションズ㈱
東京都千代田区内幸町１－１
－６

中枢用交換機チャネル設定変
更

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.22 1,995,000

ＮＴＴコミニュケーションズ（株）との間で締結している本業務
については、中枢用交換機チャネルの設定変更の実施する
ものである。同社は同装置の製作業者であり、同装置の性
能を維持するためには装置全般について十分熟知した製作
業者でなければ対応は不可能であり、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

19834

エヌ・ティ・ティ・コミュニケー
ションズ㈱
東京都千代田区内幸町１－１
－６

予報作業支援システムネット
ワーク拡張

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.25 193,552,915

ＮＴＴコミニュケーションズ（株）との間で締結している本業務
については、予報作業支援システムネットワークの拡張を実
施するものである。既存の予報作業支援ネットワークサービ
スは同社が独自に開発設計・構築しサービスを提供している
もので、今回のネットワークの拡張は業務の高度化を見据え
拡張性、柔軟性を確保するために、本ネットワークを再構築
し高速性、高信頼性を有し、現用のネットワークシステムとの
互換性が絶対条件となるものであり、現用の広域ネットワー
クシステムを十分熟知した契約業者でなければ対応は不可
能であり、競争を許さないため。なお、本件は政府調達に関
する協定の一連の手続きに基づき官報にて随意契約締結前
に公示を行っている。（会計法第２９条の３第４項）（特例政令
第１３条第１項第２号）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）

単価契約

19835
日本テレコム㈱
東京都千代田区内幸町１－１
－６

航空気象情報共有環境ネット
ワーク拡張

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.25 181,397,909

日本テレコム（株）との間で締結している本業務については、
航空気象情報共有環境ネットワークの拡張を実施するもの
である。既存の航空気象情報共有環境ネットワークサービス
は同社が独自に開発設計・構築しサービスを提供しているも
ので、今回のネットワークの拡張は業務の高度化を見据え
拡張性、柔軟性を確保するために、本ネットワークを再構築
し高速性、高信頼性を有し、現用のネットワークシステムとの
互換性が絶対条件となるものであり、現用の広域ネットワー
クシステムを十分熟知した契約業者でなければ対応は不可
能であり、同社は同装置の機能を有する物品の製作業者で
あり、同装置の性能を維持するためには装置全般について
十分熟知した製作業者でなければ対応は不可能であり、競
争を許さないため。なお、本件は政府調達に関する協定の
一連の手続きに基づき官報にて随意契約締結前に公示を
行っている。（会計法第２９条の３第４項）（特例政令第１３条
第１項第２号）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）

単価契約
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19836

㈱トーコン・フィールドサービ
ス
東京都文京区本郷１－１８－
６

気象情報伝送処理システム・ク
ライアントＰＣ取付調整

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.25 32,005,050

（株）トーコン・フィールドサービスとの間で締結している本業
務については、気象情報伝送処理システム・クライアントＰＣ
の取付調整を実施するものである。本装置は平成16年度の
入札で同社がソフトウェアを含め独自に開発製作したもので
あり、取付調整を行い同装置の性能を維持し運用を保証す
るためには、装置全般についてハード・ソフトを十分熟知し、
著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能である。
また、同機器整備時の入札条件が取付調整を含めた総合評
価方式であり、競争を許さないため。なお、本件は政府調達
に関する協定の一連の手続きに基づき官報にて随意契約締
結前に公示を行っている。（会計法第２９条の３第４項）（特例
政令第１３条第１項第２号）

見直しの余地あり
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19837
西菱電機㈱
東京都港区新橋５－２７－１

局地的気象監視システムの点
検整備

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.25 23,730,000

西菱電機（株）との間で締結している本業務については、局
地的気象監視システムの点検調整を実施するものである。
同装置は平成12年度に入札により三菱電機（株）がソフト
ウェアを含め独自に開発製作し全国に整備したものである。
同装置の性能を維持するために点検整備を行うものであり、
同装置の点検整備保守等を行うために、三菱電機（株）は系
列会社である同社に本装置全般について技術移管をしたも
のであり、本装置全般について十分熟知した同社以外は対
応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19838
日本テレコム㈱
東京都千代田区内幸町１－１
－６

気象情報伝送処理システム・
ネットワーク機器取付及び調整

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.25 15,517,950

日本テレコム（株）との間で締結している本業務については、
気象情報伝送処理システム・ネットワーク機器の取付調整を
実施するものである。本装置は平成16年度の入札で同社が
ソフトウェアを含め独自に開発製作したものであり、取付調
整を行い同装置の性能を維持し運用を保証するためには、
装置全般についてハード・ソフトを十分熟知し、著作権を有し
た製作業者でなければ対応は不可能である。また、同機器
整備時の入札条件が取付調整を含めた総合評価方式であ
り、競争を許さないため。（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）

19839
日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１

プロトコルコンバータＦＴＰ対応版
ソフトウェア制作

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.25 4,179,000

日本電機（株）との間で締結している本業務については、プ
ロトコルコンバータＦＴＰ対応版ソフトウェアの制作を実施する
ものである。プロトコルコンバータは同社がソフトウエアを含
め独自に開発製作したものであり、新アデス用にソフトウェア
を制作し同コンバータに組込調整後も同コンバータの性能を
維持し運用を保証するためには、本装置全般についてハー
ド･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ
対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19840
沖電気工業㈱
東京都港区芝浦４－１０－１
６

歪観測装置受信部点検調整
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.26 1,239,000

沖電気工業（株）との間で締結している本業務については、
歪観測装置受信部の点検調整を実施するものである。本装
置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した装置で
あり、点検調整後も本装置の性能を維持し運用を保証する
ためには、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、
著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能であり、
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）
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19841
三興通商㈱
東京都港区虎ノ門１－１７－
１

ＧＰＳゾンデ（ＲＳ９２－ＡＧＰラジ
オゾンデ）の購入

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.27 44,144,100

三興通商（株）との間で締結している本購入については、ＧＰ
Ｓゾンデ（ＲＳ９２－ＡＧＰ型）を購入するものである。、ＧＰＳゾ
ンデは同社が平成16年度に南大東島地方気象台に整備し
た、集合型ＧＰＳ高層気象観測システム（製作業者；フィンラ
ンド国のヴァイサラ社）で使用するものであり、本製品（ヴァイ
サラ社製）以外は使用できない。同社は本製品を取り扱う国
内唯一の代理店であり、また、本観測システムを納入し装置
全般についてハード・ソフトを十分熟知しており同社以外の
対応は不可能であり、競争を許さないため。なお、本件は政
府調達に関する協定の一連の手続きに基づき官報にて随意
契約締結前に公示を行っている。（会計法第２９条の３第４
項）（特例政令第１３条第１項第２号）

見直しの余地あり
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19842
明星電気㈱
東京都文京区小石川２－５－
７

ＧＰＳゾンデ（ＲＳ－０１Ｇ型レー
ウィンゾンデ）の購入

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.27 22,344,000

明星電気（株）との間で締結している本購入については、ＧＰ
Ｓゾンデ（ＲＳ０１Ｇ型レーウィンゾンデ）を購入するものであ
る。ＧＰＳゾンデは同社が平成13年度にソフトを含め独自に
開発し八丈島測候所に整備した、集合型ＧＰＳ高層気象観
測システムで使用するものであり、本製品以外は使用できな
い。本製品の取扱は装置全般について十分熟知した製作業
者でなければ対応は不可能であり、競争を許さないため。な
お、本件は政府調達に関する協定の一連の手続きに基づき
官報にて随意契約締結前に公示を行っている。なお、本件
は政府調達に関する協定の一連の手続きに基づき官報にて
随意契約締結前に公示を行っている。（会計法第２９条の３
第４項）（特例政令第１３条第１項第２号）

見直しの余地あり
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19843
㈱鶴見精機
神奈川県横浜市鶴見区鶴見
中央２－２－２０

ＧＰＳゾンデ（ＧＰＳ　ＭＡＲＫ　Ⅱ
Ａ　ＭＩＣＲＯＳＯＮＤＥ）の購入

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.27 21,905,100

（株）鶴見精機との間で締結している本購入については、ＧＰ
Ｓゾンデ（ＧＰＳ　ＭＡＲＫ　ⅡＡ　ＭＩＣＲＯＳＯＮＤＥ）を購入す
るものである。ＧＰＳゾンデは同社が平成14年度に父島気象
観測所に整備した、高層気象観測装置（製作業者；米国シピ
カン社）で使用するものであり、本製品（シピカン社製）以外
は使用できない。同社は本製品を取り扱う国内唯一の代理
店であり、また、本観測装置を納入し装置全般についてハー
ド・ソフトを十分熟知しており同社以外の対応は不可能であ
り、競争を許さないため。なお、本件は政府調達に関する協
定の一連の手続きに基づき官報にて随意契約締結前に公
示を行っている。（会計法第２９条の３第４項）（特例政令第１
３条第１項第２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）

19844
日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１

気象庁ＴＣＰ／ＩＰソケット手順ミド
ルウエアソフト機能拡張

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.27 2,299,500

日本電気（株）との間で締結している本業務については、気
象庁ＴＣＰ／ＩＰソケット手順ミドルウェアソフトの機能改修を実
施するものである。ＴＣＰ/ＩＰソケットは同社がフトウエアを含
め独自に開発製作した装置であり、ソフトウェアの改修を行
い組込調整後も本装置の性能を維持し運用を保証するため
には、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作
権を有した製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は
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19845
日本サーモエレクトロン㈱
京都府宇治市槇原町一ノ坪
１５１

オゾン標準ガス発生器の較正お
よび地上オゾン濃度計較正装置
の点検調整

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.27 1,470,000

日本サーモエレクトロン（株）との間で締結している本業務に
ついては、オゾン標準ガス発生器の較正及び地上オゾン濃
度計較正装置の点検調整を実施するものである。本装置は
同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した装置であり、
点検調整後も本装置の性能を維持し運用を保証するために
は、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権
を有した製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19846
（株）オレンジライン
埼玉県さいたま市浦和区岸
町４－１８－８

物品の梱包及び輸送
東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.4.28 2,012,262

（株）オレンジラインとの間で締結している本業務について
は、気象庁本庁で「物品の梱包及び輸送」の入札が実施さ
れ同社一般市場価格に比較して安い価格で落札した。
当管区気象台の契約においては、予定数量が本庁と比較し
かなり少ないため、入札を実施したとしても本庁の契約単価
を下回ることは考えられない。本庁と同じ建物内にある利便
性から本庁の契約単価をベースに契約することで、有利な価
格で契約することができる。
よって競争に付することが不利と認められる。　（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（１８
年度から一般競争入
札に移行）

単価契約
関東 2Kg
480円他

19847
日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１

房総沖海底地震常時観測シス
テムデータ搬送装置点検調整

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.4.28 1,585,500

日本電気（株）との間で締結している本業務については、房
総沖海底地震常時観測システム搬送装置の点検調整を実
施するものである。本装置は同社がソフトウエアを含め独自
に開発製作した装置であり、点検調整後も本装置の性能を
維持し運用を保証するためには、本装置全般についてハー
ド･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ
対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19848
荏原実業㈱
東京都中央区銀座７－１４－
１

地上オゾン濃度観測システム点
検・調整

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.5.9 1,554,000

荏原実業（株）との間で締結している本業務については、地
上オゾン濃度観測システムの点検調整を実施するものであ
る。本装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した
装置であり、点検調整後も本装置の性能を維持し運用を保
証するためには、本装置全般についてハード･ソフトを十分
熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19849
明星電気㈱
東京都文京区小石川２－５－
７

空港気象観測システムの取付
調整

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.5.10 2,530,500

明星電気（株）との間で締結している本業務については、空
港気象観測システムの取付調整を実施するものである。本
装置は平成１６年度の入札により同社がソフトウエアを含め
独自に開発製作した装置で保管寄託していたものである。神
戸空港の開港にあわせ本装置の取付調整を行うもので、取
付調整後の同装置の性能を維持し運用を保証するため、本
装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有し
た製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）
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19850
日本無線(株)
東京都港区芝五丁目７－１

背振山気象レーダー観測所の
空中線制御装置の修理

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.5.10 1,155,000

日本無線（株）との間で締結している本業務については、気
象レーダー観測装置の空中線制御装置が雷により故障した
もので、レーダー観測業務に支障があるため、緊急に修理を
する必要があり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

19851
東京ダイレック（株）
東京都新宿区内藤町１

ＴＥＯＭ粒子状物質モニタの
購入

気象研究所長　藤谷德之助
茨城県つくば市長峰１-１

H17.5.11 3,499,650

東京ダイレック（株）との間で締結している本契約について
は、製作会社であるRupprecht&Patashnick Co.,Inc.の製品を
国内で取り扱えるの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）

19852
㈱日立ハイテクノロジーズ
東京都港区西新橋１－２４－
１４

大気二酸化炭素濃度観測シス
テム他点検・調整

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.5.12 6,174,000

（株）日立ハイテクノロジーズとの間で締結している本業務に
ついては、大気二酸化炭素濃度観測システム他の点検調整
を実施するものである。本装置は同社がソフトウエアを含め
独自に開発製作した装置であり、点検調整後も本装置の性
能を維持し運用を保証するためには、本装置全般について
ハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなけ
れば対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19853
京都府漁業協同組合連合会
京都府舞鶴市字下安久無番
地

Ａ重油購入（清風丸分）
気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.5.12 1,789,200

京都府漁業協同組合連合会との間で締結している本業務に
ついては、Ａ重油（清風丸）を購入するものである。舞鶴港で
本燃料を搭載するためのバージ船を保有しているのは京都
府漁業協同組合のみため対応は不可能であり、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

19854

日本鮪鰹漁業協同組合連合
会
東京都千代田区九段北２－３
－２２

気象庁観測船「凌風丸」「啓風
丸」の外国港寄港地における手
続き代行

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.5.13 39,964,000

日本鮪鰹漁業協同組合連合会との間で締結している本業務
については、気象庁観測船「凌風丸」、「啓風丸」の外国港寄
港地における手続き代行を実施するものである。気象庁観
測船が全ての寄港地へ入港し燃料補給等の手続きをまとめ
て手配できるのは日本鮪鰹漁業協同組合のみのため、同組
合以外は対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19855
日本無線㈱
東京都新宿区西新宿６－１０
－１

気象レーダー観測処理システム
取付調整

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.5.16 49,350,000

日本無線（株）との間で締結している本業務については、気
象レーダー観測処理システムの取付調整を実施するもので
ある。本システムは平成16年度に国庫債務により本システ
ムの製作借用（リース）・保守契約の入札で同社がソフトウェ
アを含め独自に開発製作したものであり、今年度、取付調整
を行い同装置の性能を維持し運用を保証するためには、装
置全般についてハード・ソフトを十分熟知し、著作権を有した
製作業者でなければ対応は不可能である。また、同システム
整備時の入札条件が取付調整を含めた総合評価方式であ
り、競争を許さないため。なお、本件は政府調達に関する協
定の一連の手続きに基づき官報にて随意契約締結前に公
示を行っている。（会計法第２９条の３第４項）（特例政令第１
３条第１項第２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）
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19856
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

弥彦山気象レーダー観測所レ
ドームCパネル交換作業

東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.5.16 2,835,000

（株）東芝との間で締結している本業務については、弥彦山
気象レーダーの老朽化による傷んだレドームパネルを交換
するためである。当気象レーダー一式は同社により製作され
ており、レドームパネルはメーカーにより大きさ、形状が異な
るため、同社以外のパネルを使用することができず、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）

19857
㈱環境総合テクノス
大阪府大阪市中央区安土町
１－３－５

大気フロン観測装置他点検・調
整

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.5.16 1,890,000

（株）環境総合テクノスとの間で締結している本業務について
は、大気フロン観測装置他の点検調整を実施するものであ
る。本装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した
装置であり、点検調整後も本装置の性能を維持し運用を保
証するためには、本装置全般についてハード･ソフトを十分
熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19858
日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１

エーロゾル装置の点検及び調整
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.5.18 4,987,500

日本電気（株）との間で締結している本業務については、
エーロゾル装置の点検調整を実施するものである。本装置
は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した装置であ
り、点検調整後も本装置の性能を維持し運用を保証するた
めには、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著
作権を有した製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19859
明星電気㈱
東京都文京区小石川２－５－
７

気象衛星通報局（DCP)等点検・
調整他

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.5.19 1,470,000

明星電気（株）との間で締結している本業務については、気
象衛星通報局（ＤＣＰ）等の点検調整を実施するものである。
本装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した装
置であり、点検調整後も本装置の性能を維持し運用を保証
するためには、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟
知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能で
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19860
協和商工㈱
東京都豊島区東池袋１－３０
－１４

遠地津波観測装置の点検・調整
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.5.20 1,722,000

協和商工（株）との間で締結している本業務については、遠
地津波観測装置の点検調整を実施するものである。本装置
は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した装置であ
り、点検調整後も本装置の性能を維持し運用を保証するた
めには、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著
作権を有した製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19861
㈱山梨技術工房
山梨県南アルプス市曲輪田５
９５－２

南極型エアロゾルゾンデの購入
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.5.24 4,628,400

（株）山梨技術工房との間で締結している本購入について
は、南極型エアロゾルゾンデを購入するものである。南極に
設置しているエアロゾル観測装置は同社がソフトウエアを含
め独自に開発製作した装置であり、本製品以外は使用でき
ない。同社は本製品の製作販売会社であり、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）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19862
明星電気（株）
仙台市泉区市名坂字万吉前
125-1

航空気象観測機器巡回保守点
検

仙台管区気象台長　竹内昌
明　仙台市宮城野区五輪１-
３-１５

H17.5.24 3,885,000

明星電気（株）との間で締結している本業務については、航
空気象観測装置及び空港気象観測システムは航空機の離
着陸の安全に寄与するため、各空港における気象状態を常
時監視するとともに観測データを即時的に航空交通業務機
関に分岐・通報しており、常時円滑に使用できる状態にして
おかなければならない。本装置は、同社が開発・製作した特
殊な精密機械であり、本保守点検は、故障を未然に防止す
ることを目的としており、観測装置を十分熟知し、著作権を有
した製作業者でなければ対応は不可能であり、競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４

見直しの余地あり
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19863
西菱電機㈱
東京都港区新橋５－２７－１

空港気象霧観測レーダー装置
点検・調整

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.5.30 1,656,900

西菱電機（株）との間で締結している本業務については、空
港気象霧観測レーダー装置の点検調整を実施するものであ
る。同システムは三菱電機（株）が開発製作したものである。
同システムの性能を維持するために点検･調整を行うもので
あり、同システムの点検・調整等を行うために、三菱電機
（株）は系列会社である同社に本システム全般について技術
移管をしたものであり、本システム全般についてハード・ソフ
トを十分熟知した同社以外は対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19864
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－２

静止気象衛星５号衛星管制・画
像取得制御装置等の撤去作業

気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２３５

H17.6.1 11,550,000

富士通（株）との間で締結している、本業務については、当該
機器を開発した唯一の業者であり、同機器の撤去作業を行
うためには同社以外に同機器に関し同等の知識・技術力を
有する者は存在せず、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
１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

19865
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ
東京都千代田区永田町２－１
１－１

火山監視・情報センター映像収
録伝送装置点検調整

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.6.1 2,194,500

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモとの間で締結している本業務につ
いては、火山監視・情報センター映像収録伝送装置の点検
調整を実施するものである。本装置は同社がソフトウエアを
含め独自に開発製作した装置であり、点検調整後も本装置
の性能を維持し運用を保証するためには、本装置全般につ
いてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者で
なければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19866
東洋病院
東京都渋谷区６－４－２

平成１７年度一般定期健康診断
及び特別定期健康診断

東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.6.1 2,049,658

東洋病院との間で締結している本業務については、その検
査項目によっては以前の測定値と比較してその動きを継続
的に観察することが有効であり、同病院は実施実績に基づく
過去の検査結果資料を保有している。また、受診人員等を
考慮すると気象庁の健康診断に併せて実施するのが効率的
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（１９
年度以降に一般競争
入札に移行）

単価契約
胸部Ｘ線撮
影 525円他

19867
情報事務資材㈱
東京都中央区京橋２－７－１
５

ＪＭＨ通報装置の取付調整
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.6.1 1,207,500

情報事務資材（株）との間で締結している本業務について
は、ＪＭＨ通報装置の取付調整の実施するものである。本装
置は平成16年度の入札で同社がソフトウェアを含め独自に
開発製作したものであり、新アデスの運用に併せて運用する
もので、取付調整を行い同装置の性能を維持し運用を保証
するためには、装置全般についてハード・ソフトを十分熟知
し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能であ
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19868
日本無線（株）
東京都新宿区西新宿６－１
０－１

可搬型ドップラーレーダーの
設置等

気象研究所長　藤谷德之助
茨城県つくば市長峰１-１

H17.6.2 4,357,500

日本無線（株）との間で締結している本業務については、技
術的理由により著作権を有した製作業者である同社でなけ
れば対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19869
日本通信機（株）
神奈川県大和市深見西７－４
－１２

周波数標準装置の点検調整
気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２３５

H17.6.2 3,990,000

日本通信機（株）との間で締結している本業務については、
当該機器を開発した唯一の業者であり、同機器の性能を維
持するためには著作権を有した製作業者でなければ対応は
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19870
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
東京都千代田区永田町２－１
１－１

火山監視・情報センター映像収
録装置の点検および調整

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.6.2 1,899,450

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモとの間で締結している本業務につ
いては、同社が製作した高度な技術で構成された独自のシ
ステム（火山監視・情報センター映像収録装置）が常に良好
な状態で稼働するために保守整備を行うものである。このた
め、システム全般にわたってハードウェア及びソフトウェアを
熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19871
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
東京都千代田区永田町２－１
１－１

火山遠望観測装置の点検およ
び調整

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.6.2 1,496,250

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモとの間で締結している本業務につ
いては、同社が製作した高度な技術で構成された独自のシ
ステム（火山遠望観測装置）が常に良好な状態で稼働する
ために保守整備を行うものである。このため、システム全般
にわたってハードウェア及びソフトウェアを熟知し、著作権を
有した製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19872
ＮＥＣマイクロ波管（株）
神奈川県相模原市下九沢１１
２０

衛星通信用クライストロン
気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２３５

H17.6.3 11,025,000

ＮＥＣマイクロ波管（株）との間で締結している本契約につい
ては、業務上必要とする性能及び機能を有する物品の取扱
業者が同社以外に存在せず、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）

19873
西菱電機（株）
東京都港区新橋５－２７－
１

ドップラー気象レーダー駆動
部の修理

気象研究所長　藤谷德之助
茨城県つくば市長峰１-１

H17.6.3 1,785,000

西菱電機（株）との間で締結している本業務については、
レーダー駆動部に不具合が発生し観測研究に支障があるた
め、緊急に修理をする必要があり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

19874
松下電器産業㈱
東京都港区芝公園１－１－２

飛行場内気象情報送達確認用
サーバへのソフトウェア移植及
び取付調整

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.6.6 4,200,000

松下電器産業（株）との間で締結している本業務について
は、飛行場内気象情報送達確認用サーバソフトウェアの移
植及び取付調整を実施するものである。本装置は同社がソ
フトウエアを含め独自に開発製作した装置であり、ソフトウェ
アの改修を行い組込調整後も本装置の性能を維持し運用を
保証するためには、本装置全般についてハード･ソフトを十
分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19875
光進電気工業（株）
目黒区自由ヶ丘1-20-19

レセプタクル（パッキン付）ほか
仙台管区気象台長　竹内昌
明　仙台市宮城野区五輪１-
３-１５

H17.6.6 1,511,790

光進電気工業㈱との間で締結している本契約については、
標記業者が製造した風車型風向風速計に使用されているも
のであり、これらに使用されている部品が特殊なものである
ことから他社製品によっては、若干の形状や収まり具合に違
いがあり対応できない。（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

19876
（株）関電工
静岡県沼津市米山町８－１２

富士山測候所送電線点検
東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.6.6 1,228,500

（株）関電工との間で締結している本業務については、富士
山中腹から山頂にかけて実施するため機材の運搬及び点
検のための登下山には技術と経験を要するが、同社は本作
業において３０年以上の実績があることから状況を熟知して
いるため、迅速かつ的確に応対できるのは同社しかおらず、
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）

19877
日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１

航空気象観測実況データ提供シ
ステム機能強化及びソフトウェア
移植

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.6.7 15,225,000

日本電気（株）との間で締結している本業務については、航
空気象観測実況データ提供システムの機能強化等を実施す
るものである。本装置は同社がソフトウエアめ独自に開発製
作した装置であり、システムの機能強化及びソフトの移植を
行い本装置の性能を維持するためには、本装置全般につい
てハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でな
ければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19878
富士通㈱
東京都港区東新橋１－５－２

気象情報伝送処理システム空
域予報業務処理等改修

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.6.9 13,650,000

富士通（株）との間で締結している本業務については、気象
情報伝送処理システム空域予報業務処理等の改修を実施
するものである。本装置は同社がソフトウエアを含め独自に
開発製作した装置であり、ソフトウェアの改修を行い組込調
整後も本装置の性能を維持するためには、本装置全般につ
いてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者で
なければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19879

（財）結核予防会　複十字病
院
東京都清瀬市松山３－１－２
４

平成１７年度　定期健康診断
気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２３５

H17.6.10 2,704,380

（財）結核予防会　複十字病院との間で締結している本業務
については、当所職員の過去の検査結果資料を保有してい
るため、長期にわたる症状等の確認や継続的な観察を行う
ことができる唯一の業者であることから、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
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

19880
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

ボルメット通報装置のソフトウェ
ア改修及び組込調整

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.6.13 15,750,000

（株）日立製作所との間で締結している本業務については、
ボルメット通報装置ソフトウェアの改修及び組込調整を実施
するものである。本装置は同社がソフトウエアを含め独自に
開発製作した装置であり、ソフトウェアの改修を行い組込調
整後も本装置の性能を維持し運用を保証するためには、本
装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有し
た製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19881
（有）イグラ
静岡県御殿場市川島田１７１
３－４０

富士山測候所物資運搬
東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.6.15 2,212,500

（有）イグラとの間で締結している本業務については、山頂へ
の物資運送の際は御殿場口の太郎坊よりブルドーザーで荷
揚げをおこなう。御殿場口でブルドーザーを使用して物資運
搬ができるのは同社以外に存在せず、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）

単価契約
255円／Kg
他

19882
㈱東芝
東京都港区芝浦１－１－１

気象レーダー装置改修（東芝
系）

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.6.20 23,625,000

（株）東芝との間で締結している本業務については、気象
レーダー装置（東芝系）の観測データ信号をレーダ観測処理
システムに伝送するために改修を実施するものである。レー
ダ装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した装
置であり、ソフトウェアの改修を行い組込調整後も本装置の
性能を維持し運用を保証するためには、本装置全般につい
てハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でな
ければ対応は不可能であり、競争を許さないため。なお、本
件は政府調達に関する協定の一連の手続きに基づき官報
にて随意契約締結前に公示を行っている。（会計法第２９条
の３第４項）（特例政令第１３条第１項第２号）

見直しの余地あり
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19883
日本無線㈱
東京都新宿区西新宿６－１０
－１

気象レーダー装置改修（日本無
線系）

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.6.20 20,160,000

日本無線（株）との間で締結している本業務については、気
象レーダー装置（日本無線系）の観測データ信号をレーダ観
測処理システムに伝送するために改修を実施するものであ
る。レーダ装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作
した装置であり、ソフトウェアの改修を行い組込調整後も本
装置の性能を維持し運用を保証するためには、本装置全般
についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業
者でなければ対応は不可能であり、競争を許さないため。な
お、本件は政府調達に関する協定の一連の手続きに基づき
官報にて随意契約締結前に公示を行っている。（会計法第２
９条の３第４項）（特例政令第１３条第１項第２号）

見直しの余地あり
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19884
（財）宮城県予防医学協会
仙台市青葉区貝ヶ森4-3-1

一般定期健康診断
仙台管区気象台長　竹内昌
明　仙台市宮城野区五輪１-
３-１５

H17.6.20 1,199,625

（財）宮城県予防医学協会との間で締結している本業務につ
いては、当台の希望日時に当台において検診車による診察
が可能である。また、同業者は個人ごとに診断結果を電算
処理しているため当台の要請に応じた指導が早急に受けら
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（１９
年度以降に一般競争
入札に移行）

19885
明星電気（株）
沖縄県浦添市伊祖３－４－１
２

ＦＦ－１２－Ａ型風向風速計感部
分解修理（オーバーホール）　１
式

沖縄気象台長　佐伯　理郎
沖縄県那覇市樋川１－１５－
１５

H17.6.21 1,065,750

　明星電気（株）との間で締結している本業務については、航
空気象観測を行うための重要な装置の分解修理を行うもの
であり、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能
であり、競争を許さないため。（会計法第２９条３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19886
日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１

航空気象情報提供システム業
務処理ソフトウェア移植

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.6.22 12,075,000

日本電気（株）との間で締結している本業務については、航
空気象情報提供システム業務処理ソフトウェアの移植を実
施するものである。本装置は同社がソフトウエアを含め独自
に開発製作した装置であり、本装置の業務処理ソフトウェア
を改修移植し、性能を維持するためには、装置全般について
ハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなけ
れば対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19887
（株）東洋製作所
東京都品川区東品川４－１１
－３４

冷凍機設備点検整備
気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２３５

H17.6.22 9,996,000

（株）東洋製作所との間で締結している本業務については、
当該機器を開発した唯一の業者であり、同機器の性能を維
持するためには同社以外に同機器に関し同等の知識・技術
力を有する者は存在せず、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）

19888
日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１

凌風丸深海用音響測深儀船上
局の製作及び取付調整

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.6.22 9,450,000

日本電気（株）との間で締結している音響測深儀船上局の製
作等業務については、凌風丸深海用音響測深儀船上局の
製作及び取付調整を実施するものである。同社は深海用音
響測深儀を開発した唯一の製作業者である。深海用音響測
深儀を使用した船上局を製作するためには、測深儀のソフト
ウェア著作権を有した同社でなければ対応は不可能であり、
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19889

（株）日本エレクトリックインス
ルメント
東京都目黒区自由が丘１丁
目２２番３号

風車型風向風速計の分解修理
福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.6.23 1,312,500

（株）日本エレクトリックインスルメントとの間で締結している
本業務については、同社が製作した高度な技術で構成され
た独自の機器（風車型風向風速計）が常に良好な状態で稼
働するために分解整備を行うものである。このため、当該機
器を熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19890
（社）那覇市医師会
沖縄県那覇市東町２６－１

定期健康診断及びその他臨時
の健康診断　１式

沖縄気象台長　佐伯　理郎
沖縄県那覇市樋川１－１５－
１５

H17.6.27 1,041,621

　（社）那覇市医師会との間で締結している本業務について
は、同協会は、当台職員の検診実績に基づく過去の検査結
果資料を保有している唯一の業者であり、同会以外では過
去の症状の確認等継続かつ総合的な観察をするとこが困難
であり、競争を許さないため。（会計法第２９条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
視力　100
円
聴力　800
円　他

19891

スペースシステムズ／ロラル
社
米国アリフォルニア州パロア
ルト市ファビアン通り３８２５番
地

運輸多目的衛星新１号運用支
援作業

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.6.28 111,709,530

スペースシステムズ／ロラル社との間で締結している本業務
については、運輸多目的衛星新１号の運用支援を実施する
ものである。同社は同装置の製作業者であり、同装置の性
能を維持するためには装置全般について十分熟知した製作
業者でなければ対応は不可能であり、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

競争入札に移行
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）

19892
協和商工㈱
東京都豊島区東池袋１－３０
－１４

検潮儀の点検及び調整
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.6.28 2,421,972

協和商工（株）との間で締結している本業務については、検
潮儀の点検調整を実施するものである。本装置は同社がソ
フトウエアを含め独自に開発製作した装置であり、点検調整
後も本装置の性能を維持し運用を保証するためには、本装
置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した
製作業者でなければ対応は不可能であり、競争を許さなた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19893
英弘精機㈱
東京都渋谷区笹塚２－１－６

サンフォトメータ点検・調整
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.6.28 1,777,860

英弘精機（株）との間で締結している本業務については、サ
ンフォトメータの点検調整を実施するものである。本装置は
同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した装置であり、
点検調整後も本装置の性能を維持し運用を保証するために
は、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権
を有した製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19894
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

空港気象ドップラーレーダー装
置点検

東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.6.29 4,079,250

（株）東芝との間で締結している本業務については、装置が
高度な電子技術に基づき製造されており、この装置を点検・
調整するのは設計・製造を行い、高度な専門技術と装置の
特性を熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19895
明星電気（株）
東京都文京区小石川２－５－
７

富士山自動気象観測装置故障
修理

東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.6.30 1,134,000

明星電気（株）との間で締結している本業務については、富
士山に設置してある自動気象観測装置が雷などの影響で故
障し、気象観測に影響があるため、緊急に修理をする必要
があり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

19896
明星電気（株）
東京島文京区小石川２－５－
７

航空気象観測測器及び空港気
象観測システム（ＡＭＯＳ）巡回
保守点検

東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.7.1 7,476,000

明星電気（株）との間で締結している本業務については、シ
ステムを製作し装置の原理及び機器構造等熟知し、著作権
を有した製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19897

ヤンマーエネルギーシステム
㈱
東京都中央区八重洲２－１－
１

南鳥島気象観測所発動発電機
点検整備

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.7.1 7,350,000

ヤンマーエネルギーシステム（株）との間で締結している本
点検整備業務については、南鳥島気象観測所発動発電機
の点検整備を実施するものである。同発動発電機は平成１０
年度に入札によりヤンマー東日本（株）が開発製作し、コン
ピューによる自動制御で運転しているものである。同発動発
電機システムの性能を維持するために保守を行うものであ
るが、同発動発電機システムの保守等を行うために、ヤン
マー東日本（株）は系列会社である同社に同発動発電機シ
ステム全般について技術移管をしたものであり、本発動発電
機システム全般について十分熟知した同社以外は対応は不
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
競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行）

19898
明星電気（株）
沖縄県浦添市伊祖３－４－１
２

航空気象観測装置等の巡回保
守点検及び調整　１式

沖縄気象台長　佐伯　理郎
沖縄県那覇市樋川１－１５－
１５

H17.7.5 1,942,500

　明星電気（株）との間で締結している本業務については、同
社は、本装置を製作した業者であり、本装置の性能を維持
するためには、著作権を有した製作業者でなければ対応は
不可能であり、競争を許さないため。（会計法第２９条３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）



講ずる措置 備考契約を締結した日
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（円）

随意契約によることとした理由
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19899
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

ボルメット通報装置の移設
気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.7.6 5,953,500

（株）日立製作所との間で締結している本業務については、
ボルメット通報装置の移設を実施するものである。本装置は
同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した装置であり、
移設設置により機器調整後も本装置の性能を維持するため
には、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作
権を有した製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19900
明星電気（株）
東京都文京区小石川２丁目５
番７号

遠隔自記検潮装置および津波
観測装置点検調整

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.7.6 5,250,000

明星電気（株）との間で締結している本業務については、同
社が製作した高度な技術で構成された独自のシステム（遠
隔自記検潮装置及び津波観測装置）が常に良好な状態で稼
働するために保守整備を行うものである。このため、システ
ム全般にわたってハードウェア及びソフトウェアを熟知し、著
作権を有した製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19901
京都府漁業協同組合連合会
京都府舞鶴市字下安久無番
地

Ａ重油購入（清風丸分）
気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.7.7 1,543,500

京都府漁業協同組合連合会との間で締結している本業務に
ついては、Ａ重油（清風丸）を購入するものである。舞鶴港で
本燃料を搭載するためのバージ船を保有しているのは京都
府漁業協同組合のみのため対応は不可能であり、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

19902
（株）プリード
東京都あきる野市草花１１１
７番地イ号地

日射日照計感部の分解修理
福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.7.7 1,470,000

（株）プリードとの間で締結している本業務については、同社
が製作した高度な技術で構成された独自の機器（日射日照
計）が常に良好な状態で稼働するために分解修理を行うも
のである。このため、当該機器を熟知し、著作権を有した製
作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19903
日本無線（株）
東京都新宿西新宿六丁目１０
番１号

大阪航空測候所　空港気象ドッ
プラーレーダー装置点検・調整
作業

大阪管区気象台長
小佐野愼悟
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.7.11 1,932,000

日本無線（株）との間で締結している本業務については、同
社は、空港気象ドップラーレーダー装置を開発した唯一の業
者であり、同装置の性能を維持するためには著作権を有し
た製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19904
英弘精機㈱
東京都渋谷区笹塚２－１－６

サンフォトメータ等の購入及び取
付調整

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.7.12 6,646,500

英弘精機（株）との間で締結している本業務については、サ
ンフォトメータ等の購入及び取付調整を実施するものであ
る。同装置は現用の装置を更新するものであり、また、同装
置はスイス国のPMOD／WRC（ダボス物理気象観測所／世
界放射センター）で製造されているもので、同社は装置全般
についてハード・ソフトを十分熟知した国内唯一の代理店で
あり、同社以外の対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）
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19905
明星電気（株）
東京都文京区小石川２丁目５
番７号

火山観測装置の点検および調
整

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.7.13 4,042,500

明星電気（株）との間で締結している本業務については、同
社が製作した高度な技術で構成された独自のシステム（火
山観測装置）が常に良好な状態で稼働するために保守整備
を行うものである。このため、システム全般にわたってハード
ウェア及びソフトウェアを熟知し、著作権を有した製作業者で
なければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19906
明星電気㈱
東京都文京区小石川２－５－
７

空港気象観測システム等のソフ
トウェア改修

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.7.14 13,965,000

明星電気（株）との間で締結している本業務については、空
港気象観測システム等ソフトウェアの改修を実施するもので
ある。本装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作し
た装置であり、ソフトウェアの改修を行い組込調整後も本装
置の性能を維持するためには、本装置全般についてハード･
ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対
応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19907
明星電気（株）
大阪市西淀川区宮原一丁目
５番３３号

遠隔自記検潮装置・津波観測装
置及び音波式水位計点検整備

大阪管区気象台長
小佐野愼悟
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.7.15 7,875,000

明星電気（株）との間で締結している本業務については、同
社は、遠隔自記検潮装置・津波観測装置及び音波式水位計
を開発した唯一の業者であり、同装置の性能を維持するた
めには著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能で
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19908
㈱日立アドバンストデジタル
神奈川県横浜市戸塚区吉田
町２９２

空港用気象実況画像収集・提供
装置業務処理ソフトウェア移植

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.7.19 5,670,000

（株）日立アドバンストデジタルとの間で締結している本業務
については、空港用気象実況画像収集・提供装置業務処理
ソフトウェアの移植を実施するものである。本装置は平成15
年度の入札により同社がソフトウエアを含め独自に開発製
作した装置であり、新たに作成した業務用処理ソフトの移植
を行い組込調整後も本装置の性能を維持するためには、本
装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有し
た製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19909
明星電気（株）
大阪市西淀川区宮原一丁目
５番３３号

航空用気象観測装置点検整備
大阪管区気象台長
小佐野愼悟
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.7.20 4,410,000

明星電気（株）との間で締結している本業務については、同
社は、航空用気象観測装置を開発した唯一の業者であり、
同装置の性能を維持するためには著作権を有した製作業者
でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19910
光進電気工業（株）
東京都目黒区自由が丘１丁
目２０番１９号

風向風速計感部分解修理　１式
沖縄気象台長　佐伯　理郎
沖縄県那覇市樋川１－１５－
１５

H17.7.20 1,890,000

　光進電気工業（株）との間で締結している本業務について
は、同社は、本装置を製作した業者であり、本装置の性能を
維持するためには、著作権を有した製作業者でなければ対
応は不可能であり、競争を許さないため。（会計法第２９条３
第４項）

見直しの余地あり
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）
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19911
（株）エヌ・ティ・ティ・
データ
東京都中央区明石町８－１

RTD-PP後処理解析ソフトウェ
ア

気象研究所長　藤谷德之助
茨城県つくば市長峰１-１

H17.7.21 1,575,000

（株）エヌ・ティ・ティ・データとの間で締結している本契約につ
いては、ソフトウェア製作会社であるGeodetics,Inc.の製品を
取り扱える国内の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
競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行）

19912
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

航空気象通報式変更等に伴うＬ
－ＡＤＥＳＳ端末業務処理改修

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.7.25 12,579,000

（株）日立製作所との間で締結している本業務については、Ｌ
－ＡＤＥＳＳ端末業務処理の改修を実施するものである。本
装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した装置
であり、ソフトウェアの改修を行い組込調整後も本装置の性
能を維持するためには、本装置全般についてハード･ソフトを
十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19913
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

気象資料伝送網端末システム
改修及び運搬取付調整

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.7.25 1,649,500

（株）日立製作所との間で締結している本業務については、
気象資料伝送網端末システムの改修及び運搬取付調整を
実施するものである。本装置は同社がソフトウエアを含め独
自に開発製作した装置であり、ソフトウェアの改修と移設設
置を行い組込調整後も本装置の性能を維持し運用を保証す
るためには、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知
し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能であ
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19914
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
千代田区永田町2-11-1

火山監視・情報センター映像伝
送収録装置点検及び調整

仙台管区気象台長　竹内昌
明　仙台市宮城野区五輪１-
３-１５

H17.7.26 1,785,000

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモとの間で締結している本業務につ
いては、本装置は、火山活動を常時監視し火山活動の防
止、軽減を資することを使命として24時間稼動し続けるもの
である。本装置は、気象庁独自の仕様により同社が製作し
たものであり、火山監視・情報センター化による観測点と専
用線化に伴い、コーデック、ビジュアルメイト、リモコン制御器
等の調整・改造を行っている。このため設備機器及びシステ
ム全般について十分熟知し、著作権を有した製作業者でな
ければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19915
松下電器産業㈱
東京都港区芝公園１－１－２

地方自治体接続用ルータ設定
変更

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.7.29 1,648,500

松下電器産業（株）との間で締結している本業務について
は、地方自治体接続用ルータの設定変更を実施するもので
ある。同社は同装置の製作業者であり、同装置の性能を維
持するためには装置全般についてハード･ソフトを十分熟知
し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能であ
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19916
明星電気（株）
東京都文京区小石川２－５－
７

富士山自動気象観測装置保守・
点検

東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.7.29 1,113,000

明星電気（株）との間で締結している本業務については、装
置が精密かつ複雑であり著作権を有した製作業者でなけれ
ば対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）
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19917
三菱重工業㈱
東京都港区港南２－６－５

風洞装置（制御処理装置及び直
流電動機）点検・調整

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.8.1 1,869,000

三菱重工業（株）との間で締結している本業務については、
風洞装置（制御処理装置及び直流電源機）の点検調整を実
施するものである。本装置は同社がソフトウエアを含め独自
に開発製作した装置であり、点検調整後も本装置の性能を
維持し運用を保証するためには、本装置全般についてハー
ド･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ
対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19918
明星電気㈱
東京都文京区小石川２－５－
７

富士山自動気象観測装置温湿
度計感部等の移設

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.8.1 1,680,000

明星電気（株）との間で締結している本業務については、富
士山自動気象観測装置温湿度計幹部等の移設を実施する
ものである。本装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発
製作した装置であり、移設及び機器調整後の本装置の性能
を維持し運用を保証するためには、本装置全般について
ハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなけ
れば対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19919
石川島播磨重工業㈱
東京都千代田区大手町２－２
－１

風洞装置（本体及び送風機）の
点検・調整

気象庁総務部長　齊藤孝雄
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.8.1 1,627,500

石川島播磨重工業（株）との間で締結している本業務につい
ては、風洞装置（本体及び送風機）の点検調整を実施するも
のである。本装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製
作した装置であり、点検調整後も本装置の性能を維持し運
用を保証するためには、本装置全般についてハード･ソフトを
十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19920
西菱電機（株）
東京都港区新橋５－２７－１

不正アクセス検知システムの点
検調整

東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.8.1 1,281,000

西菱電機（株）との間で締結している本業務については、著
作権を有した製作業者である三菱電機（株）なければ対応は
不可能であり、競争を許さないため。なお、保守に関する営
業事務については、西菱電機（株）が代理店となっている。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19921
明星電気㈱
東京都文京区小石川２－５－
７

火山観測装置修理ならびに電
源強化（富士山）

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.8.2 2,236,500

明星電気（株）との間で締結している本業務については、富
士山に設置している火山観測装置が雷により故障し、火山
の常時観測に支障があるため、緊急に修理をする必要があ
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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

19922
日本電気（株）
茨城県水戸市三の丸１－１
－２５

気候－陸面植生相互作用数値
実験用モデルの並列最適化作
業

気象研究所長　藤谷德之助
茨城県つくば市長峰１-１

H17.8.2 1,254,750

日本電気（株）との間で締結している本業務については、同
社は、当所で使用している電子計算機システムを開発した業
者であり、同システムでのコンピュータモデルの並列 適化
を行うには同社以外に知識・技術力を有する者は存在せず
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）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）
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にその所属する部局の名
称及び所在地

19923
西菱電機（株）【東京都港区
新橋５－２７－１】

空港気象ドップラーレーダー装
置用部品購入

札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.8.4 4,987,500

西菱電機（株）との間で締結している本契約については、三
菱電機（株）は、空港気象ドップラーレーダー装置を開発した
唯一の業者であり、同システムの性能を確保するために必
要な部品の供給者は同社以外に存在しない。西菱電機（株）
は三菱電機（株）の契約代行を行う業者である（会計法第29
条の3第4項）

見直しの余地あり
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19924
日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１

通信処理システム撤去
気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.8.5 5,880,000

日本電気（株）との間で締結している本撤去業務について
は、通信処理システムの撤去の実施するものである。本件
は賃貸借契約に基づくものであり同社以外ない。競争を許さ
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

19925
（株）山梨技術工房
山梨県南アルプス市曲輪田
５９５－２

定置型パーティクルカウン
ターの購入

気象研究所長　藤谷德之助
茨城県つくば市長峰１-１

H17.8.5 2,047,500

（株）山梨技術工房との間で締結している本契約について
は、業務上必要とする性能及び機能を有する物品の取扱業
者が同社に特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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19926
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ【東
京都千代田区永田町２－１１
－１】

火山監視・情報センター映像伝
送収録装置の点検及び調整

札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.8.5 1,995,000

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモとの間で締結している本業務につ
いては、札幌管区気象台の火山監視・情報センター映像伝
送収録装置を開発した唯一の業者であり、同機器の性能を
維持するためには同社以外に同機器に関し同等の知識・技
術力を有し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19927
富士通㈱
東京都港区東新橋１－５－２

サーバ監視用ソフトウェア購入
等

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.8.5 1,575,000

富士通（株）との間で締結している本業務については、気象
情報伝送処理システムの統合運用管理システムで運用監視
を行うためにサーバ監視用ソフトウェアの購入するものであ
る。気象情報伝送処理システムは同社がソフトウエアを含め
独自に開発製作した装置であり、サーバ監視用ソフトウェア
ソフトウェアの組込を行い調整後も本装置の性能を維持し運
用を保証するためには、本装置全般についてハード･ソフトを
十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19928
日本電気（株）
東京都港区芝五丁目７番１号

雷監視システム宮古検知局修
理　１式

沖縄気象台長　佐伯　理郎
沖縄県那覇市樋川１－１５－
１５

H17.8.5 1,365,000

　日本電気（株）との間で締結している本業務については、雷
監視システムの宮古検知局が台風により被災し、雷監視業
務に支障があるため、緊急に修理をする必要があり、競争
に付することができないため。（会計法第２９条３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

19929
光進電気工業㈱
東京都目黒区自由が丘１－２
０－１９

総合海上気象観測装置の点検・
調整及び改修

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.8.8 8,400,000

光進電機工業（株）との間で締結している本点検等業務につ
いては、総合海上気象観測装置の点検・調整及び改修を実
施するものである。本装置は同社がソフトウエアを含め独自
に開発製作した装置であり、点検調整及び改修後も本装置
の性能を維持し運用を保証するためには、本装置全般につ
いてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者で
なければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）
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19930
西菱電機（株）
東京都港区新橋５－２７－１

関西航空地方気象台空港気象
ドップラーレーダー装置点検・調
整等作業

大阪管区気象台長
小佐野愼悟
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.8.8 2,289,000

西菱電機（株）との間で締結している本業務については、本
装置は三菱電機（株）がソフトを含め独自に開発・製作した
装置であり、故障時の緊急修理と保守点検を行い、性能を
維持するためには、装置全般についてハード・ソフトを十分
に熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可
能である。なお、三菱電機（株）はレーダー装置関係の契約
権限を系列会社である同社に営業移管したものであり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19931
明星電気㈱
東京都文京区小石川２－５－
７

火山観測装置購入及び取付調
整（新潟焼山）

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.8.10 7,665,000

明星電気（株）との間で締結している本購入等については、
火山観測装置の購入及び取付調整を実施するものである。
同装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した装
置であり、取付調整後も同装置の性能を維持するために
は、装置全般についてハード・ソフトを十分熟知し、著作権を
有した製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19932
（株）環境技研
東京都板橋区板橋４－１２－
１７

石綿（アスベスト）使用状況調査
気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２３５

H17.8.10 2,992,500

（株）環境技研との間で締結している本業務については、環
境測定等の専門業者であり、環境計量士の資格者を多数有
し、これまで当所の環境測定を請け負っており、当該業務を
確実かつ早急に行うことができる唯一の業者であることか
ら、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

19933
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

気象レーダー装置およびレー
ダーリレー装置点検・調整

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.8.10 1,732,500

日本無線（株）との間で締結している本業務については、同
社が製作した高度な技術で構成された独自のシステム（気
象レーダー装置及びレーダーリレー装置）が常に良好な状
態で稼働するために保守整備を行うものである。このため、
システム全般にわたってハードウェア及びソフトウェアを熟知
し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能であ
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19934
(財)日本気象協会
東京都豊島区東池袋３－１－
１

共同洪水予報システム保守
気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.8.11 5,880,000

（財）日本気象協会との間で締結している本業務について
は、共同洪水予報システムの保守を実施するものである。本
装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した装置
であり、本装置の保守作業を行い、本装置の性能を維持す
るためには、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知
し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能であ
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

競争入札に移行
（１９年度以降総合評
価による一般競争入
札に移行）
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19935
日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１

西日本ネットワーク監視部購入
及び取付

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.8.16 4,515,000

日本電気（株）との間で締結している本業務については、東
日本気象資料伝送網が更新され、本庁における全国監視の
ネットワーク監視部が使用できなくなり撤去し、新しく西日本
気象資料伝送網の監視が必要なため、既設の大阪、福岡及
び沖縄で使用しているネットワーク監視部と互換性のある西
日本ネットワーク監視部を購入及び取付を実施するものであ
る。本装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した
装置であり、設置調整後も本装置の性能を維持し運用を保
証するためには、本装置全般についてハード･ソフトを十分
熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19936
横河電子機器（株）【東京都
渋谷区千駄ヶ谷５－２３－１
３】

転倒ます型雨量計（ＲＴ－４）分
解修理

札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.8.16 1,365,000

横河電子機器（株）との間で締結している本業務について
は、札幌管区気象台ほかの転倒ます型雨量計（ＲＴ－４）を
開発した唯一の業者であり、同機器の性能を維持するため
には同社以外に同機器に関し同等の知識・技術力を有し、
著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能であり、
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19937
富士通㈱
東京都港区東新橋１－５－２

通信処理システム部外回線接
続機器移設

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.8.16 1,151,850

富士通（株）との間で締結している本業務については、通信
処理システム部外回線接続機器の移設を実施するものであ
る。同社は同装置の機能を有する物品の製作業者であり、
同装置の性能を維持するためには装置全般についてハー
ド･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ
対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19938
日本無線（株）【札幌市中央
区北３条西７丁目１】

毛無山気象レーダー観測所ＳＣ
Ｒユニット交換修理

札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.8.17 1,155,000

日本無線（株）との間で締結している本業務については、気
象レーダー観測装置の送受信装置に不具合が発生したもの
で、レーダー観測業務に支障があるため、緊急に修理をする
必要があり、競争に付することができないため。（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

19939
㈱勝島製作所
東京都葛飾区白鳥１－６－１

レコーダ用電池ユニット（３Ｂ７６
－３Ａ－６型）他の購入

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.8.22 2,257,500

（株）勝島製作所との間で締結している本業務については、
レコーダ用電池ユニット（３Ｂ７６－３Ａ－６型）を購入するもの
である。本電池ユニットは同社が独自に設計開発し製作した
自己浮上式海底地震計に組み込むもので、システム装置全
般についてハード･ソフトを十分熟知し、製作業者で販売業
者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19940
明星電気（株）
沖縄県浦添市伊祖３－４－１
２

空港気象観測システム（ＡＭＯ
Ｓ・ＡＭＯＳＯＳ）点検・調整　１式

沖縄気象台長　佐伯　理郎
沖縄県那覇市樋川１－１５－
１５

H17.8.22 2,205,000

　明星電気（株）との間で締結している本業務については、同
社は、本装置を製作した業者であり、本装置の性能を維持
するためには、著作権を有した製作業者でなければ対応は
不可能であり、競争を許さないため。（会計法第２９条３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19941
㈱プリード
東京都あきる野市草花１１１
７番イ号地

直達日射観測装置の点検・調整
気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.8.22 1,543,500

（株）ブリードとの間で締結している本業務については、直達
日射観測装置の点検調整を実施するものである。本装置は
同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した装置であり、
点検調整後も本装置の性能を維持し運用を保証するために
は、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権
を有した製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19942
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

航空交通管理用気象システム・
ネットワーク機器購入及び取付
調整等

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.8.23 4,620,000

（株）日立製作所との間で締結している本購入等について
は、航空交通管理用気象システム・ネットワーク機器の購入
及び取付調整を実施するものである。航空交通管理用気象
システムは同社がソフトウェアを含め独自に開発製作したも
のであり、本ネットワーク機器は同システムで使用するもの
であり、同システムの性能を維持し運用を保証するためには
航空交通管理用気象システム全般について十分熟知し、著
作権を有した製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19943
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
東京都千代田区永田町２－１
１－１

火山遠望観測装置（草津白根
山）修理及び点検調整

東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.8.23 1,239,000

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモとの間で締結している本業務は、
装置が精密かつ複雑であり著作権を有した製作業者でなけ
れば対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19944

富士通サポートアンドサービ
ス㈱
東京都中央区銀座７－１６－
１２

予報作業支援システム・ネット
ワーク機器移設及び設定変更
等

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.8.24 7,245,000

富士通サポートアンソサービス（株）との間で締結している本
業務については、予報作業支援システム・ネットワーク機器
の移設及び設定変更を実施するものである。本装置は同社
がソフトウエアを含め独自に開発製作した装置であり、ソフト
ウェアの設定変更等改修を行い組込調整後も本装置の性能
を維持するためには、本装置全般についてハード･ソフトを十
分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19945
日本無線（株）
東京都新宿区西新宿６－１０
－１

成田航空地方気象台空港気象
ドップラーレーダー装置点検・調
整

東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.8.24 4,515,000

日本無線（株）との間で締結している本業務については、定
期的な装置の点検・調整が不可欠なレーダーの維持のため
であり、その点検・調整には装置の構造・機構等に精通した
技術が必要である。本装置は、同社がシステムの設計製作
から設置調整作業を行った特殊な装置であり、その技術を
有し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能で
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

19946
沖電気工業㈱
東京都港区芝浦４－１０－１
６

量的予報作業システム用ネット
ワーク機器等設定変更

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.8.24 2,688,000

沖電気工業（株）との間で締結している本業務については、
量的予報作業システム用ネットワーク機器の設定変更を実
施するものである。本装置は同社がソフトウエアを含め独自
に開発製作した装置であり、ソフトウェアの改修を行い組込
調整後も本装置の性能を維持するためには、本装置全般に
ついてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者
でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19947
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

海底地震常時監視システム中
継所受信装置点検

東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.8.25 2,761,500

日本電気（株）との間で締結している点検契約は、機器が精
密かつ複雑であり著作権を有した製作業者でなければ対応
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19948
(有)クリマテック
東京都豊島区池袋２－５４
－１

自動気象・雪氷観測装置の購
入及び設置

気象研究所長　藤谷德之助
茨城県つくば市長峰１-１

H17.8.26 3,045,000

（有）クリマテックとの間で締結している本業務については、
性能を維持するためには著作権を有した製作業者である同
社でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19949
明星電気（株）
札幌市中央区北３条西２丁目
１－２８

航空用観測機器巡回保守点検
札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.8.29 4,599,000

明星電気（株）との間で締結している保守業務については、
航空気象観測機器を開発した唯一の業者であり、同システ
ムの性能を維持するためには同社以外に同システムに関し
同等の知識・技術力を有し、著作権を有した製作業者でなけ
れば対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19950
㈱東京測振
東京都足立区扇３－１４－３
４

レコーダ用電池ユニット（ＯＢＢ-
16Ｎ型）他の購入

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.8.30 1,962,576

（株）東京測振との間で締結している本購入については、レ
コーダ用電池ユニット（ＯＢＢ－１６Ｎ型）を購入するものであ
る。本電池ユニットは同社が独自に設計開発し製作した自己
浮上式海底地震計に組み込むもので、システム装置全般に
ついてハード･ソフトを十分熟知し、製作業者で販売業者でな
ければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19951
㈱東京測振
東京都足立区扇３－１４－３
４

自己浮上式海底地震計及び船
上支援機器の改造（東京測振）

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.8.31 9,996,000

（株）東京測振との間で締結している本業務については、自
己浮上式海底地震計及び船上支援機器の改造を行い機能
強化を実施するものである。本装置は同社がソフトウエアを
含め独自に開発製作した装置であり、機能強化のため機器
の改造を行い本装置の性能を維持するためには、本装置全
般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作
業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19952
日本電気（株）
東京都港区芝五丁目７番１号

雷監視システム与那国検知局
の修理・調整　１式

沖縄気象台長　佐伯　理郎
沖縄県那覇市樋川１－１５－
１５

H17.8.31 3,780,000

　日本電気（株）との間で締結している本業務については、雷
監視システムの与那国検知局が台風により被災し雷監視業
務に支障があるため、緊急に修理をする必要があり、競争
に付することができないため。（会計法第２９条３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は
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にその所属する部局の名
称及び所在地

19953
日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１

多機能型地震計整備に伴う地
震活動等総合監視システムの
改修

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.8.31 2,919,000

日本電気（株）との間で締結している本業務については、地
震活動等総合監視システムの改修機能強化を実施するもの
である。本装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作
した装置であり、ソフトウェアの改修を行い組込調整後も本
装置の性能を維持するためには、本装置全般についてハー
ド･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ
対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19954
明星電気㈱
東京都文京区小石川２－５－
７

ＪＭＡ－９５型地上気象観測装
置用視程計（現像判別付）等の
製作、取付調整

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.9.1 48,825,000

明星電気（株）との間で締結している本業務については、ＪＭ
Ａ－９５型地上気象観測装置用視程計（現像判別付）等の製
作及び取付調整を実施するものである。本視程計は特別地
域観測所用に同社がソフトウェアを含め独自に開発製作し
たものであり、本契約は5カ所の測候所が特別地域観測所
に移行することから既設の地上気象観測装置と互換性のあ
る視程計を整備するもので、取付調整を行い視程計及び既
設地上気象観測装置の性能を維持し運用を保証するために
は、装置全般についてハード・ソフトを十分熟知し、著作権を
有した製作業者でなければ対応は不可能であり、競争を許
さないため。なお、本件は政府調達に関する協定の一連の
手続きに基づき官報にて随意契約締結前に公示を行ってい
る。（会計法第２９条の３第４項）（特例政令第１３条第１項第
２号)

見直しの余地あり
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19955
国立大学法人　名古屋大学
愛知県名古屋市千種区不老
町

「ラドン壊変生成物による降
水時の高ガンマ線量率事象解
明に関する研究」の一部委託

気象研究所長　藤谷德之助
茨城県つくば市長峰１-１

H17.9.1 4,774,000

国立学校法人名古屋大学との間で締結している本業務につ
いては、同校が大気中濃度に関するラドン観測データベース
を作成できる唯一の大学であり競争を許さないため。（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）

19956
日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１

次期アデスネットワーク切り替え
に伴う機器設定変更等

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.9.1 2,614,500

日本電気（株）との間で締結している本業務については、地
震活動等総合監視システムネットワーク機器の設定変更等
を実施するものである。同社は同装置の製作業者であり、同
装置の性能を維持するためには装置全般についてハード･ソ
フトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19957
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ
東京都千代田区永田町２－１
１－１

画像処理装置点検調整
気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.9.1 1,995,000

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモとの間で締結している本業務につ
いては、画像処理装置の点検調整を実施するものである。
本装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した装
置であり、点検調整後も本装置の性能を維持し運用を保証
するためには、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟
知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能で
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）
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（円）
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19958
古野電気（株）
東京都墨田区両国３－２５－
５

火山監視・情報センターＧＰＳ
データ解析装置およびＧＰＳ観
測装置点検調整

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.9.2 2,572,000

古野電気（株）との間で締結している本業務については、同
社が製作した高度な技術で構成された独自のシステム（火
山監視・情報センターＧＰＳデータ解析装置およびＧＰＳ観測
装置）が常に良好な状態で稼働するために保守整備を行う
ものである。このため、システム全般にわたってハードウェア
及びソフトウェアを熟知し、著作権を有した製作業者でなけ
れば対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19959

㈱ティ・エス・エス・ソフトウェ
ア
広島県広島市南区出汐２－３
－１９

会計事務システムの改修（児童
手当支払機能追加）

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.9.2 1,365,000

（株）ティ・エス・エス・ソフトウェアとの間で締結している本業
務については、会計事務システム（自動手当支払機能追加）
の改修を実施するものである。本装置は同社がソフトウエア
を含め独自に開発製作した装置であり、ソフトウェアの改修
を行い組込調整後も本装置の性能を維持し運用を保証する
ためには、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、
著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能であり、
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19960
明星電気㈱
東京都文京区小石川２－５－
７

計測震度計の移設及び回線変
更

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.9.2 1,081,500

明星電気（株）との間で締結している本業務については、計
測震度計の移設回線変更を実施するものである。本装置は
同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した装置であり、
移設及びソフトウェアの改修を行い組込調整後も本装置の
性能を維持し運用を保証するためには、本装置全般につい
てハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でな
ければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19961
㈱イーエムエス
兵庫県神戸市中央区東川崎
那智１－３－３

電気伝導度水温水深計用セン
サーの比較検査（神戸海洋気象
台）

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.9.5 1,015,350

（株）イーエムエスとの間で締結している本業務については、
電気伝導度水温水深計用センサーの比較検査を実施するも
のである。同社は同装置の製作業者であるシーバード社（米
国）から日本国内における唯一の代理店であり、同装置の
性能を維持するためには装置全般について十分熟知した業
者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19962 ㈱鈴木商館
水素ガス容器耐圧検査点検整
備

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.9.6 1,522,500

（株）鈴木商館との間で締結している本業務については、水
素ガス容器耐圧の検査点検整備を実施するものである。水
素ガス容器は同社が独自に設計・製作した水素ガスカード
ルに組み込まれているもので、検査に併せ水素ガスカードル
の点検整備も行う必要があり、同カードルの機能・構造を十
分に熟知した製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19963
横河電気機器（株）
東京都渋谷区千駄ヶ谷５－２
３－１３

航空気象観測システム(ＡＭＯＳ
ＯＳ)巡回保守点検

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.9.7 1,312,500

横河電気機器（株）との間で締結している本業務について
は、同社が製作した高度な技術で構成された独自のシステ
ム（航空気象観測システム）が常に良好な状態で稼働するた
めに保守整備を行うものである。このため、システム全般に
わたってハードウェア及びソフトウェアを熟知し、著作権を有
した製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）
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19964
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

降水分布予測システムネット
ワーク等設定変更

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.9.8 1,596,000

（株）日立製作所との間で締結している本業務については、
降水分布予測システムネットワーク等の設定変更を実施す
るものである。本装置は同社がソフトウエアを含め独自に開
発製作した装置であり、設定変更のソフトウェア改修を行い
組込調整後も本装置の性能を維持し運用を保証するために
は、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権
を有した製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19965
日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１

航空気象情報提供システム入
力端末等購入及び取付調整

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.9.8 1,312,500

日本電気（株）との間で締結している本業務については、航
空気象情報提供システム入力端末等の購入及び取付調整
を実施するものである。入力端末等機器は同社がソフトウエ
アを含め独自に開発製作した航空気象情報提供システムの
一部として使用するものである。される。入力端末等機器を
同装置に組込み、同装置の性能を維持し運用を保証するた
めには、装置全般についてハード・ソフトを十分熟知し、著作
権を有した製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19966
古野電気（株）
東京都千代田区神田和泉町
２－６

ＧＰＳ観測装置点検及び調整
東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.9.12 2,320,500

古野電気（株）との間で締結している本業務については、装
置が精密かつ複雑であり著作権を有した製作業者でなけれ
ば対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19967
明星電気㈱
東京都文京区小石川２－５－
７

傾斜観測装置取付調整（浅間山
Ｄ点）

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.9.15 2,152,500

明星電気（株）との間で締結している本業務については、傾
斜観測装置の取付調整を実施するものである。本装置は同
社がソフトウエアを含め独自に開発製作した装置で、火山機
動観測のために整備している同装置を浅間山Ｄ地点に設置
するものである。取付調整後は火山観測データを本庁火山
監視・情報センターの火山配信装置に電送するものであり、
本装置及び同火山配信装置等の性能を維持し運用を保証
するためには、本装置及び火山配信装置全般についてハー
ド･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ
対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19968
日本アニメーション㈱
東京都多摩市和田２１

気象庁の業務紹介アニメーショ
ン制作

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.9.16 12,495,000

日本アニメーション（株）との間で締結している本業務につい
ては、気象庁の業務紹介アニメーションの制作の実施するも
のである。本件は、企画書を採用するために、コンペティショ
ンを実施した結果、当該業者の企画書が本件に合致し、か
つ優れた内容で採用されため唯一の業者であったため。（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

19969
東芝電子管デバイス（株）
栃木県大田原市下石上１３８
５

イオンポンプの購入
東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.9.16 1,386,000

東芝電子管デバイス（株）との間で締結している本契約は、
装置が精密かつ複雑であり製作業者である同社の物でなけ
れば購入は行えず、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
１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
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19970

エヌ・ティ・ティ・コミュニケー
ションズ㈱
東京都千代田区内幸町１－１
－６

気象資料伝送網ネットワーク機
器撤去

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.9.20 3,979,500

エヌ・ティ・ティ・コミニュケーションズ（株）との間で締結してい
る本業務については、気象資料伝送網ネットワーク機器の
撤去を実施するものである。本件は賃貸借契約に基づくもの
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

19971
㈱キュービック・アイ
東京都品川区西五反田２－１
５－９

中層フロートデータ処理サービ
ス（５日毎）

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.9.20 1,319,314

（株）キュービック・アイとの間で締結している本業務について
は、中層フロートデータ処理サービス（５日毎）を実施するも
のである。同社は国内で取り扱いできる唯一の業者のため
対応は不可能であり、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
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

19972
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

気象資料伝送網端末システム
及び河川データ交換装置等移
設

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.9.21 6,195,000

（株）日立製作所との間で締結している本業務については、
気象資料伝送網端末システム及び河川データ交換装置等
の移設を実施するものである。本装置は同社がソフトウエア
を含め独自に開発製作した装置であり、移設設置後も本装
置の性能を維持し運用を保証するためには、本装置全般に
ついてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者
でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19973
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

無停電電源装置点検
気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２３５

H17.9.21 2,625,000

（株）日立製作所との間で締結している本業務については、
当該機器を開発した唯一の業者であり、同機器の性能を維
持するためには同社以外に同機器に関し同等の知識・技術
力を有する者は存在せず、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）

19974
富士電機システムズ㈱
東京都品川区大崎１－１１－
２

南鳥島気象観測所中央監視設
備点検整備

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.9.21 2,205,000

富士電機システムズ（株）との間で締結している本業務につ
いては、南鳥島気象観測所中央監視設備の点検整備を実
施するものである。本装置は同社がソフトウエアを含め独自
に開発製作した電源設備等の中央監視設備であり、点検整
備を行い、本装置の性能を維持し運用を保証するために
は、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権
を有した製作業者でなければ対応は不可能であり、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
競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行）

19975
松下電器産業㈱
東京都港区芝公園１－１－２

防災情報提供装置及び飛行場
内気象情報提供装置等移設・取
付調整

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.9.22 1,351,350

松下電器産業（株）との間で締結している本業務について
は、防災情報提供装置及び飛行場内気象情報提供装置の
移設・取付調整を実施するものである。同社は同装置の機
能を有する物品の取扱業者であり、同装置の性能を維持す
るためには装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著
作権を有した製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19976
横河工事（株）
東京都豊島区西巣鴨４－１
４－５

気象観測用鉄塔の点検
気象研究所長　藤谷德之助
茨城県つくば市長峰１-１

H17.9.26 3,150,000

横河工事（株）との間で締結している本業務については、同
社は、特別に設計、製作及び取り付けた業者であり、性能を
維持するためには構造、機能及び性能に熟知し、著作権を
有した製作業者でなければ対応は不可能であり、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
競争入札に移行（１９
年度以降に一般競争
入札に移行）
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19977
明星電気（株）
札幌市中央区北３条西２丁目
１－２８

津波地震早期検知網観測局装
置、計測震度計・ＤＣＰ装置保守
点検

札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.9.27 10,710,000

明星電気（株）との間で締結している保守業務については、
津波地震早期検知網観測局装置、計測震度計・ＤＣＰ装置を
開発した唯一の業者であり、同システムの性能を維持するた
めには同社以外に同システムに関し同等の知識・技術力を
有し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能で
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19978
ＮＥＣ東芝スペースシステム
（株）
千代田区西神田３－１－６

気象衛星通信機等の点検調整
その１

気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２３５

H17.9.27 10,500,000

ＮＥＣ東芝スペースシステム（株）との間で締結している本業
務については、当該機器を開発した唯一の業者であり、同機
器の性能を維持するためには著作権を有した製作業者でな
ければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19979
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

受変電監視装置点検
気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２３５

H17.9.27 3,150,000

（株）東芝との間で締結している本業務については、当該機
器を開発した唯一の業者であり、同機器の性能を維持する
ためには同社以外に同機器に関し同等の知識・技術力を有
する者は存在せず、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）

19980
計測器サービス（株）
東京都八王子市散田町３－
３０－１４

エアロゾル散乱係数測定装置
の購入

気象研究所長　藤谷德之助
茨城県つくば市長峰１-１

H17.9.27 2,740,500

計測器サービス（株）との間で締結している本契約について
は、同社が製作会社であるECOTECHの製品を販売できる国
内で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）

19981
エヌ・ティ・ティ・コミュニケー
ションズ（株）【東京都千代田
区内幸町１－１ー６】

札幌管内気象資料伝送網ネット
ワーク機器撤去

札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.9.28 5,985,000

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）との間で締結してい
る本業務については、札幌管内気象資料伝送網ネットワー
ク機器を開発した唯一の業者であり、同システムの性能を維
持するためには同社以外に同システムに関し同等の知識・
技術力を有するものは存在しない。また、部内者でも立ち入
りが制限されるネットワークセンター内の作業であり、他の機
器に障害を与えず作業を行えるのは同社以外に存在しない
（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

19982
明星電気（株）【札幌市中央
区北３条西２丁目１－２８】

火山観測装置点検及び調整
札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.9.28 1,764,000

明星電気（株）との間で締結している本業務については、火
山観測装置を開発した唯一の業者であり、同システムの性
能を維持するためには同社以外に同システムに関し同等の
知識・技術力を有し、著作権を有した製作業者でなければ対
応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）



講ずる措置 備考契約を締結した日
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（円）

随意契約によることとした理由
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19983
明星電気（株）
仙台市泉区市名坂字万吉前
125-1

計測震度計・ＤＣＰ装置点検調
整

仙台管区気象台長　竹内昌
明　仙台市宮城野区五輪１-
３-１５

H17.9.29 6,405,000

明星電気（株）との間で締結している本業務については、本
装置は、地震発生時における国･地方自治体防災機関の初
動体制の確立に役立てることにより地震災害の軽減を目的
として導入されたものである。東北地方の気象官署及び都
市部・郡部に展開し、地震観測を行い、、観測したデータは
NTT専用回線や公衆回線を介して仙台管区気象台に伝送さ
れる。さらにDCP装置は、地上回線が障害となった場合及び
震度５弱以上を観測した場合に、衛星回線を介して震度
データを仙台管区気象台に伝送する装置で、送達ルートの
二重化でより確実な震度データの取得を図っている。業務の
性質上、点検調整は短時間で行う必要がある。そのため、同
装置について精通し、著作権を有した製作業者でなければ
対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19984
明星電気（株）
仙台市泉区市名坂字万吉前
125-1

火山観測装置保守調整及び回
線多重化装置撤去に伴うネット
ワーク機器取付調整

仙台管区気象台長　竹内昌
明　仙台市宮城野区五輪１-
３-１５

H17.9.29 1,491,000

明星電気（株）との間で締結している本業務については、本
装置は、火山周辺で発生する火山性地震・火山性微動等を
忠実に捉えるため火山観測装置を設置しており、山岳など
の気象条件の厳しい環境下であっても、その性能を維持し
連続稼動する必要がある。本装置は、気象庁独自の仕様に
より同社が製作したものであり、設備機器及びシステム全般
について十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ
対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19985
明星電気㈱
東京都文京区小石川２－５－
７

航空気象観測データ編集出力
装置等の製作及び取付調整

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.9.30 53,970,000

明星電気（株）との間で締結している本業務については、航
空気象観測データ編集出力装置等の製作及び取付調整を
実施するものである。航空気象観測データ編集出力装置は
既設の空港気象観測システム及び空港気象常時監視通報
装置の観測データを編集し航空局や航空会社等の運航関
係機関へ提供する装置で既設空港気象観測システム等と互
換性が必要である。空港気象観測システム等は同社がソフ
トウェアを含め独自に開発製作したものであり、航空気象観
測データ編集出力装置等を取付け空港気象観測システム等
の性能を維持し運用を保証するためには、装置全般につい
てハード・ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でな
ければ対応は不可能であり、競争を許さないため。なお、本
件は政府調達に関する協定の一連の手続きに基づき官報
にて随意契約締結前に公示を行っている。（会計法第２９条
の３第４項）（特例政令第１３条第１項第２号）

見直しの余地あり
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19986
デンセイ・ラムダ（株）
東京都品川区東五反田１－１
１－１５

空中線用無停電電源装置点検
気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２３５

H17.9.30 1,911,000

デンセイ・ラムダ（株）との間で締結している本業務について
は、当該機器を開発した唯一の業者であり、同機器の性能
を維持するためには同社以外に同機器に関し同等の知識・
技術力を有する者は存在せず、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）
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19987
西菱電機㈱
東京都港区新橋５－２７－１

札幌・仙台・東京管内不正アク
セス検知システムの設定変更

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.10.3 14,175,000

西菱電機（株）との間で締結している本業務については、不
正アクセス検知システムの設定変更を実施するものである。
同システムは平成13年度に入札により三菱電機（株）がソフ
トウェアを含め独自に開発製作したシステムである。三菱電
機（株）は系列会社である同社に本システム全般について技
術移管をしたものであり、システムの設定変更を行い本シス
テムの性能を維持するためには、本システム全般について
十分熟知した同社以外は対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19988
明星電気㈱
東京都文京区小石川２－５－
７

集合型GPS高層気象観測システ
ム保守部品の購入

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.10.4 9,975,000

明星電気（株）との間で締結している本購入については、集
合型ＧＰＳ高層気象観測システム保守部品を購入するもの
である。本装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作
した装置であり、装置に使用する保守部品も同社が製作して
いる。装置全般について十分熟知した製作業者で販売業者
でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19989
日本電子計算機㈱
東京都千代田区丸の内３－４
－１

通信処理システム借用（レンタ
ル）

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.10.5 7,174,779
本物品については、リース期間満了に伴い再リースするもの
で、本機器を賃借できる業者は、日本電子計算機（株）であ
り、競争を許さないため。（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

19990

㈱ティ・エス・エス・ソフトウェ
ア
広島県広島市南区出汐２－３
－１９

会計事務システムの改修（給与
支払システム）

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.10.5 2,100,000

（株）ティ・エス・エス・ソフトウェアとの間で締結している本業
務については、会計事務システム（給与支払システム）の改
修を実施するものである。本装置は同社がソフトウエアを含
め独自に開発製作した装置であり、ソフトウェアの改修を行
い組込調整後も本装置の性能を維持し運用を保証するため
には、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作
権を有した製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19991
〈株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

東京管内気象資料伝送網端末
システム保守

東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.10.5 2,071,140

（株）日立製作所との間で締結している保守業務について
は、設計・製作及び取付調整を行いシステム全般に精通して
いる同社でなければ対応できず、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
１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

19992
（株）プリード
東京都あきる野市草花１１１
７番地イ号地

直達日射観測装置購入および
取付調整

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.10.5 1,890,000

（株）プリードとの間で締結している本業務については、同社
が製作した高度な技術で構成された独自のシステム（直達
日射観測装置）を購入し、取付調整をするものである。この
ため、当該機器を熟知し、著作権を有した製作業者でなけれ
ば対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）
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19993
㈱明電舎
東京都中央区日本橋箱崎町
３６－２

気象庁無停電電源装置点検調
整

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.10.5 1,470,000

（株）明電舎との間で締結している本業務については、気象
庁無停電電源装置の点検調整を実施するものである。本装
置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した装置で
あり、点検調整後も本装置の性能を維持し運用を保証する
ためには、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、
著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能であり、
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
競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行）

19994
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

札幌管内気象資料伝送網端末
システム保守

札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.10.5 1,328,502

（株）日立製作所との間で締結している保守業務について
は、札幌管内気象資料伝送網端末システムを開発した唯一
の業者であり、同システムの性能を維持するためには同社
以外に同システムに関し同等の知識・技術力を有するもの
は存在しない（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

19995
特定非営利活動法人　環境
防災総合政策研究機構
東京都港区新橋６－１２－３

台風情報の表示方法等に関す
る懇談会運営等業務委託

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.10.7 2,961,000

特定非営利活動法人　環境防災総合政策研究機構との間
で締結している本業務については、台風情報の表示方法等
に関する懇談会運営等業務委託を実施するものである。同
社は本条件を具備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

19996
明星電気（株）【札幌市中央
区北３条西２丁目１－２８】

ＪＭＡ－９１型高層気象観測装
置点検整備

札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.10.7 2,625,000

明星電気（株）との間で締結している本業務については、ＪＭ
Ａ－９１型高層気象観測装置を開発した唯一の業者であり、
同システムの性能を維持するためには同社以外に同システ
ムに関し同等の知識・技術力を有し、著作権を有した製作業
者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19997
（株）加藤電気工業所
東京都北区王子本町１－４
－１３

高光度航空障害灯設備の改修
及び定期点検

気象研究所長　藤谷德之助
茨城県つくば市長峰１-１

H17.10.12 2,730,000

（株）加藤電気工業所との間で締結している本業務について
は、技術的理由により著作権を有した製作業者である同社
でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

19998
富士電機システムズ（株）
東京都品川区大崎１－１１－
２

無停電電源装置点検
気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２３５

H17.10.13 5,355,000

富士電気システムズ（株）との間で締結している本業務につ
いては、当該機器を開発した唯一の業者であり、同機器の
性能を維持するためには同社以外に同機器に関し同等の知
識・技術力を有する者は存在せず、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）

19999
明星電気（株）
東京都文京区小石川２－５－
７

火山観測装置点検及び調整
東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.10.13 3,517,500

明星電気（株）との間で締結している本業務については、地
震、空震及び傾斜観測を行う機器であり、精密かつ複雑なた
め著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能であ
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20000
㈱サーベイリサーチセンター
東京都荒川区西日暮里２－４
０－１０

国民生活において利用される気
象情報の満足度に関する調査

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.10.14 3,529,573

（株）サーベイリサーチセンターとの間で締結している本業務
については、国民生活において利用される気象情報の満足
度に関する調査の実施するものである。同社は本調査条件
を具備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

20001
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
東京都千代田区永田町２－１
１－１

雲仙岳遠望観測装置修理・カメ
ラ交換および遠隔制御機能追加
等

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.10.14 3,150,000

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモとの間で締結している本業務につ
いては、遠望観測装置は雲仙岳を常時観測している装置で
あり、雷災により故障したため常時観測業務に支障があるた
め、緊急に修理をする必要があり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20002
（株）ケンウッド
神奈川県横浜市緑区白山１
－１６－２

静止気象衛星用ＤＣＰ系装置の
強化

気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２３５

H17.10.17 18,375,000

（株）ケンウッドとの間で締結している本業務については、当
該機器を開発した唯一の業者であり、同機器の機能強化を
行うためには著作権を有した製作業者でなければ対応は不
可能であり、競争を許さないため。
なお、本件は政府調達に関する協定の一連の手続きに基づ
き官報にて随意契約締結前に公示を行っている。
（会計法第29条の3第4項）　（特例政令第13条第1項第2号）

見直しの余地あり
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

20003
古野電気（株）【東京都墨田
区両国３丁目２５番５号　両
国第一生命ビル７Ｆ】

ＧＰＳ観測装置及びＧＰＳデータ
解析装置点検調整

札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.10.17 2,749,950

古野電気（株）との間で締結している保守業務については、
ＧＰＳ観測装置及びデータ解析装置を開発した唯一の業者
であり、同システムの性能を維持するためには同社以外に
同システムに関し同等の知識・技術力を有し、著作権を有し
た製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

20004
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ【東
京都千代田区永田町２－１１
－１】

火山遠望観測装置点検及び調
整

札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.10.17 1,848,000

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモとの間で締結している本業務につ
いては、札幌管区気象台の火山遠望観測装置を開発した唯
一の業者であり、同システムの性能を維持するためには同
社以外に同システムに関し同等の知識・技術力を有し、著作
権を有した製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

20005
明星電気（株）
沖縄県浦添市伊祖３－４－１
２

計測震度計・ＤＣＰ装置の点検・
調整　１式

沖縄気象台長　佐伯　理郎
沖縄県那覇市樋川１－１５－
１５

H17.10.18 2,173,500

　明星電気（株）との間で締結している本業務については、同
社は、本装置を製作した業者であり、本装置の性能を維持
するためには、著作権を有した製作業者でなければ対応は
不可能であり、競争を許さないため。（会計法第２９条３第４
項）

見直しの余地あり
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

20006
東芝情報システム㈱
神奈川県川崎市川崎区日進
町７－１

高潮等総合予測システムの移
設等作業

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.10.18 1,680,000

東芝情報システム（株）との間で締結している本業務につい
ては、高潮等総合予測システムの移設を実施するものであ
る。本装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した
装置であり、移設及び機器調整後の本装置の性能を維持し
運用を保証するためには、本装置全般についてハード･ソフ
トを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
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称及び所在地

20007
（株）明電舎【札幌市中央区
北２条西１丁目１】

予備電源設備点検整備
札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.10.18 1,050,000

（株）明電舎との間で締結している本業務については、札幌
管区気象台の予備電源設備を開発した唯一の業者であり、
同システムの性能を維持するためには同社以外に同システ
ムに関し同等の知識・技術力を有するものは存在しない（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（１８
年度から一般競争入
札に移行）

20008
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

神戸空港出張所への気象資料
伝送網端末システム運搬取付
調整

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.10.19 2,877,000

（株）日立製作所との間で締結している本業務については、
気象資料伝送網端末システムの運搬取付調整を実施するも
のである。。本装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発
製作した装置であり、移設設置後、システムの設定変更等を
行い組込調整後も本装置の性能を維持し運用を保証するた
めには、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著
作権を有した製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

20009
日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１

神戸空港開港に伴うネットワー
ク機器の運搬・取付調整及び中
枢交換機等設定変更

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.10.19 2,457,000

日本電気（株）との間で締結している本設定変更等業務につ
いては、ネットワーク機器の運搬・取付調整及び中枢交換機
等設定変更を実施するものである。本装置は同社がソフトウ
エアを含め独自に開発製作した装置であり、取付調整及び
設定変更のソフトウェア改修を行い組込調整後も本装置の
性能を維持し運用を保証するためには、本装置全般につい
てハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でな
ければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

20010
松下電器産業㈱
東京都港区芝公園１－１－２

神戸空港の開港に伴う飛行場
内気象情報提供装置の撤去及
び運搬・取付調整

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.10.19 2,088,450

松下電器産業（株）との間で締結している本業務について
は、仙台航空測候所に設置している飛行場内気象情報提供
装置を撤去し、神戸空港に運搬･取付調整等を実施するもの
である。本装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作
した装置であり、取付調整後も本装置の性能を維持し運用を
保証するためには、本装置全般についてハード･ソフトを十
分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

20011
西菱電機（株）
東京都港区新橋５－２７－１

大阪・松江・広島気象レーダ－
装置点検調整

大阪管区気象台長
小佐野愼悟
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.10.19 1,911,000

西菱電機（株）との間で締結している本業務については、三
菱電機（株）は、気象レーダー装置を開発した唯一の業者で
あり、同装置の性能を維持するためには著作権を有した製
作業者でなければ対応は不可能であり、競争を許さないた
め。なお、同社は三菱電機（株）の契約を委託されている。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

20012
西菱電機㈱
東京都港区新橋５－２７－１

神戸空港出張所不正アクセス検
知システム運搬・取付調整

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.10.19 1,365,000

西菱電機（株）との間で締結している本業務については、不
正アクセス検知システムの運搬・取付調整を実施するもので
ある。同システムは平成13年度に入札により三菱電機（株）
が開発製作したものである。同システムの保守及び取付調
整等を行うために、三菱電機（株）は系列会社である同社に
本システム全般について技術移管をしたものであり、本シス
テム全般についてハード・ソフトを十分熟知した同社以外は
対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）
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20013
古野電気（株）
墨田区両国3-25-5

GPS観測装置・GPSデータ解析
装置点検調整

仙台管区気象台長　竹内昌
明　仙台市宮城野区五輪１-
３-１５

H17.10.20 1,890,000

古野電気（株）との間で締結している本業務については、本
装置は、火山活動に伴う地殻変形を観測するため活火山に
設置しているGPS観測装置のデータ解析処理を行うととも
に、解析結果を火山監視・情報センターシステムに伝送する
ためのものであり、他点連続観測による大量の観測データ
の基線解析を高い精度で高速に処理できるよう同社により
設計されている。これにより、設備機器及びシステム全般に
ついて十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対
応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

20014

スペースシステムズ／ロラル
社
米国カリフォルニア州パロア
ルト市ファビアン通り３８２５番
地

静止気象衛星用地上設備（ＭＴ
－１Ｒ用衛星管制装置（テレメト
リ・コマンドユニット））

気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２４４

H17.10.21 32,130,000

スペースシステムズ／ロラル社との間で締結している本契約
については、業務上必要とする性能及び機能を有する物品
の取扱業者が同社以外に存在せず、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）

20015
日本無線㈱
東京都新宿区西新宿６－１０
－１

レーダーエコー合成装置移設
気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.10.21 4,935,000

日本無線（株）との間で締結している本業務については、
レーダーエコー合成装置の移設を実施するものである。本装
置は平成15年度に入札により同社がソフトウエアを含め独
自に開発製作した装置であり、移設設置によるの機器調整
後も本装置の性能を維持し運用保証するためには、本装置
全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製
作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

20016
明星電気（株）
東京都文京区小石川２－５－
７

津波地震早期検知網観測局装
置・計測震度計・ＤＣＰ装置の点
検調整

東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.10.24 21,000,000

明星電気（株）との間で締結している本業務については、津
波予報や震度観測を行っている装置は、精密かつ複雑であ
り、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能であ
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

20017

㈱ティ・エス・エス・ソフトウェ
ア
広島県広島市南区出汐２－３
－１９

会計事務システムの改修
気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.10.24 9,345,000

（株）ティ・エス・エス・ソフトウェアとの間で締結している本業
務については、会計事務システムの改修を実施するもので
ある。本装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作し
たシステムであり、ソフトウェアの改修を行い組込調整後もシ
ステムの性能を維持するためには、本システム装置全般に
ついてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者
でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

20018
西菱電機㈱
東京都港区新橋５－２７－１

局地的気象監視システム（清水
観測局）の故障修理

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.10.25 1,102,500

西菱電機（株）との間で締結している本業務については、局
地的気象監視システム（清水観測局）が強風等により故障し
観測業務に支障があるため、緊急に修理をする必要があ
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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20019
三菱電機（株）
東京都千代田区丸の内２－７
－３

運輸多目的衛星新２号地上設
備用計算機等の移設作業

気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２３５

H17.10.26 8,925,000

三菱電機（株）との間で締結している本業務については、当
該機器を開発した唯一の業者であり、同機器の移設及び移
設後の調整確認を行うためには同社以外に同機器に関し同
等の知識・技術力を有する者は存在せず、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）

20020
明星電気（株）
沖縄県浦添市伊祖３－４－１
２

石垣検潮所音波式水位計等購
入・取付調整　１式

沖縄気象台長　佐伯　理郎
沖縄県那覇市樋川１－１５－
１５

H17.10.26 2,730,000

　明星電気（株）との間で締結している本業務については、本
装置は、津波観測装置で構成された観測装置の一部であ
り、通常時は潮位を測定し、津波発生時は津波の高さを測
定して、ＮＴＴ回線を利用し定められたフォーマットで伝送して
いる。本装置の調達については、既設切換中継装置におい
て、アナログ出力をデジタル信号へ変換する処理を実施して
おり、既設観測装置の一部として密接に連動している。この
ため、同社が製作した既設装置に影響を与えずに作業を行
うためには、著作権を有した製作業者でなければ対応は不
可能であり、競争を許さないため。（会計法第２９条３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

20021
明星電気（株）
東京都文京区小石川２丁目５
番７号

ＪＭＡ－９１型高層気象観測装
置の点検調整

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.10.26 1,564,500

明星電気（株）との間で締結している本業務については、同
社が製作した高度な技術で構成された独自のシステム（高
層気象観測装置）が常に良好な状態で稼働するために保守
整備を行うものである。このため、システム全般にわたって
ハードウェア及びソフトウェアを熟知し、著作権を有した製作
業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

20022
明星電気（株）
東京都文京区小石川２丁目５
番７号

平成17年度計測震度計およびＤ
ＣＰ装置の保守点検

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.10.27 8,790,600

明星電気（株）との間で締結している本業務については、同
社が製作した高度な技術で構成された独自のシステム（計
測震度計及びＤＣＰ装置）が常に良好な状態で稼働するため
に保守整備を行うものである。このため、システム全般にわ
たってハードウェア及びソフトウェアを熟知し、著作権を有し
た製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

20023
古野電気㈱
東京都墨田区両国３ー２５ー
５

ＧＰＳ観測装置及びＧＰＳデータ
解析装置点検及び調整

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.10.27 2,239,650

古野電気（株）との間で締結している本点検調整業務につい
ては、ＧＰＳ観測装置の点検調整を実施するものである。本
装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した装置
であり、点検調整後も本装置の性能を維持し運用を保証す
るためには、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知
し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能であ
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
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20024
明星電気㈱
東京都文京区小石川２－５－
７

火山観測装置点検及び調整
気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.10.27 1,680,000

明星電気（株）との間で締結している本業務については、火
山観測装置の点検調整を実施するものである。本装置は同
社がソフトウエアを含め独自に開発製作した装置であり、点
検調整後も本装置の性能を維持し運用を保証するために
は、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権
を有した製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

20025
㈱トーコン・システムサービス
東京都文京区本郷１－１８－
６

閲覧システムセキュリティルータ
等の設定変更及び増設

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.10.31 2,310,000

（株）トーコン・システムサービスとの間で締結している本業
務については、閲覧システムセキュリティルータの設定変更
及び増設を実施するものである。本装置は同社がソフトウエ
アを含め独自に開発製作した装置であり、機器の増設と設
定変更のソフトウェア改修を行い組込調整後も本装置の性
能を維持し運用を保証するためには、本装置全般について
ハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなけ
れば対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

20026
新日鉄ソリュージョンズ㈱
東京都中央区新川２－２０－
１５

土砂災害警戒情報作成支援シ
ステム増強及び機能追加

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.11.1 49,350,000

新日鉄ソリューションズ（株）との間で締結している本業務に
ついては、土砂災害警戒情報作成支援システムの増強及び
機能改修を実施するものである。本システム装置は同社が
ソフトウェアを含め独自に開発製作したものであり、システム
の増強及び機能追加のためにソフトウェア改修をを行い同
装置の性能を維持し運用を保証するためには、システム装
置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した
製作業者でなければ対応は不可能であり、競争を許さない
ため。なお、本件は政府調達に関する協定の一連の手続き
に基づき官報にて随意契約締結前に公示を行っている。（会
計法第２９条の３第４項）（特例政令第１３条第１項第２号）

見直しの余地あり
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

20027
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

航空交通管理用気象システムソ
フトウェア機能向上

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.11.1 31,479,000

（株）日立製作所との間で締結している本業務については、
航空交通管理用気象システムの機能向上を実施するもので
ある。本装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作し
た装置であり、機能向上のためソフトウェアの改修を行い組
込調整後も本装置の性能を維持し運用を保証するために
は、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権
を有した製作業者でなければ対応は不可能であり、競争を
許さないため。なお、本件は政府調達に関する協定の一連
の手続きに基づき官報にて随意契約締結前に公示を行って
いる。（会計法第２９条の３第４項）（特例政令第１３条第１項
第２号）

見直しの余地あり
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

20028
新日本法規出版㈱
東京都新宿区市谷砂土原町
２－６

気象法規データベース内容更新
気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.11.1 4,903,000

新日本法規出版㈱との間で締結している本内容更新業務に
ついては、気象法規データベースの内容更新作業を実施す
るものである。同社は気象法規をデータベース化した唯一の
業者であり、同社が独自に開発したシステムで管理されてい
る。また、同データベース作成のソフトウエアの著作権を有
する製作業者である。内容更新作業を行うことができるのは
ソフトの著作権を有する業者でなければ対応は不可能であ
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
競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
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20029
ＫＤＤＩ㈱
東京都千代田区飯田橋３－１
０－１０

情報共有システムネットワーク
管理装置コンソールデスクの移
設

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.11.2 1,616,580

ＫＤＤＩ（株）との間で締結している本業務については、情報共
有システムネットワーク管理装置コンソールデスクの移設を
実施するものである。本装置は同社がソフトウエアを含め独
自に開発製作した装置であり、移設及び機器調整後も本装
置の性能を維持し運用を保証するためには、本装置全般に
ついてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者
でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

20030
明星電気（株）
東京都文京区小石川２－５－
７

津波観測装置保守点検及び故
障修理

東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.11.2 1,349,250

明星電気（株）との間で締結している本業務については、津
波観測装置が雷災により故障したもので津波発生時の観測
に深刻な影響があることから、緊急に修理をする必要があ
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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20031
エヌ・ティ・ティ・コミュニケー
ションズ㈱

札幌・仙台・東京管内・システム
運用室（清瀬）及び本庁におけ
る回線多重化装置の一部変更
と撤去

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.11.7 14,999,250

ＮＴＴコミニュケーションズ（株）との間で締結している本業務
については、回線多重化装置の設定委変更と一部撤去を実
施するものである。本装置は同社がソフトウエアを含め独自
に開発製作した装置であり、装置の設定変更後も本装置の
性能を維持するためには、本装置全般についてハード･ソフ
トを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

20032
沖電気工業㈱
東京都港区芝浦４－１０－１
６

量的予報作業システムＮＡＰＳと
の間の入出力データフォーマット
の標準化

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.11.7 8,977,500

沖電気工業（株）との間で締結している本業務については、
量的予報作業システムとＮＡＰＳとの入出力データフォーマッ
トの標準化を実施するものである。本システム装置は平成14
年度の入札で同社がソフトウェアを含め独自に開発製作した
ものであり、データフォーマットの標準化に係るソフト改修を
行い、同装置の性能を維持するためには装置全般について
ハード・ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなけ
れば対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

20033
（株）ケンウッド
神奈川県横浜市緑区白山１
－１６－２

静止気象衛星用ＤＣＰ系装置の
点検調整

気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２３５

H17.11.7 4,147,500

（株）ケンウッドとの間で締結している本業務については、当
該機器を開発した唯一の業者であり、同機器の性能を維持
するためには著作権を有した製作業者でなければ対応は不
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

20034
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

無停電電源装置点検
気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２３５

H17.11.7 3,202,500

（株）東芝との間で締結している本業務については、当該機
器を開発した唯一の業者であり、同機器の性能を維持する
ためには同社以外に同機器に関し同等の知識・技術力を有
する者は存在せず、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）
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20035
西菱電機（株）
東京都港区新橋５－２７－１

空港気象ドップラーレーダー装
置保守点検（後期）

札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H17.11.7 2,208,150

西菱電機（株）との間で締結している本業務については、本
装置は三菱電機（株）がソフトを含め独自に開発・製作した
装置であり、故障時の緊急修理と保守点検を行い、性能を
維持するためには、装置全般についてハード・ソフトを十分
に熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可
能である。なお、三菱電機（株）はレーダー装置関係の契約
権限を系列会社である同社に営業移管したものであり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

20036
エヌ・ティ・ティ・コミュニケー
ションズ（株）
千代田区内幸町1-1-6

気象資料伝送網ネットワーク機
器撤去

仙台管区気象台長　竹内昌
明　仙台市宮城野区五輪１-
３-１５

H17.11.8 4,000,500

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）との間で締結してい
る本業務については、本機器は、同社が、独自の技術により
設計・製作及び施工し、各気象官署に設置した借用機器で
ある。借用期間満了により返還するため、同機器を撤去する
ものである。機器撤去にあたっては、機器の機能･構造等に
精通している製作業者でなければ対応不可能であり、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

20037
明星電気（株）
仙台市泉区市名坂字万吉前
125-1

高層気象観測装置点検整備
仙台管区気象台長　竹内昌
明　仙台市宮城野区五輪１-
３-１５

H17.11.8 1,596,000

明星電気（株）との間で締結している本業務については、本
装置は、高層気象観測において使用する観測機器であり、
同社が独自に設計開発したものである。従ってこの点検整
備はこれらの観測機器の機能・構造等を理解し、著作権を有
した製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

20038
日本無線㈱
東京都新宿区西新宿６－１０
－１

気象レーダー観測処理システム
改修及び移設

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.11.11 46,620,000

日本無線（株）との間で締結している本業務については、気
象レーダー観測処理システム改修及び移設を実施するもの
である。本改修は東京レーダーがドップラーレーダーに更新
することによるものであり、また、レーダー塔局舎の新営に
伴い気象レーダー観測処理システム・レーダー局システムの
移設を行うものである。本システムは平成16年度に国庫債
務により本システムの製作借用（リース）・保守契約の入札で
同社がソフトウェアを含め独自に開発製作したものであり、ソ
ウトウェアの改修及びレーダー局システムの移設後、本シス
テムの性能を維持し運用を保証するためには、装置全般に
ついてソフト･ハードを十分熟知し、著作権を有した製作業者
でなければ対応は不可能であり、競争を許さないため。な
お、本件は政府調達に関する協定の一連の手続きに基づき
官報にて随意契約締結前に公示を行っている。（会計法第２
９条の３第４項）（特例政令第１３条第１項第２号）

見直しの余地あり
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

20039
明星電気（株）
東京都文京区小石川２－５－
７

津波地震早期検知網観測局装
置等保守点検及び扉開閉セン
サースイッチ取付調整

大阪管区気象台長
小佐野愼悟
大阪市中央区大手前4-1-76

H17.11.11 16,800,000

明星電気（株）との間で締結している本業務については、同
社は、津波地震早期検知網観測局装置を開発した唯一の業
者であり、同装置の性能を維持するためには著作権を有し
た製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）
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20040
日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１

航空気象情報提供装置関連機
器移設等

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.11.11 1,732,500

日本電気（株）との間で締結している本業務については、航
空気象情報提供装置は部内及び部外ユーザに航空気象情
報をＷｅｂにて提供するための装置で、今年度その機能を新
アデスに移植されたことにより本装置の関連機器を現在も本
装置を運用している本庁、福岡航空測候所及び那覇航空測
候所で有効利用を図るため、航空気象情報提供装置関連機
器の移設を実施するものである。本装置は同社がソフトウエ
アを含め独自に開発製作した装置であり、移設及びソフト
ウェアの設定変更改修を行い組込調整後も本装置の性能を
維持し運用を保証するためには、本装置全般についてハー
ド･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ
対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

20041
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ
東京都千代田区永田町２－１
１－１

火山遠望観測装置点検及び調
整

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.11.14 3,066,000

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモとの間で締結している本業務につ
いては、火山遠望観測装置の点検及び調整を実施するもの
である。本装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作
した装置であり、点検調整後も本装置の性能を維持し運用を
保証するためには、本装置全般についてハード･ソフトを十
分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

20042
㈱鶴見精機
神奈川県横浜市鶴見区鶴見
中央２－２－２０

高層気象観測装置（Ｗ－９００
０）定期点検整備

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.11.14 1,890,000

（株）鶴見精機との間で締結している本業務については、高
層気象観測装置（Ｗ－９０００）の定期点検整備を実施するも
のである。本装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製
作した装置であり、点検整備後も本装置の性能を維持し運
用を保証するためには、本装置全般についてハード･ソフトを
十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

20043
大成建設（株）
東京都新宿区西新宿１－２５
－１

三宅島測候所宿舎解体工事
東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.11.15 18,900,000
２回入札を行ったが落札者がいなく履行期限も迫っているた
め入札参加者の 低入札者と交渉し随意契約とした。（予決
令第９９条の２）

見直しの余地あり 競争入札に移行

20044
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－２

行政情報ネットワーク装置等の
移設作業

気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２３５

H17.11.16 6,825,000

富士通（株）との間で締結している本業務については、当該
機器を開発した唯一の業者であり、同機器の性能を維持す
る同機器の移設及び移設後の調整確認を行うためには同社
以外に同機器に関し同等の知識・技術力を有する者は存在
せず、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）

20045
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

気象衛星センター基幹ネット
ワーク装置の移設作業

気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２３５

H17.11.16 3,990,000

日本電気（株）との間で締結している本業務については、当
該機器を開発した唯一の業者であり、同機器の性能を維持
する同機器の移設及び移設後の調整確認を行うためには同
社以外に同機器に関し同等の知識・技術力を有する者は存
在せず、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）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20046

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

気象資料伝送網ネットワーク機
器の撤去

東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.11.18 6,982,500

ＮＴＴコミュニケーションズ（株）との間で締結している本業務
について、対象機器は同社が設置借用したものであり、リー
ス会社が指定する場所に原状に復した状態で返納しなけれ
ばならない。従って機器の構造、仕様に精通した当該業者で
なければ対応ができず、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
１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

20047
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

通報局データ編集装置等の移
設作業

気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２３５

H17.11.21 3,664,500

日立製作所（株）との間で締結している本業務については、
当該機器を開発した唯一の業者であり、同機器の性能を維
持する同機器の移設及び移設後の調整確認を行うためには
同社以外に同機器に関し同等の知識・技術力を有する者は
存在せず、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）

20048
（株）日立製作所
江東区新砂1-6-27

クライアントシステム及び河川･
雷ワークステーション移設等作
業

仙台管区気象台長　竹内昌
明　仙台市宮城野区五輪１-
３-１５

H17.11.22 1,449,000

（株）日立製作所との間で締結している本業務については、
本システムは同社が設計、製作及び取付調整等を行ったも
のであり、電子計算機を中核とした極めて高度なシステムで
ある。本システムの移設等にあたっては、現在使用されてい
る回線ほか装置等に影響を与えずにL-ADESS端末装置の
撤去やクライアントシステムの移設、電源線の接続変更等作
業を進める必要があり、台内における環境や装置全般にお
ける仕様に精通した製作業者でなければ対応不可能であ
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
（19年度以降に公募
手続きを行う）

20049
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

L-ADESS端末実況監視機能
（SIGMET)ソフトウェア改修

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.11.24 7,140,000

（株）日立製作所との間で締結している本業務については、Ｌ
－ＡＤＥＳＳ端末実況監視機能ソフトウェアの機能改修を実
施するものである。本装置は同社がソフトウエアを含め独自
に開発製作した装置であり、ソフトウェアの改修を行い組込
調整後も本装置の性能を維持するためには、本装置全般に
ついてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者
でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

20050
日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１

地震活動等総合監視システム
のＦＴＰサーバ等の改修

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.11.24 4,536,000

日本電気（株）との間で締結している本業務については、地
震活動等総合監視システムのＦＴＰサーバ等の改修機能強
化を実施するものである。本総合監視システムは同社がソフ
トウエアを含め独自に開発製作したシステム装置であり、
サーバ等の改修を行い組込調整後も本システムの性能を維
持し運用を保証するためには、本システム全般について
ハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなけ
れば対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

20051
三菱電機㈱
東京都千代田区丸の内２－７
－３

局地的気象監視システムの品
質管理部とデータ表示装置の増
設及び取付調整

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.11.24 2,730,000

三菱電機（株）との間で締結している本業務については、局
地的気象監視システムの品質管理部とデータ表示装置の増
設及び取付調整を実施するものである。同装置は平成12年
度に入札により同社がソフトウェアを含め独自に開発製作し
た装置である。一部機器の増設を行い組込調整後も本装置
の性能を維持し運用を保証するためには、本装置全般につ
いてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者で
なければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）
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20052
西菱電機（株）
東京都港区新橋５－２７－１

空港気象ドップラーレーダー用
AZ・ELモータ購入

東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.11.24 1,302,000

西菱電気（株）との間で締結している本契約については、ドッ
プラーレーダー装置の空中線装置に使用しているＡＺ及びＥ
Ｌモータが三菱電機製であり、空中線装置の各回路及び各
機構は、当該モータの電気的定格及び外形寸法による独自
の設計である。このため、当該モータは三菱電機製でなけれ
ばならず、代理店である同社でなければ購入できず、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）

20053
日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１

プロトコルコンバータの機能追加
気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.11.25 9,660,000

日本電気（株）との間で締結している本業務については、プ
ロトコルコンバータの機能追加を実施するものである。本装
置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した装置で
あり、機能追加のためソフト改修を行い本装置の性能を維持
するためには、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟
知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能で
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

20054
（株）ミツトヨ
神奈川県横浜市都筑区池辺
町３２８６

歪観測機器用無停電電源装置
巡回保守点検

東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H17.11.28 6,746,250

（株）ミツトヨとの間で締結している本業務については、精密
かつ複雑であり、著作権を有した製作業者でなければ対応
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

20055
明星電気㈱
東京都文京区小石川２－５－
７

多機能型地震観測装置・計測震
度計・ＤＣＰ装置の点検調整

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.11.28 1,281,000

明星電気（株）との間で締結している本点検調整業務につい
ては、多機能型地震観測装置・計測震度計・ＤＣＰ装置の点
検調整を実施するものである。本装置は同社がソフトウエア
を含め独自に開発製作した装置であり、点検調整後も本装
置の性能を維持し運用を保証するためには、本装置全般に
ついてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者
でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

20056
明星電気（株）
東京都文京区小石川２丁目５
番７号

口永良部島火山機動観測点１
及び２の修理

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.11.28 1,092,000

明星電気（株）との間で締結している本業務については、同
社が製作した地震計が雷災により故障し火山観測に支障が
あるため、緊急に修理をする必要があり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20057
八重山電気工業（株）
沖縄県石垣市字登野城１００
４

集合型ＧＰＳ高層気象観測装置
システム設置に伴う待受工事

沖縄気象台長　佐伯　理郎
沖縄県那覇市樋川１－１５－
１５

H17.11.29 16,275,000

　八重山電気工業（株）との間で締結している本業務につい
ては、平成１７年１１月２５日、標記の一般競争入札を執行し
た結果、予定価格の制限に達した価格の落札者が無く、入
札不調となった。
　入札参加者で も安価で応札した八重山電気工業（株）を
指定し、価格交渉を行った結果、同社の提示した金額が予
定価格の範囲内であったため、同社と随意契約を行った。
（予決令第９９条の２）

見直しの余地あり 競争入札に移行



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20058
光進電気工業㈱
東京都目黒区自由が丘１－２
０－１９

総合海上気象観測装置点検・整
備作業（長崎海洋気象台）

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.11.29 1,207,500

光進電気工業（株）との間で締結している本業務について
は、総合海上気象観測装置の点検整備を実施するものであ
る。本装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した
装置であり、点検調整後も本装置の性能を維持し運用を保
証するためには、本装置全般についてハード･ソフトを十分
熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能
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
公募を実施
（19年度以降に公募
手続きを行う）

20059
日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１

雷監視システム点検調整
気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.12.2 15,120,000

日本電気（株）との間で締結している本業務については、雷
監視システムの点検調整を実施するものである。本装置は
同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した装置であり、
点検調整後も本装置の性能を維持し運用を保証するために
は、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権
を有した製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20060
西菱電機㈱
東京都港区新橋５－２７－１

ウィンドプロファイラ観測局の予
備品の購入

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.12.2 11,718,000

西菱電機（株）との間で締結している本購入については、ウィ
ンドプロファイラ観測局用の予備品を購入するものである。
同システムは平成13年度に入札により三菱電機（株）が開発
製作したものである。三菱電機（株）は系列会社である同社
に本システムの性能を維持するための保守等についての技
術移管、及び予備品の販売についても移管したものであり、
同社以外は対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20061
（株）オカノ
沖縄県那覇市安謝１－２３－
８

水素ガス消費設備及び警報装
置の検査点検　１式

沖縄気象台長　佐伯　理郎
沖縄県那覇市樋川１－１５－
１５

H17.12.2 1,260,000

　（株）オカノとの間で締結している本業務については、本設
備内にある機器及び警報装置は同社により設置調整された
ものである。これらの検査点検を行えるのは同装置の性能
や設置状況を熟知していることが必要となり、他社では本件
に対応することは困難であり、競争を許さないため。（会計法
第２９条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）

20062
明星電気㈱
東京都文京区小石川２－５－
７

インターネットデータ送受信装置
の波形伝送機能強化

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.12.5 3,150,000

明星電気（株）との間で締結している本業務については、イン
ターネットデータ送受信装置の機能強化を実施するものであ
る。本装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した
システムであり、機能強化のためソフトウェアの改修を行い
組込調整後も本装置の性能を維持するためには、本装置全
般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作
業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は
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にその所属する部局の名
称及び所在地

20063
ウェザー・サービス㈱
千葉県成田市花崎町５３８番
地

気象情報自動応答装置用ソフト
ウェアの機能改修

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.12.5 2,226,000

ウェザー・サービス（株）との間で締結している本業務につい
ては、気象情報自動応答装置用ソフトウェアの機能改修を実
施するものである。本装置は同社がソフトウエアを含め独自
に開発製作した装置であり、機能強化のためソフトウェアの
改修を行い組込調整後も本装置の性能を維持し運用を保証
するためには、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟
知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能で
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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20064
協和商工㈱
東京都豊島区東池袋１－３０
－１４

精密型水位計用垂測尺等の購
入

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.12.6 3,853,500

協和商工（株）との間で締結している本購入については、精
密型水位計用垂測尺等を購入するものである。精密型水位
計装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した装
置であり、本購入品は本装置に使用するものであり、同社は
同装置及び本購入品の開発製作及び販売業者であり、同装
置の性能を維持するためには装置全般について十分熟知し
た製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20065
富士通㈱
東京都港区東新橋１－５－２

気象情報伝送処理システム航
空機自動観測資料収集編集処
理等機能追加改修

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.12.7 35,280,000

富士通（株）との間で締結している本業務については、気象
情報伝送処理システムの航空機自動観測資料収集編集処
理の機能追加改修を実施するものである。本システム装置
は同社がソフトウェアを含め独自に開発製作したものであ
り、ソフトウェアの機能追加改修を行い組込調整後、同装置
の性能を維持し運用を保証するためには、システム装置全
般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作
業者でなければ対応は不可能であり、競争を許さないため。
なお、本件は政府調達に関する協定の一連の手続きに基づ
き官報にて随意契約締結前に公示を行っている。（会計法第
２９条の３第４項）（特例政令第１３条第１項第２号）

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）

20066
富士通エフ・アイ・ピー㈱
東京都港区芝浦１－２－１

東南アジア地域における季節予
報の応用分野に関する調査

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.12.9 7,194,570

富士通エフ・アイ・ピー（株）との間で締結している本業務に
ついては、東南アジア地域における季節予報の応用分野に
関する調査を実施するものである。同社は本調査条件を具
備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

20067
明星電気㈱
東京都文京区小石川２－５－
７

GPSゾンデ（RS-01GM型）の購
入

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.12.12 7,320,600

明星電気（株）との間で締結している本購入については、ＧＰ
Ｓゾンデ（ＲＳ－０１ＧＭ型）の購入するものである。ＧＰＳゾン
デは平成1４年度に入札により同社がソフトウェアを含め独
自に開発製作し、八丈島測候所に整備した集合型ＧＰＳ高層
気象観測システムで使用するもので、同観測システムでは
本製品以外は使用できない。本製品は同社が製作販売して
いるもので、同社以外の対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
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20068
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

３階現業室等再配置に伴うＮＡＰ
Ｓ機器の移設

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.12.12 1,680,000

（株）日立製作所との間で締結している本移設業務について
は、ＮＡＰＳ機器の移設の実施するものである。本装置は同
社がソフトウエアを含め独自に開発製作した装置であり、移
設及び機器調整後も本装置の性能を維持し運用を保証する
ためには、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、
著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能であり、
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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20069
荏原実業㈱
東京都中央区銀座７－１４－
１

地上オゾン濃度計の購入
気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.12.14 3,570,000

荏原実業（株）との間で締結している本購入については、地
上オゾン濃度計を購入するものである。地上オゾン濃度計は
同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した地上オゾン観
測装置の一部として使用される。地上オゾン濃度計を同装置
に組込み、同装置の性能を維持するためには、装置全般に
ついてハード・ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者
でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20070
光進電気工業（株）
東京都目黒区自由が丘１－
２０－１９

風向風速鉛直分布観測装置の
点検調整

気象研究所長　藤谷德之助
茨城県つくば市長峰１-１

H17.12.14 1,722,000

光進電気工業（株）との間で締結している本業務について
は、技術的理由により著作権を有した製作業者である同社
でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20071

ＮＥＣ東芝スペースシステム
（株）
東京都千代田区西神田３－１
－６

ＭＴＳＡＴ－１Ｒ運用情報作成装
置等の移設作業

気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２３５

H17.12.15 5,071,500

ＮＥＣ東芝スペースシステム（株）との間で締結している本業
務については、ＳＳ／Ｌ社の国内取扱業者として、当該機器
の開発に携わった唯一の業者であり、同機器の移設及び移
設後の調整確認を行うためには同社以外に同機器に関し同
等の知識・技術力を有する者は存在せず、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
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20072
㈱プリード
東京都あきる野市草花１１１
７番イ号地

ＮＩＳＴランプ検定装置用電源ほ
かの購入(高層気象台）

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.12.15 2,504,250

（株）プリードとの間で締結している本業務については、ＮＩＳＴ
ランプ検定装置用電源他を購入するものである。本装置は
オランダ国のＫｉｐｐ＆Ｚｏｎｅｎ社が製作したものであるが、同
社が納入設置したものであり、また、日本国内における唯一
の輸入代理店であり、競争を許さないため。（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）

20073
明星電気㈱
東京都文京区小石川２－５－
７

空港気象常時監視通報装置処
理部更新等

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.12.19 8,610,000

明星電気（株）との間で締結している本業務については、空
港気象常時監視通報装置処理部の更新を実施するもので
ある。本処理部は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作
した空港気象常時監視通報装置の一部として使用するもの
である。本処理部を同装置に組込み調整を行い、同装置の
性能を維持し運用を保証するためには、装置全般について
ハード・ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなけ
れば対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20074
荏原ハイドロテック（株）
東京都大田区羽田旭町１１
-１

大型風洞実験装置ポンプ及び
モーター修理

気象研究所長　藤谷德之助
茨城県つくば市長峰１-１

H17.12.19 2,257,500

荏原ハイドロテック（株）との間で締結している大型風洞実験
装置ポンプ及びモーター修理事業については、荏原製作所
が特別に設計、製作及び取り付けた装置についての保守を
当該業者が一括して行っており、性能を維持するために構
造、機能及び性能に熟知し、著作権を有した製作業者でな
ければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20075
明星電気（株）
仙台市泉区市名坂字万吉前
125-1

津波地震早期検知網観測局装
置点検調整

仙台管区気象台長　竹内昌
明　仙台市宮城野区五輪１-
３-１５

H17.12.20 4,021,500

明星電気（株）との間で締結している本業務については、本
装置は、東北地方の各地において地震波形及び震度観測を
行い、観測したデータは、NTT専用回線や公衆回線を介して
仙台管区気象台に伝送され、津波予報を含む地震情報作成
のために使用される。業務の性質上、点検調整は短時間で
行い、観測休止は極力回避する必要がある。そのため、同
装置について精通し、著作権を有した製作業者でなければ
対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20076
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

広域・狭域悪天予想図／解析図
作成ソフトウェア機能追加改修

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.12.22 15,897,000

（株）日立製作所との間で締結している本業務については、
広域・狭域悪天予想図／解析図作成ソフトウェアの機能追
加改修を実施するものである。本ソフトウェアは同社が航空
予報解析装置用に独自に設計・開発したソフトウェアであり、
機能追加のためソフトウェアの改修を行い組込調整後も同
装置の性能を維持し運用を保証するためには、本装置全般
についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業
者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20077
明星電気㈱
東京都文京区小石川２－５－
７

火山観測装置（伊豆東部火山
群）修理

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.12.22 3,885,000

明星電気（株）との間で締結している本業務については、火
山観測装置（伊豆東部火山群）が雷災により故障し、火山の
常時観測に支障があるため、緊急に修理をする必要があ
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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20078
トーテックス㈱
埼玉県上尾市大字上野７６５

逆止弁付パラシュート内蔵型ゴ
ム気球他の購入

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.12.22 1,958,040

トーテックス（株）との間で締結している本購入については、
逆止弁付パラシュート内蔵型ゴム気球他を購入するもので
ある。本ゴム気球は石垣島地方気象台に整備した集合型Ｇ
ＰＳ高層気象観測システムで使用するもので、特殊な本製品
は同社が国内唯一の製作業者であり、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
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20079
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

予報現業端末への液晶ペンタブ
レットの接続及び調整作業

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.12.26 2,887,500

（株）日立製作所との間で締結している本業務については、
予報現業端末への接続及び調整作業を実施するものであ
る。液晶ペンタブレット機器は同社がソフトウエアを含め独自
に開発製作したスーパーコンピュータシステムの現業端末に
接続するものであり、同スーパーコンピュータシステムの性
能を維持し運用を保証するためには、装置全般について
ハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなけ
れば対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20080
明星電気（株）
東京都文京区小石川２丁目５
番７号

航空気象観測所移行に伴う並
行運用接続等

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H17.12.26 2,536,800

明星電気（株）との間で締結している本業務については、同
社が製作した高度な技術で構成された独自のシステム（航
空気象観測装置）を、航空気象観測所移行に伴って並行運
用するものである。このため、システム全般にわたってハー
ドウェア及びソフトウェアを熟知し、著作権を有した製作業者
でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20081
富士通㈱
東京都港区東新橋１－５－２

航空部外機関との接続に伴う気
象情報伝送処理システム回線
設定追加等

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H17.12.27 9,240,000

富士通（株）との間で締結している本業務については、気象
情報伝送処理システムの回線設定追加等を実施するもので
ある。本システム装置は同社がソフトウェアを含め独自に開
発製作したものであり、航空部外機関との接続に伴い回線
設定追加のためソウトウェアの改修をを行い同装置の性能
を維持するためには、システム装置全般についてハード･ソ
フトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応
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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20082
日本無線（株）
東京都新宿西新宿六丁目１０
番１号

大阪航空測候所　空港気象ドッ
プラーレーダー装置点検・調整
作業

大阪管区気象台長
小佐野愼悟
大阪市中央区大手前4-1-76

H18.1.5 1,785,000

日本無線（株）との間で締結している本業務については、同
社は、空港気象ドップラーレーダー装置を開発した唯一の業
者であり、同装置の性能を維持するためには著作権を有し
た製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20083
㈱エス・イー・エイ
千葉県市川市塩浜２－２３

航走水温塩分計塩分センサー
の修理

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.1.10 1,134,000

（株）エス・イー・エイとの間で締結している本業務について
は、凌風丸の航走水温塩分計塩分センサーが漂流物の影
響により故障したもので、海洋観測に支障があるため、緊急
に修理をする必要があり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20084
松下電器産業㈱
東京都港区芝公園１－１－２

地震津波監視システムの通信
処理装置ソフトウェア改修

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.1.11 2,992,500

松下電器産業（株）との間で締結している本業務について
は、地震津波監視システムの通信処理装置ソフトウェア改修
機能強化を実施するものである。本装置は同社がソフトウエ
アを含め独自に開発製作した装置であり、ソフトウェアの改
修を行い組込調整後も本装置の性能を維持し運用を保証す
るためには、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知
し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能であ
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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20085
明星電気㈱
東京都文京区小石川２－５－
７

JMA－９５型地上気象観測装置
データ処理部の製作、取付調整

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.1.12 29,715,000

明星電気（株）との間で締結している本業務については、ＪＭ
Ａ－９５型地上気象観測装置のデータ処理部を製作し、地上
気象観測装置に取付調整等を実施するものである。地上気
象観測装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作し
たものでありデータ処理部を含めた装置である。データ処理
部を製作し既設の地上気象観測装置に組込、組込調整後も
既設地上気象観測装置の性能を維持し運用を保証するため
には、地上気象観測装置全般についてハード･ソフトを十分
熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能
であり、競争を許さないため。なお、本件は政府調達に関す
る協定の一連の手続きに基づき官報にて随意契約締結前に
公示を行っている。（会計法第２９条の３第４項）（特例政令
第１３条第１項第２号）

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）

20086
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

空港気象ドップラーレーダー装
置保守・点検調整作業（那覇航
空）　１式

沖縄気象台長　佐伯　理郎
沖縄県那覇市樋川１－１５－
１５

H18.1.12 2,257,500

　（株）東芝との間で締結している本業務については、同社
は、本装置を製作した業者であり、本装置の性能を維持する
ためには、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可
能であり、競争を許さないため。（会計法第２９条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）

20087
伊藤忠テクノサイエンス㈱
東京都千代田区霞ヶ関３－２
－５

気象資料交換処理システム中
枢システム監視部の移設

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.1.12 1,995,000

伊藤忠テクノサイエンス（株）との間で締結している本業務に
ついては、気象資料交換処理システム中枢システム監視部
の移設を実施するものである。本装置は同社がソフトウエア
を含め独自に開発製作した装置であり、監視部の移設を行
い設置調整後も本装置の性能を維持し運用を保証するため
には、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作
権を有した製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20088
西菱電機（株）
東京都港区新橋５－２７－
１

気象レーダー保守点検
気象研究所長　藤谷德之助
茨城県つくば市長峰１-１

H18.1.12 1,102,500

西菱電機（株）との間で締結している本業務については、本
装置は三菱電機（株）がソフトを含め独自に開発・製作した
装置であり、故障時の緊急修理と保守点検を行い、性能を
維持するためには、装置全般についてハード・ソフトを十分
に熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可
能である。なお、三菱電機（株）はレーダー装置関係の契約
権限を系列会社である同社に営業移管したものであり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20089
三興通商㈱
東京都港区虎ノ門１－１７－
１

舶用高層気象観測装置の改修
気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.1.16 14,595,000

三興通商（株）との間で締結している本業務については、舶
用高層気象観測装置の改修を実施するものである。同観測
装置は同社が気象観測船に設置したものであるが、同観測
装置はフィンランド国のヴァイサラ社が製作したものである。
同社は本製品を取り扱う国内唯一の代理店であり、また、本
観測装置を納入設置し装置全般についてハード・ソフトを十
分熟知しており同社以外の対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20090
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
東京都千代田区永田町２－１
１－１

遠望観測装置修理
東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H18.1.16 1,312,500

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモとの間で締結している本業務につ
いては、遠望観測装置は草津白根山を常時観測している装
置であり、雷により故障したため、緊急に修理をする必要が
あり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20091
西菱電機（株）
東京都港区新橋５－２７－１

空港気象ドップラーレーダー情
報処理系装置移設作業

大阪管区気象台長
小佐野愼悟
大阪市中央区大手前4-1-76

H18.1.17 1,849,995

西菱電機（株）との間で締結している本業務については、本
装置は三菱電機（株）がソフトを含め独自に開発・製作した
装置であり、性能を維持するためには、装置全般について
ハード・ソフトを十分に熟知し、著作権を有した製作業者でな
ければ対応は不可能である。なお、三菱電機（株）はレー
ダー装置関係の契約権限を系列会社である同社に営業移
管したものであり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20092
明星電気（株）
沖縄県浦添市伊祖３－４－１
２

自動追跡型方向探知機及び高
層気象観測用信号変換装置の
点検整備　１式

沖縄気象台長　佐伯　理郎
沖縄県那覇市樋川１－１５－
１５

H18.1.17 1,071,000

　明星電気（株）との間で締結している本業務については、同
社は、本装置を製作した業者であり、本装置の性能を維持
するためには、著作権を有した製作業者でなければ対応は
不可能であり、競争を許さないため。（会計法第２９条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）

20093
京都府漁業協同組合連合会
京都府舞鶴市字下安久無番
地

Ａ重油購入（清風丸分）
気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.1.18 2,679,600

京都府漁業協同組合連合会との間で締結している本業務に
ついては、Ａ重油（清風丸）を購入するものである。舞鶴港で
本燃料を搭載するためのバージ船を保有しているのは京都
府漁業協同組合のみのため対応は不可能であり、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20094
西菱電機㈱
東京都港区新橋５－２７－１

局地的気象監視システム（名古
屋観測局）の故障修理

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.1.19 1,155,000

西菱電機（株）との間で締結している本業務については、局
地的気象監視システム（名古屋観測局）が強風等の影響に
より故障したもので、観測業務に支障があるため、緊急に修
理をする必要があり、競争に付することできないため。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20095
（株）カイジョーソニック
東京都羽村市栄町３－１－５

石廊崎沿岸波浪観測装置（海中
部）点検及び調整

東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H18.1.23 3,307,500

（株）カイジョーソニックとの間で締結されている本業務につ
いては、沿岸波浪を観測する機器であり、精密かつ複雑なた
め著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能であ
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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20096
明星電気（株）
東京都文京区小石川２－５－
７

９５型分岐システムの購入及び
取付調整

東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H18.1.23 1,585,500

明星電気（株）との間で締結している本業務については、装
置が精密かつ複雑であり著作権を有した製作業者でなけれ
ば対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）
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20097
明星電気㈱
東京都文京区小石川２－５－
７

航空気象観測所システムの取
付調整

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.1.23 1,197,000

明星電気（株）との間で締結している本業務については、航
空気象観測所システムの取付調整を実施するものである。
本装置は平成17年8月の入札で同社がソフトウェアを含め独
自に開発製作したものであり、与那国空港分室が航空気象
観測所への変更が遅れるため取付調整が別となったもので
ある。取付調整を行い同装置の性能を維持し運用を保証す
るためには、装置全般についてハード・ソフトを十分熟知し、
著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能であり、
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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20098
アジレント・テクノロジー（株）
東京都八王子市高倉町９－１

信号発生器の購入
気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２３５

H18.1.24 3,414,390

アジレント・テクノロジー（株）との間で締結している本契約に
ついては、業務上必要とする性能及び機能を有する物品の
取扱業者が同社以外に存在せず、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
年度から一般競争入
札に移行）

20099
明星電気（株）
大阪市西淀川区宮原一丁目
５番３３号

航空用気象観測装置等移設作
業

大阪管区気象台長
小佐野愼悟
大阪市中央区大手前4-1-76

H18.1.24 2,404,500

明星電気（株）との間で締結している本業務については、同
社は、航空用気象観測装置を開発した唯一の業者であり、
同装置の性能を維持するためには同社以外に同装置に関し
同等の知識・技術力を有する者が存在しないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20100
㈱ケンウッド
神奈川県横浜市緑区白山１
－１６－２

小型海洋気象漂流ブイの購入
気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.1.24 1,837,500

（株）ケンウッドとの間で締結している本業務については、小
型海洋気象漂流ブイを購入するものである。本装置は同社
がソフトウエアを含め独自に開発製作した装置であり、装置
の販売業者でもある。製作販売業者でなければ対応は不可
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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20101
三興通商㈱
東京都港区虎ノ門１－１７－
１

集合型、ＧＰＳ高層気象観測シ
ステム保守部品の購入

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.1.25 7,643,997

三興通商（株）との間で締結している本購入については、集
合型ＧＰＳ高層気象観測システム保守部品を購入するもの
である。、同保守部品は同社が平成16年度に南大東島地方
気象台に整備した、集合型ＧＰＳ高層気象観測システム（製
作業者；フィンランド国のヴァイサラ社）で使用するものであ
り、同保守部品（ヴァイサラ社製）以外は使用できない。同社
は本製品を取り扱う国内唯一の代理店であり、同社以外の
対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20102
明星電気㈱
東京都文京区小石川２－５－
７

計測震度計検定システムの点
検調整

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.1.25 2,625,000

明星電気（株）との間で締結している本点検調整業務につい
ては、計測震度計検定システムの点検調整を実施するもの
である。本装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作
した装置であり、点検調整後も本装置の性能を維持し運用を
保証するためには、本装置全般についてハード･ソフトを十
分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可
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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）
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20103
三興通商（株）
東京都港区浜松町２－７－１

ＬＲＩＴ／ＨＲＩＴ試験装置用ソフト
ウェア購入

気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２３５

H18.1.26 1,785,000

三興通商（株）との間で締結している本契約については、業
務上必要とする性能及び機能を有する物品の取扱業者が同
社以外に存在せず、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
１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

20104
明星電気（株）
沖縄県浦添市伊祖３－４－１
２

航空気象観測所移設に伴う並
行運用接続等　１式

沖縄気象台長　佐伯　理郎
沖縄県那覇市樋川１－１５－
１５

H18.1.27 1,869,000

　明星電気（株）との間で締結している本業務については、同
社は、本装置を製作した業者であり、本装置を並行運用実
施のためには、製作者のみが有する固有のノウハウを必要
とすることから、他社では本件に対応することは困難であり、
競争を許さないため。（会計法第２９条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）

20105
日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１

インターネット回線変更に伴う気
象データ収集・提供装置の設定
変更

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.1.27 1,197,000

日本電気（株）との間で締結している本業務については、気
象データ収集・提供装置の設定変更を実施するものである。
本装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した装
置であり、設定変更のためソフトウェアの改修を行い組込調
整後も本装置の性能を維持し運用を保証するためには、本
装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有し
た製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20106
㈱勝島製作所
東京都葛飾区白鳥１－６－１

自己浮上式海底地震計及び船
上支援機器の改造（勝島製作
所）

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.1.30 2,940,000

（株）勝島製作所との間で締結している本業務については、
自己浮上式海底地震計及び船上支援機器の改造機能強化
を実施するものである。本装置は同社がソフトウエアを含め
独自に開発製作した装置であり、機能強化のためソフトウェ
アの改修等を行い組込調整後も本装置の性能を維持し運用
を保証するためには、本装置全般についてハード･ソフトを十
分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可
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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20107
三興通商㈱
東京都港区虎ノ門１－１７－
１

舶用高層気象観測装置用ＵＨＦ
アンテナの購入

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.1.31 1,918,350

三興通商（株）との間で締結している本業務については、舶
用高層気象観測装置用ＵＨＦアンテナを購入するものであ
る。UHF用アンテナは舶用高層気象観測装置（製作業者；
フィンランド国のヴァイサラ社）で使用するものであり、互換
性のあるアンテナ（ヴァイサラ社製）以外は使用できない。同
社は本製品を取り扱う国内唯一の代理店であり、同社以外
の対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20108
沖電気工業㈱
東京都港区芝浦４－１０－１
６

量的予報作業システムソフト
ウェアの編集・発信に関する機
能追加

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.1 156,975,000

沖電気工業（株）との間で締結している本業務については、
量的予報作業システムの機能追加を実施するものである。
本システム装置は同社がソフトウェアを含め独自に開発製
作したものであり、ソウトウェアの機能追加を行い同装置の
性能を維持するためには、システム装置全般についてハー
ド･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ
対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）
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20109
三興通商㈱
東京都港区虎ノ門１－１７－
１

ＧＰＳゾンデ（ＲＳ９２－ＳＧＰ型）
の購入

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.1 7,917,000

三興通商（株）との間で締結している本購入については、ＧＰ
Ｓゾンデ（ＲＳ９２－ＳＧＰ型）を購入するものである。、ＧＰＳゾ
ンデは同社が平成16年度に南大東島地方気象台に整備し
た、集合型ＧＰＳ高層気象観測システム（製作業者；フィンラ
ンド国のヴァイサラ社）で使用するものであり、本製品（ヴァイ
サラ社製）以外は使用できない。同社は本製品を取り扱う国
内唯一の代理店であり、同社以外の対応は不可能であり、
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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20110
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

火山監視・情報センターシステ
ムの機能強化

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.1 7,770,000

（株）日立製作所との間で締結している本改修業務について
は、火山監視・情報センターシステムの機能強化を実施する
ものである。本装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発
製作した装置であり、機能強化のためソフトウェアの改修を
行うもので組込調整後も本装置の性能を維持するために
は、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権
を有した製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20111
三菱電機㈱
東京都千代田区丸の内２－７
－３

局地的気象監視システム塩害
シェルターのバックアップ用エア
コンの購入及び取付調整

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.1 7,350,000

三菱電機（株）との間で締結している本購入等については、
局地的気象監視システム塩害シェルターのバックアップ用エ
アコンを購入し取付調整を行うものである。同システムは平
成13年度に入札により同社がソフトウェアを含め独自に開発
製作した装置である。本バックアップ用エアコンの操作は遠
隔によりコンピュータ制御により行うもので、同機器の取付後
も同装置の性能を維持するためには装置全般について十分
熟知し、同装置の特許を有した製作業者でなければ対応は
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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20112
みずほ情報総研（株）
東京都千代田区神田錦町２
－３

火山用地殻活動解析支援ｿﾌﾄ
ｳｪｱの機能追加作業

気象研究所長　藤谷德之助
茨城県つくば市長峰１-１

H18.2.1 6,331,500

みずほ情報総研（株）との間で締結している同業務について
は、技術的理由により著作権を有した製作業者でなければ
対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20113
日経メディアマーケティング㈱
東京都千代田区大手町１－９
－５

気象庁ホームページ総合診断
気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.1 5,265,750

日経メディアメーケティング（株）との間で締結している本業
務については、気象庁ホームページの総合診断を実施する
ものである。同社は過去に気象庁ホームページについて評
価・診断を行っており、当時の結果と比較し、詳細かつ目的
に沿った適切な診断を行えるのは同社以外にない。競争を
許さないため。（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）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20114
明星電気㈱
東京都文京区小石川２－５－
７

奥尻空港風観測装置新設及び
移設に伴う取付・調整

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.1 4,966,500

明星電気（株）との間で締結している本業務については、奥
尻空港風観測装置新設及び移設に伴う取付・調整の取付調
整を実施するものである。新設の風観測装置は奥尻空港に
設置している航空気象観測所システムに組み込むものであ
り、奥尻空港の同システムは同社がソフトウエアを含め独自
に開発製作した航空気象観測所システムである。新設風観
測装置の取付と既設装置の移設取付により、航空気象観測
所システムの組込調整を行い、その後も本装置及び航空気
象観測所システムの性能を維持し運用を保証するために
は、本航空気象観測所システム全般についてハード･ソフト
を十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は
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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20115

㈱ティ・エス・エス・ソフトウェ
ア
広島県広島市南区出汐２－３
－１９

ソフトウェア（人事事務システム）
の改修

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.1 3,255,000

（株）ティ・エス・エス・ソフトウェアとの間で締結している本業
務については、人事事務システムの改修を実施するもので
ある。本システムは同社がソフトウエアを含め独自に開発製
作したシステムであり、ソフトウェアの改修を行い組込調整
後も本システムの性能を維持するためには、本システム全
般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作
業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20116
㈱イーエムエス
兵庫県神戸市中央区東川崎
那智１－３－３

多筒採水器の購入
気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.2 3,895,500

（株）イーエムエスとの間で締結している本購入については、
多筒採水器を購入するものである。多筒採水器は気象観測
船長風丸に装備している電気伝導度水温水深計（ＣＴＤ）の
水中部と一体で海水中に降下させ海水の化学･生物や塩分
測定のための海水試料を採水するためのものである。多筒
採水器はＣＴＤから指令信号を受けて機能するものであり、Ｃ
ＴＤの制作者であるシーバード社（米国）製の多筒採水器以
外は使用できない。同社はシーバード社（米国）の日本国内
における唯一の代理店であり、装置全般について十分熟知
した業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20117
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ
東京都千代田区永田町２－１
１－１

火山監視・情報センター映像収
録伝送装置改修

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.2 2,677,500

エヌ・ティ・ティ・ドコモ（株）との間で締結している本業務につ
いては、火山監視・情報センター映像収録伝送装置の改修
機能強化を実施するものである。本装置は同社がソフトウエ
アを含め独自に開発製作した装置であり、機器の一部改造
を行い組込調整後も本装置の性能を維持し運用を保証する
ためには、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、
著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能であり、
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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所
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にその所属する部局の名
称及び所在地

20118
富士通㈱
東京都港区東新橋１－５－２

気象情報伝送処理システム機
能追加改修

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.3 156,975,000

富士通（株）との間で締結している本業務については、気象
資料伝送処理システムの機能追加改修をを実施するもので
ある。本システム装置は同社がソフトウェアを含め独自に開
発製作したものであり、ソフトウェアの機能追加改修を行い
組込調整後、同装置の性能を維持し運用を保証するために
は、システム装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、
著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能であり、
競争を許さないため。なお、本件は政府調達に関する協定
の一連の手続きに基づき官報にて随意契約締結前に公示を
行っている。（会計法第２９条の３第４項）（特例政令第１３条
第１項第２号）

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）

20119
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ
東京都千代田区永田町２－１
１－１

緊急参集システムの機能拡張
及び受信端末整備

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.3 9,964,500

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモとの間で締結している本業務につ
いては、緊急参集システムの機能拡張及び受信端末整備を
実施するものである。本装置は同社がソフトウエアを含め独
自に開発製作した装置であり、機能拡張のためソフトウェア
を改修し本装置の性能を維持するためには、本装置全般に
ついてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者
でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20120
日本テレコム㈱
東京都千代田区内幸町１－１
－６

気象情報配信サービス拡張
気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.3 3,859,751

日本テレコム（株）との間で締結している本業務については、
気象情報配信サービスの拡張を実施するものである。本装
置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した装置で
あり、ソフトウェアの改修を行い組込調整後も本装置の性能
を維持し運用を保証するためには、本装置全般について
ハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなけ
れば対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20121
西菱電機（株）
東京都港区新橋５－２７－１

関西航空地方気象台空港気象
ドップラーレーダー装置点検・調
整作業

大阪管区気象台長
小佐野愼悟
大阪市中央区大手前4-1-76

H18.2.3 1,848,000

西菱電機（株）との間で締結している本業務については、本
装置は三菱電機（株）がソフトを含め独自に開発・製作した
装置であり、故障時の緊急修理と保守点検を行い、性能を
維持するためには、装置全般についてハード・ソフトを十分
に熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可
能である。なお、三菱電機（株）はレーダー装置関係の契約
権限を系列会社である同社に営業移管したものであり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20122

㈱ティ・エス・エス・ソフトウェ
ア
広島県広島市南区出汐２－３
－１９

会計事務システムの改修
気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.6 5,040,000

（株）ティ・エス・エス・ソフトウェアとの間で締結している本業
務については、会計事務システムの改修を実施するもので
ある。本装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作し
たシステムであり、ソフトウェアの改修を行い組込調整後もシ
ステムの性能を維持するためには、本システム装置全般に
ついてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者
でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
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20123

（有）シグメット・ジャパ
ン
東京都品川区小山３－２５
－１１－１００３

マイクロ波放射計修理
気象研究所長　藤谷德之助
茨城県つくば市長峰１-１

H18.2.6 3,177,069

（有）シグメット・ジャパンとの間で締結している本業務につい
ては、マイクロ波放射計の測定データが異常なことから老朽
化により故障したものであり研究に支障があるため、緊急に
修理をする必要があり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20124
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ
東京都千代田区永田町２－１
１－１

地震火山部現業室映像制御・防
災会議室映像制御、表示システ
ムの機能強化

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.6 2,593,500

エヌ・ティ・ティ・ドコモ（株）との間で締結している本業務につ
いては、地震火山部現業室映像制御・防災会議室映像制
御・表示システムの機能強化を実施するものである。本装置
は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した装置であ
り、機能強化のためソフトウェアの改修を行い組込調整後も
本装置の性能を維持し運用を保証するためには、本装置全
般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作
業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20125
明星電気㈱
東京都文京区小石川２－５－
７

運用監視WEBカメラの購入及び
取付・調整

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.6 1,344,000

明星電気（株）との間で締結している本業務については、集
合型ＧＰＳ高層気象観測システムへ監視ＷＥＢカメラの取付
調整を実施するものである。監視WEBカメラは同社がソフト
ウエアを含め独自に開発製作した集合型ＧＰＳ高層気象観
測システムの一部として使用するものである。監視WEBカメ
ラは同装置に組込み、同装置の性能を維持するためには、
装置全般についてハード・ソフトを十分熟知し、著作権を有し
た製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20126
沖電気工業㈱
東京都港区芝浦４－１０－１
６

文書管理システム送受信用ソフ
トウェア等購入

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.7 7,350,000

沖電気工業（株）との間で締結している本購入については、
文書管理システム送受信用のソフトウェア等を購入するもの
である。本文書管理システムは平成13年度に入札により同
社がソフトウェアを含め独自に開発製作したものであり、本
システムで使用する送受信用ソフトウェア等は互換性が必須
条件であり、システム装置全般についてハード･ソフトを十分
熟知し、著作権を有した製作業者のソフトウェアでなければ
対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20127
明星電気㈱
東京都文京区小石川２－５－
７

航空用積雪計機能追加改修等
気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.8 9,870,000

明星電気（株）との間で締結している本業務については、航
空用積雪計の機能追加改修を実施するものである。本積雪
計は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した積雪計
であり、機能強化のため機器の改造を行い本積雪計の性能
を維持するためには、航空用積雪計全般についてハード･ソ
フトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応
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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20128
日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１

地震活動等総合監視システムソ
フトウェアの機能強化等

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.9 53,550,000

日本電気（株）との間で締結している本業務については、地
震活動等総合監視システムの機能強化を実施するものであ
る。本システム装置は同社がソフトウェアを含め独自に開発
製作したものであり、ソフトウェアの機能追加改修をを行い
同装置の性能を維持し運用を保証するためには、システム
装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有し
た製作業者でなければ対応は不可能であり、競争を許さな
いため。なお、本件は政府調達に関する協定の一連の手続
きに基づき官報にて随意契約締結前に公示を行っている。
（会計法第２９条の３第４項）（特例政令第１３条第１項第２
号）

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）

20129
明星電気㈱
東京都文京区小石川２－５－
７

震度データ編集装置等の機能
強化

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.9 30,660,000

明星電気（株）との間で締結している本業務については、震
度データ編集装置等の機能強化の実施するものである。本
装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した装置
であり、機能強化ためソフトウェアの改修を行い組込調整後
も本装置の性能を維持し運用を保証するためには、本装置
全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製
作業者でなければ対応は不可能であり、競争を許さないた
め。なお、本件は政府調達に関する協定の一連の手続きに
基づき官報にて随意契約締結前に公示を行っている。（会計
法第２９条の３第４項）（特例政令第１３条第１項第２号）

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）

20130
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

スーパーコンピュータシステム撤
去

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.9 11,550,000

（株）日立製作所との間で締結している本業務については、
スーパーコンピュータシステムの撤去の実施するものであ
る。本件は賃貸借契約に基づくものであり、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

20131
明星電気㈱
東京都文京区小石川２－５－
７

集合型ＧＰＳ高層気象観測シス
テム予備機（システム制御部、
データ処理部）の購入

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.9 1,785,000

明星電気（株）との間で締結している本購入については、集
合型ＧＰＳ高層気象観測システム予備機（システム制御部、
データ処理部）を購入するものである。本装置は同社がソフ
トウエアを含め独自に開発製作した装置であり、本購入品は
予備機として整備するもので同装置と互換性がなければな
らない。本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著
作権を有した製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20132
（株）東陽テクニカ
東京都中央区八重洲１－１－
６

回線試験装置（ネットワークアナ
ライザ）の購入

気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２３５

H18.2.10 3,129,000

（株）東陽テクニカとの間で締結している本契約については、
業務上必要とする性能及び機能を有する物品の取扱業者が
同社以外に存在せず、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
１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
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称及び所在地

20133
㈱環境総合テクノス
大阪府大阪市中央区安土町
１－３－５

大気フロン観測装置・大気一酸
化二窒素観測装置プログラム改
修

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.10 1,260,000

（株）環境総合テクノスとの間で締結している本業務について
は、大気フロン観測装置・大気一酸化二窒素観測装置のプ
ログラム改修を実施するものである。本装置は同社がソフト
ウエアを含め独自に開発製作した装置であり、ソフトウェア
の改修を行い組込調整後も本装置の性能を維持し運用を保
証するためには、本装置全般についてハード･ソフトを十分
熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能
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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20134
エスペックエンジニアリング㈱
千葉県千葉市稲毛区園生町
３９３

超低温室冷凍機交換修理（気象
大学校）

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.13 6,825,000

エスペックエンジニアリング（株）との間で締結している本業
務については、超低温室冷凍機の交換修理を実施するもの
である。本装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作
した装置であり、冷凍機の交換修理後も本装置の性能を維
持し運用を保証するためには、本装置全般についてハード･
ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対
応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20135
日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋二丁目１５
番１２号

気象資料伝送網端末システム
買取

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H18.2.13 5,486,609

日立キャピタル（株）との間で締結している本契約について
は、同社との間で賃貸借契約をしている気象資料伝送網端
末システムの買取をするものであるため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

20136
㈱カイジョーソニック
大阪府大阪市淀川区西宮原
１－４－３０

経ケ岬沿岸波浪観測装置（波高
計）の修理及び点検・整備（舞鶴
海洋気象台）

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.13 2,625,000

（株）カイジョーソニックとの間で締結している本業務につい
ては、経ヶ岬沿岸波浪観測装置（波高計）が高波等により故
障したもので、波浪観測に支障があるため、緊急に修理をす
る必要があり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20137

日本舶用エレクトロニクス
（株）
神奈川県横浜市神奈川区東
神奈川２－４０－７

ＧＯＥＳ受信装置の機能強化等
作業

気象衛星センター所長　中村
和信　東京都清瀬市中清戸３
－２５５

H18.2.13 2,625,000

日本舶用エレクトロニクス（株）との間で締結している本業務
については、当該機器を開発した唯一の業者であり、同機器
の機能強化を行うためには同社以外に同機器に関し同等の
知識・技術力を有する者は存在せず、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
１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

20138
富士通㈱
東京都港区東新橋１－５－２

気象情報伝送処理システムＷｅ
ｂＡＰサーバメモリ増設

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.14 1,365,000

富士通（株）との間で締結している本購入については、気象
情報伝送処理システムＷｅｂＡＰサーバメモリの増設を実施
するものである。本装置は同社がソフトウエアを含め独自に
開発製作した装置であり、メモリ増設とソフトウェア改修を行
い組込調整後も本装置の性能を維持し運用を保証するため
には、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作
権を有した製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）
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20139
西菱電機㈱
東京都港区新橋５－２７－１

ウィンドプロファイラ観測局の消
耗品の購入

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.15 7,665,000

西菱電機（株）との間で締結している本購入については、ウィ
ンドプロファイラ観測局用の消耗品を購入するものである。
同システムは平成13年度に入札により三菱電機（株）が開発
製作したものである。三菱電機（株）は系列会社である同社
に本システムの性能を維持するための保守等についての技
術移管、及び消耗品等の販売についても移管したものであ
り、同社以外は対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20140
日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１

与那国空港分室及び壱岐空港
出張所の航空気象観測所化に
伴うネットワーク機器の設定変
更

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.15 2,625,000

日本電気（株）との間で締結している本業務については、ネッ
トワーク機器の設定変更を実施するものである。本装置は同
社がソフトウエアを含め独自に開発製作した装置であり、設
定変更のためソフトウェアの改修を行い組込調整後も本装
置の性能を維持するためには、本装置全般についてハード･
ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対
応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20141
富士通エフ・アイ・ピー㈱
東京都港区芝浦１－２－１

気象レーダーデータ共有装置改
修

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.15 2,625,000

富士通エフ・アイ・ピー（株）との間で締結している本業務に
ついては、気象レーダーデータ共有装置の改修を実施する
ものである。本装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発
製作した装置であり、ソフトウェアの改修を行い組込調整後
も本装置の性能を維持するためには、本装置全般について
ハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなけ
れば対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20142
シャープファイナンス(株)
東京都新宿区市谷八幡町８
番地

火山観測装置の買取
福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H18.2.15 1,660,717
シャープファイナンス（株）との間で締結している本契約につ
いては、同社との間で賃貸借契約を結んでいる火山観測装
置を購入するものであるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

20143
㈱トキメック
東京都大田区南蒲田２－１６
－４６

海洋気象観測船「清風丸」自動
操船装置購入

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.16 9,660,000

（株）トキメックとの間で締結している本装置の購入は、海洋
気象観測船（清風丸）に整備するものである。同装置は清風
丸に整備済みの船舶用レーダーと接続して運用するもので
ある。清風丸の舶用レーダーと信号変換により接続可能な
自動操船装置は同社製品のみであり、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
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20144
㈱イーエムエス
兵庫県神戸市中央区東川崎
那智１－３－３

ＣＴＤハンドリング装置メインシリ
ンダー及びアキュムレーター開
放分解整備他（神戸海洋気象
台）

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.16 8,914,500

（株）イーエムエスとの間で締結している本分解整備等業務
については、気象観測船啓風丸に整備しているＣＴＤハンドリ
ング装置メインシリンダー及びアキュムレーターの分解整備
等を実施するものである。同社は同装置の製作業者である
ダイナコン社（米国）から日本国内における唯一の代理店で
あり、解放分解整備後も同装置の性能を維持し運用を保証
するためには、装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し
た業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）
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20145
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

日立ソケット手順ミドルウェアソ
フト機能拡張

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.16 6,405,000

（株）日立製作所との間で締結している本業務については、
日立ソケット手順ミドルソフトウェアの機能拡張を実施するも
のである。本装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製
作した日立TCP/IP手順（日立ソケット）装置であり、新アデス
の通信処理サーバで使用するため、機能拡張のソフトウェア
改修を行い組込調整後も本装置の性能を維持し運用を保証
するためには、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟
知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能で
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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20146
松下電器産業㈱
東京都港区芝公園１－１－２

地震津波監視システム通信処
理装置接続方式変更に伴う機
能強化

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.16 4,725,000

松下電器産業（株）との間で締結している本業務について
は、地震津波監視システム通信処理装置の機能強化を実施
するものである。本装置は同社がソフトウエアを含め独自に
開発製作した装置であり、ソフトウェアの改修を行い組込調
整後も本装置の性能を維持するためには、本装置全般につ
いてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者で
なければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20147
㈱勝島製作所
東京都葛飾区白鳥１－６－１

レコーダ用電池ユニット（３Ｂ７６
－３Ａ－６型）他の購入

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.16 2,257,500

（株）勝島製作所との間で締結している本業務については、
レコーダ用電池ユニット（３Ｂ７６－３Ａ－６型）を購入するもの
である。本電池ユニットは同社が独自に設計開発し製作した
自己浮上式海底地震計に組み込むもので、システム装置全
般についてハード･ソフトを十分熟知し、製作業者で販売業
者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20148
日本無線㈱
東京都新宿区西新宿６－１０
－１

空港気象ドップラーレーダーＮＡ
ＰＳ分岐処理装置設定変更作業

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.16 1,522,500

日本無線（株）との間で締結している本業務については、空
港気象ドップラーレーダーＮＡＰＳ分岐処理装置設定変更を
実施するものである。本装置は同社がソフトウエアを含め独
自に開発製作した装置であり、設定変更のソフトウェア改修
を行い組込調整後も本装置の性能を維持し運用を保証する
ためには、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、
著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能であり、
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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20149
富士通㈱
東京都港区東新橋１－５－２

国内及び国際機関等との接続
に伴う気象情報伝送処理システ
ム回線設定追加等

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.17 9,450,000

富士通（株）との間で締結している本業務については、気象
情報伝送処理システムの回線設定追加を実施するものであ
る。本システム装置は同社がソフトウェアを含め独自に開発
製作したものであり、ソウトウェアの機能追加改修をを行い
同装置の性能を維持するためには、システム装置全般につ
いてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者で
なければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）
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20150
㈱鶴見精機
神奈川県横浜市鶴見区鶴見
中央２－２－２０

塩分計の購入（長崎海洋気象
台）

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.17 9,433,861

（株）鶴見精機との間で締結している本購入については、塩
分計を購入するものである。海水中の塩分を国際基準に基
づき精密に測定できる塩分計はキルドライン社製の機種し
かない。同塩分計の国内唯一の代理店であり、装置全般に
ついて十分熟知した同社でなければ対応は不可能であり、
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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20151

(財)砂防・地すべり技術セン
ター
東京都千代田区九段南４－８
－２１

浅間山噴火シナリオの作成
気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.17 2,520,000

（財）砂防・地すべり技術センターとの間で締結している本業
務については、浅間山噴火シナリオの作成を実施するもの
である。同社は本調査条件を具備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

20152
日本電気（株）
東京都港区芝五丁目７－１

一元化装置無停電電源装置用
蓄電池購入および取付調整

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H18.2.17 2,100,000

日本電気（株）の間で締結している本業務については、同社
がソフトウェアを含め製作した電子計算機を中核とした高度
な技術で構成された独自のシステム（地域地震情報センター
データ処理システム）の無停電電源装置の蓄電池を交換す
るものである。交換にあたっては、稼働中のシステムに影響
を与えることなく作業を行い、不具合発生時に直ちに復旧で
きる能力が必要である。このため、システム全般にわたって
ハードウェア及びソフトウェアに熟知した製作業者でなけれ
ば対応は不可能であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20153
荏原実業㈱
東京都中央区銀座７－１４－
１

地上オゾン濃度計の購入（高層
気象台）

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.17 1,785,000

荏原実業（株）との間で締結している本購入については、地
上オゾン濃度計を購入するものである。地上オゾン濃度計は
同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した地上オゾン観
測装置の一部として使用するもので、同装置と互換性がなけ
ればならない。本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知
し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能であ
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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20154
明星電気（株）
東京都文京区小石川２丁目５
番７号

田之脇津波観測装置の移設及
び点検調整

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H18.2.20 1,094,100

明星電気（株）との間で締結している本業務については、同
社が製作した高度な技術で構成された独自のシステム（津
波観測装置）の移設及び調整を行うものである。このため、
システム全般にわたってハードウェア及びソフトウェアを熟知
している製作業者でなければ対応は不可能であるため。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20155
日本電気（株）
仙台市青葉区中央4-6-1

一元化無停電電源装置用蓄電
池取付調整等

仙台管区気象台長　竹内昌
明　仙台市宮城野区五輪１-
３-１５

H18.2.21 2,173,500

日本電気（株）との間で締結している本業務については、本
装置が常時地震活動監視を行うことを目的としたものであ
り、不用意なシステム停止が発生してはならないことから、セ
キュリティパッチの適用や電源装置の組換えなどの作業に
あたっては、装置全般を熟知し、著作権を有した製作業者で
なければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）
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20156
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

航空用天気図変換装置設定変
更等

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.21 1,396,500

（株）日立製作所との間で締結している本業務については、
航空用天気図変換装置の設定変更を実施するものである。
本装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した装
置であり、設定変更のソフトウェア改修等を行い、装置組込
調整後も本装置の性能を維持し運用を保証するためには、
本装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有
した製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20157
明星電気㈱
東京都文京区小石川２－５－
７

多機能型地震観測装置監視制
御機能強化及び観測局移設

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.22 4,725,000

明星電気（株）との間で締結している本業務については、多
機能型地震観測装置監視制御の機能強化及び観測局移設
を実施するものである。本装置は同社がソフトウエアを含め
独自に開発製作した装置であり、ソフトウェアの機能強化の
改修と一部の観測局を移設するもので、本装置の性能を維
持し運用を保証するためには、本装置全般についてハード･
ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対
応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20158
日本電気（株）
東京都港区芝五丁目７－１

雷監視システム検知局移設取
付調整

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H18.2.23 5,775,000

日本電気（株）との間で締結している本業務については、同
社が製作した高度な技術で構成された独自のシステム（雷
監視システム検知局）を、種子島空港の新空港への移転に
伴って移設するものである。このため、システム全般にわ
たってハードウェア及びソフトウェアを熟知している製作業者
でなければ対応は不可能であるため。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20159
明星電気（株）
東京都文京区小石川２－５－
７

集合型ＧＰＳ高層気象観測シス
テムの点検調整

東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H18.2.23 2,415,000

明星電気（株）との間で締結している本業務については、装
置が精密かつ複雑であり著作権を有した製作業者でなけれ
ば対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20160
ティアック電子計測㈱
神奈川県川崎市中原区今井
上町８３番地

変化量計測制御処理解析装置
の更新及び地磁気絶対観測用
ソフトウェアの改造・取付調整

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.24 2,835,000

ティアック電子計測（株）との間で締結している本業務につい
ては、変化量計測制御処理解析装置の更新及び地磁気絶
対観測用ソフトウェアの改造・取付調整を実施するものであ
る。本装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発製作した
装置であり、更新機器及びソフトウェアの改修を行い組込調
整後も本装置の性能を維持し運用を保証するためには、本
装置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有し
た製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20161
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

環境監視装置の更新
気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.27 8,599,500

（株）日立製作所との間で締結している本更新については、
環境監視装置の更新を実施するものである。本装置は同社
がソフトウエアを含め独自に開発製作した装置であり、更新
するためには、本装置全般についてハード･ソフトを十分熟
知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能で
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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）
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20162
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

気象資料伝送網端末システム
移設（種子島空港出張所）

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H18.2.27 2,352,000

（株）日立製作所との間で締結している本業務については、
同社が製作した高度な技術で構成された独自のシステム
（気象資料伝送網端末システム）を、種子島空港の新空港へ
の移転に伴って、移設するものである。このため、システム
全般にわたってハードウェア及びソフトウェアを熟知している
製作業者でなければ対応は不可能であるため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20163
（株）日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

気象資料伝送網端末システム
移設（北九州空港出張所）

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H18.2.27 1,890,000

明星電気（株）との間で締結している本業務については、同
社が製作した高度な技術で構成された独自のシステム（地
上気象観測装置及び計測震度計）の移設及び調整を行うも
のである。このため、システム全般にわたってハードウェア及
びソフトウェアを熟知している製作業者でなければ対応は不
可能であるため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20164

㈱トーコン・フィールドサービ
ス
東京都文京区本郷１－１８－
６

非即時情報提供装置の購入及
び取付調整

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.2.28 2,415,000

（株）トーコン・フィールソサービスとの間で締結している本業
務については、非即時情報提供装置の購入及び取付調整を
実施するものである。本装置は気象資料提供システムに増
設し、過去の気象統計データ等（非即時情報）を提供するも
のであり、同提供システムと互換性が必要である。同提供シ
ステムは同社がソフトウエアを含め独自に開発製作したシス
テム装置であり、本装置を同提供システムに増設するため
同提供システムのソフトウェア改修を行い組込調整後も本装
置及び気象資料提供システムの性能を維持し運用を保証す
るためには、本装置及び同提供システム全般についてハー
ド･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ
対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20165
日本電気（株）
東京都港区芝五丁目７－１

気象資料伝送網ネットワーク機
器等移設（種子島空港出張所）

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H18.2.28 1,110,900

日本電気（株）との間で締結している本業務については、同
社が製作した高度な技術で構成された独自のシステム（気
象資料伝送網ネットワーク機器）を種子島空港の新空港へ
の移転に伴って移設するものである。このため、システム全
般にわたってハードウェア及びソフトウェアを熟知している製
作業者でなければ対応は不可能であるため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20166
明星電気（株）
仙台市泉区市名坂字万吉前
125-1

ＡＭＯＳオンライン表示装置購入
及び取付

仙台管区気象台長　竹内昌
明　仙台市宮城野区五輪１-
３-１５

H18.3.1 2,635,500

明星電気（株）との間で締結している本契約については、本
装置は、空港気象観測システム(AMOS)の分岐データの受
信及び処理を行い機械観測データのアナログトレンド表示、
デジタル数値表示、グラフィック表示等を行うものであり、同
社が独自に設計開発したものである。設備の保守について
は、ハードウェア及びソフトウェアに精通し障害時には即時
に対応でき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）

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）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は
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契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20167
西菱電機㈱
東京都港区新橋５－２７－１

ウィンドプロファイラ観測局の予
備品の購入

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.3.1 1,732,500

西菱電機（株）との間で締結している本購入については、ウィ
ンドプロファイラ観測局の予備品を購入するものである。同シ
ステムは平成13年度に入札により三菱電機（株）が開発製
作したものである。三菱電機（株）は系列会社である同社に
本システムの性能を維持するための保守等についての技術
移管、及び予備品の販売についても移管したものであり、同
社以外は対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20168
明星電気㈱
東京都文京区小石川２－５－
７

航空気象観測装置（航空気象観
測所用）等の移設

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.3.2 3,904,530

明星電気（株）との間で締結している本業務については、航
空気象観測装置（航空気象観測所用）等の移設を実施する
ものである。本装置は同社がソフトウエアを含め独自に開発
製作した装置であり、本装置の移設設置後も本装置の性能
を維持するためには、本装置全般についてハード･ソフトを十
分熟知し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可
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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20169
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

メソモデル開発用大容量ディス
ク装置購入及び取付調整

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.3.2 2,999,850

（株）日立製作所との間で締結している本業務については、
メソモデル開発用大容量ディスク装置の購入及び取付調整
を実施するものである。。本ディスク装置は同社がソフトウエ
アを含め独自に開発製作した防災情報モデル開発システム
に組込むものであり、取付調整後も本ディスク装置及び同シ
ステムの性能を維持し運用を保証するためには、同システ
ム全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した
製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20170
マグマックス（株）
東京都千代田区九段南３－２
－７

什器等購入及び設置
東京管区気象台長　小宮　学
東京都千代田区大手町１－３
－４

H18.3.3 11,833,500

マグマックス（株）との間で締結している本契約については、
入札を行ったが落札者がいなく履行期限も迫っているため入
札参加者の 低入札者と交渉し随意契約とした。（予決令第
９９条の２）

見直しの余地あり 競争入札に移行

20171
日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１

航空気象情報技術支援装置購
入及び取付調整

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.3.3 8,085,000

日本電気（株）との間で締結している本購入等については、
航空気象情報技術支援装置の購入及び取付調整を実施す
るものである。同装置は平成16年度の入札により同社がソフ
トウエアを含め独自に開発製作した装置であり、本装置は同
装置と互換性のあるものを購入するため、本装置全般につ
いてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製作業者で
なければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20172
(社)行政情報システム研究所
東京都千代田区日比谷公園
１－３

省庁間電子文書交換システムＩ
Ｃカードの購入

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.3.3 3,904,530

（社）行政情報システム研究所は、霞ヶ関ＷＡＮを利用し、ＩＣ
カードを用いて各省庁間の電子文書交換システムの運用を
一元的に行っている。当システムのためのＩＣカードを取り扱
える者はソフトウエアの著作権を有する同社以外になく競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

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）
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20173
明星電気（株）
沖縄県浦添市伊祖３－４－１
２

与那国航空気象観測所現況表
示装置購入及び取付　１式

沖縄気象台長　佐伯　理郎
沖縄県那覇市樋川１－１５－
１５

H18.3.6 2,205,000

明星電気（株）との間で締結している本業務については、本
装置は、リアルタイムデータをモニタするためにデータを受
信監視し、かつ基地官署の空港気象観測システムのＬＡＮで
連接受信し、空港全体の気象現況を表示させるものである。
本装置の購入及び取付にあたっては、空港気象観測システ
ム処理装置（正機）（副機）間のパケット通信を行う同システ
ムの内部ＬＡＮ（２ｎｄ）に連接する必要があり、システム内の
通信プロトコルを用いた空港気象観測システムの表示処理
機能の一部を搭載した機器であり、本仕様を満たすには、著
作権を有した製作業者である同社でなければ対応は不可能
であり、競争を許さないため。（会計法第２９条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）

20174
日本テレコム㈱
東京都千代田区内幸町１－１
－６

国内基盤通信網追加回線環境
整備に伴うルータの購入及び取
付調整

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.3.7 1,470,000

日本テレコム（株）との間で締結している本業務については、
国内基盤通信網追加回線環境整備に伴うルータの購入及
び取付調整を実施するものである。同社は当庁の国内基盤
通信網の契約業者であり、追加回線の環境整備のためには
通信網を構築整備しハード・ソフトを十分熟知し、著作権を有
した製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20175
日本電気（株）【札幌市中央
区大通西４丁目１】

無停電電源装置用蓄電池購入
及び取り付け調整

札幌管区気象台長　濵田信
生　札幌市中央区北２条西１
８丁目

H18.3.8 2,094,750

日本電気（株）との間で締結している本業務については、地
域地震情報センター処理システムを開発した唯一の業者で
あり、同システムの性能を維持するためには同社以外に同
システムに関し同等の知識・技術力を有するものは存在しな
い（会計法第29条の3第4項）

見直しの余地あり
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20176
明星電気㈱
東京都文京区小石川２－５－
７

ＡＭＯＳオンライン表示装置の購
入（神戸空港出張所）

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.3.8 1,575,000

明星電気（株）との間で締結している本業務については、ＡＭ
ＯＳ（航空気象観測所システム）オンライン表示装置を購入
するものである。本表示装置は同社がソフトウエアを含め独
自に開発製作した航空気象観測所システムの一部として使
用するもので、同装置と互換性がなければならない。本装置
全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した製
作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20177
日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１

航空気象情報提供システム入
力端末等購入及び取付調整

気象庁総務部長　小林堅吾
東京都千代田区大手町１-３
-４

H18.3.10 2,782,500

日本電気（株）との間で締結している本業務については、航
空気象情報提供システム入力端末等の購入及び取付調整
を実施するものである。航空気象情報提供システムは平成
13年度の入札で同社がソフトウエアを含め独自に開発製作
した装置であり、入力端末機器等を取付を行い、組込調整
後も本装置の性能を維持し運用を保証するためには、本装
置全般についてハード･ソフトを十分熟知し、著作権を有した
製作業者でなければ対応は不可能であり、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
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）
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20178
明星電気（株）
東京都文京区小石川２丁目５
番７号

ＪＭＡ－９５型地上気象観測装
置及び計測震度計等移設調整
工事

福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H18.3.10 1,890,000

（株）日立製作所との間で締結している本業務については、
同社が製作した高度な技術で構成された独自のシステム
（気象資料伝送網端末システム）を、北九州空港の新空港へ
の移転に伴って、移設するものである。このため、システム
全般にわたってハードウェア及びソフトウェアを熟知している
製作業者でなければ対応は不可能であるため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
公募を実施
（18年度以降に公募
手続きを行う）

20179
明星電気（株）
東京都文京区小石川２丁目５
番７号

AMOS機器撤去
福岡管区気象台長　佐藤　信
夫
福岡市中央区大濠1－2－36

H18.3.14 2,436,000

明星電気（株）との間で締結している本業務については、同
社が製作した高度な技術で構成された独自のシステム（航
空気象観測装置）を、種子島空港の新空港への移転に伴っ
て撤去するものである。撤去した機器は転用されるため、シ
ステム全般にわたってハードウェア及びソフトウェアを熟知
し、著作権を有した製作業者でなければ対応は不可能であ
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



20180
富士通（株）
東京都港区東新橋1-5-2　汐
留シティセンター

海洋情報システム電子計算機
等借入保守

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.4.1 236,935,188

富士通（株）との間で締結している海洋情報システム電子計
算機等借入保守は、取扱業者が特定された既調達物品の
継続使用れあり、競争を許さないため。（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）

20181
日本電気（株）
東京都港区芝5-7-1

海洋情報部電子計算機システ
ム借入保守

海上保安庁次長　石井健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.4.1 128,520,000

日本電気（株）との間で締結している海洋情報部電子計算機
システム借入保守は、取扱業者が特定された既調達物品の
継続使用であり、競争を許さないため。（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）

20182
（株）リコ－
東京都大田区中馬込1-3-6

行政情報システムサーバ等１式
借入保守

海上保安庁次長　石井健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.4.1 116,600,400

（株）リコ－との間で締結している行政情報システムサーバ
等１式借入保守は、取扱業者が特定された既調達物品の継
続使用であり、競争を許さないため。（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）

20183
（株）日立製作所
東京都江東区新砂1-6-27

海洋情報システム端末機等借
入保守

海上保安庁次長　石井健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.4.1 70,791,900

（株）日立製作所との間で締結している海洋情報システム端
末機等借入保守は、取扱業者が特定された既調達物品の
継続使用であり、競争を許さないため。（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）

20184
（株）エヌ．ティ．ティ．データ
東京都江東区豊洲3-3-3

海上保安庁総合的文書管理シ
ステム借入保守

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.4.1 45,242,664

（株）エヌ．ティ．ティ．データとの間で締結している海上保安
庁総合的文書管理システム借入保守は、取扱業者が特定さ
れた既調達物品の継続使用であり、競争を許さないため。
（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）

20185
（株）パワードコム
東京都港区港南2-16-1

海上保安庁行政情報システム
用通信回線接続業務及びルー
タ他１点借入

海上保安庁次長　石井健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-4

H17.4.1 42,958,230

（株）パワードコムとの間で締結している海上保安庁行政情
報システム用通信回線接続業務及びルータ他１点借入は、
取扱業者が特定された既調達物品の継続使用であり、競争
を許さないため。（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）

20186
（株）日立製作所
東京都江東区新砂1-6-27

移動体電子情報交換システム
借入保守

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-4

H17.4.1 38,950,632

（株）日立製作所との間で締結している移動体電子情報交換
システム借入保守は、取扱業者が特定された既調達物品の
継続使用であり、競争を許さないため。（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）

講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20187
日本ユニシス（株）
東京都江東区豊洲1-1-1

海図編集機器借入・保守
海上保安庁次長　石井健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-5

H17.4.1 37,384,824
日本ユニシス（株）との間で締結している海図編集機器借
入・保守は、取扱業者が特定された既調達物品の継続使用
であり、競争を許さないため。（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）

20188
（株）リコ－
東京都大田区中馬込1-3-6

移動体電子情報交換システム
端末機借入保守

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-5

H17.4.1 37,280,244

（株）リコ－との間で締結している移動体電子情報交換シス
テム端末機借入保守は、取扱業者が特定された既調達物品
の継続使用であり、競争を許さないため。（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）

20189
キャノン販売（株）
東京都港区港南2-16-6

行政情報システムクライアントパ
ソコン借入保守

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-6

H17.4.1 31,676,400

キャノン販売（株）との間で締結している行政情報システムク
ライアントパソコン借入保守は、取扱業者が特定された既調
達物品の継続使用であり、競争を許さないため。（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）

20190
（株）リコ－
東京都大田区中馬込1-3-6

電子複写機保守
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.4.1 27,798,195
（株）リコ－との間で締結している電子複写機保守は、既調
達物品の性能を維持する保守業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

20191
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

航空シミュレーター借入保守
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.4.1 27,720,000

三井物産エアロスペース（株）との間で締結している航空シ
ミュレーター借入保守は、取扱業者が特定された既調達物
品の継続使用であり、競争を許さないため。（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
（25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）

20192
キャノン販売（株）
東京都港区港南2-16-6

行政情報システムクライアントパ
ソコン借入保守

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.4.1 23,933,700

キャノン販売（株）との間で締結している行政情報システムク
ライアントパソコン借入保守は、取扱業者が特定された既調
達物品の継続使用であり、競争を許さないため。（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）

20193
東京オートリース（株）
東京都新宿区西新宿6-10-1

小型乗用自動車ほか４点借入
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.4.1 21,034,440

東京オートリース（株）との間で締結している小型乗用自動
車ほか４点借入は、取扱業者が特定された既調達物品の継
続使用あり、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
１９年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの
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20194
（株）リコ－
東京都大田区中馬込1-3-6

警備情報システムサーバー借入
保守

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.4.1 18,273,900

（株）リコ－との間で締結している警備情報システムサー
バー借入保守は、取扱業者が特定された既調達物品の継
続使用であり、競争を許さないため。（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）

20195
日本ユニシス（株）
東京都江東区豊洲1-1-1

光プロッタ借入・保守
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.4.1 15,737,400
日本ユニシス（株）との間で締結している光プロッタ借入・保
守は、取扱業者が特定された既調達物品の継続使用であ
り、競争を許さないため。（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）

20196
三井リース事業（株）
東京都中央区日本橋1-4-1

補正図編集装置他１点借入・保
守

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.4.1 12,978,000

三井リース事業（株）との間で締結している補正図編集装置
他１点借入・保守は、取扱業者が特定された既調達物品の
継続使用であり、競争を許さないため。（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
（２４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）

20197
キャノン販売（株）
東京都港区港南2-16-6

海洋データ国際交換システム借
入・保守

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-4

H17.4.1 12,807,912

キャノン販売（株）との間で締結している海洋データ国際交換
システム借入・保守は、取扱業者が特定された既調達物品
の継続使用であり、競争を許さないため。（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）

20198
日本ユニシス（株）
東京都江東区豊洲1-1-1

海図調査装置他１点借入・保守
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-5

H17.4.1 12,600,000

日本ユニシス（株）との間で締結している海図調査装置他１
点借入・保守は、取扱業者が特定された既調達物品の継続
使用であり、競争を許さないため。（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）

20199
（株）富士通ビジネスシステム
東京都文京区後楽 1-7-27
（後楽鹿島ビル）

行政情報システムクライアントパ
ソコン借入保守

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.4.1 11,910,336

（株）富士通ビジネスシステムとの間で締結している行政情
報システムクライアントパソコン借入保守は、取扱業者が特
定された既調達物品の継続使用であり、競争を許さないた
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

20200
（株）富士通ビジネスシステム
東京都文京区後楽 1-7-27
（後楽鹿島ビル）

行政情報システムクライアントパ
ソコン借入保守

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.4.1 10,670,436

（株）富士通ビジネスシステムとの間で締結している行政情
報システムクライアントパソコン借入保守は、取扱業者が特
定された既調達物品の継続使用であり、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20201

日本ＨＰファイナンシャルサー
ビス（株）
東京都杉並区高井戸東3-
29-21

衛星データ整約装置借入・保守
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.4.1 10,445,400

日本ＨＰファイナンシャルサービス（株）との間で締結している
衛星データ整約装置借入・保守は、取扱業者が特定された
既調達物品の継続使用であり、競争を許さないため。（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年度は１年間の期
間延長を行い、単年
度契約を行う。

20202
（株）富士通ビジネスシステム
東京都文京区後楽 1-7-27
（後楽鹿島ビル）

行政情報システムクライアントパ
ソコン借入保守

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.4.1 10,073,700

（株）富士通ビジネスシステムとの間で締結している行政情
報システムクライアントパソコン借入保守は、取扱業者が特
定された既調達物品の継続使用であり、競争を許さないた
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

20203
（株）リコ－
東京都大田区中馬込1-3-6

データベースシステム増設機器
借入保守

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.4.1 9,576,000

（株）リコ－との間で締結しているデータベースシステム増設
機器借入保守は、取扱業者が特定された既調達物品の継
続使用であり、競争を許さないため。（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

20204
富士通（株）
東京都港区東新橋1-5-2　汐
留シティセンター

移動体電子情報交換システム
ゲートウェイ借入保守

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.4.1 8,140,860

富士通（株）との間で締結している移動体電子情報交換シス
テムゲートウェイ借入保守は、取扱業者が特定された既調
達物品の継続使用であり、競争を許さないため。（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）

20205
三井リース事業（株）
東京都中央区日本橋1-4-1

海図調査装置借入・保守
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.4.1 7,182,000
三井リース事業（株）との間で締結している海図調査装置借
入・保守は、取扱業者が特定された既調達物品の継続使用
であり、競争を許さないため。（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
（２４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）

20206

エヌ．ティ．ティ．コミュニケー
ションズ（株）
東京都千代田区内幸町１-１
-６

航空整備管理システム運用
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-4

H17.4.1 6,160,486

エヌ．ティ．ティ．コミュニケーションズ（株）との間で締結して
いる航空整備管理システム運用は、取扱業者が特定された
既調達物品の継続使用であり、競争を許さないため。（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）

20207
沖電気工業（株）
東京都港区芝浦4-10-16

海上保安庁省庁間電子文書交
換システム借入保守

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-5

H17.4.1 5,859,000

沖電気工業（株）との間で締結している海上保安庁省庁間電
子文書交換システム借入保守は、取扱業者が特定された既
調達物品の継続使用であり、競争を許さないため。（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）

20208
（株）シグナルベース
東京都新宿区愛住町23番地

海上保安庁ホームページ監視
保守

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.4.1 5,591,244

（株）シグナルベースとの間で締結している海上保安庁ホー
ムページ監視保守は、既調達物品の性能を維持する保守業
者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）
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20209
（株）紀伊國屋書店
東京都渋谷区東3-13-11

定期刊行物（Ａｓｔｒｏｎｏｍｉｃａｌ）ほ
か２３点買入

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.4.1 5,499,040

（株）紀伊國屋書店との間で締結している定期刊行物（Ａｓｔｒ
ｏｎｏｍｉｃａｌ）ほか２３点買入は、要求する内容に合致した図
書を納入できる業者が他に存しないため。（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）

20210
芙蓉総合リース（株）
東京都千代田区三崎町3-3-
23

海況監視衛星受信・解析装置借
入保守

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-4

H17.4.1 5,293,502

芙蓉総合リース（株）との間で締結している海況監視衛星受
信・解析装置借入保守は、取扱業者が特定された既調達物
品の継続使用であり、競争を許さないため。（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）

20211
（株）東京港船舶整備協会
東京都台東区上野桜木1-
11-11

測量船及び航路標識測定船塵
廚芥収集運搬作業

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-5

H17.4.1 5,110,350

（株）東京港船舶整備協会との間で締結している測量船及び
航路標識測定船塵廚芥収集運搬作業は、要求する内容に
合致した契約を履行できる者であり、他に履行できる業者が
存し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年度から一般競
争入札に移行）

20212
芙蓉総合リース（株）
東京都千代田区三崎町3-3-
23

補正図編集装置借入・保守
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-6

H17.4.1 5,040,000
芙蓉総合リース（株）との間で締結している補正図編集装置
借入・保守は、取扱業者が特定された既調達物品の継続使
用であり、競争を許さないため。（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）

20213

（株）沖電気カスタマアドテッ
ク
東京都江東区木場2-7-23
（第一ビル）

陸上通信所ＡＴＭ多重装置ほか
１点保守

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-8

H17.4.1 4,980,000

（株）沖電気カスタマアドテックとの間で締結している陸上通
信所ＡＴＭ多重装置ほか１点保守は、既調達物品の性能を
維持する保守業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

20214
富士ゼロックス（株）
東京都港区六本木3-1-1

電子複写機保守
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-9

H17.4.1 4,949,406
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
は、既調達物品の性能を維持する保守業者が特定されてお
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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

20215
（株）富士通ビジネスシステム
東京都文京区後楽 1-7-27
（後楽鹿島ビル）

船位通報交換システム借入保
守

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.4.1 4,799,970

（株）富士通ビジネスシステムとの間で締結している船位通
報交換システム借入保守は、取扱業者が特定された既調達
物品の継続使用であり、競争を許さないため。（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

20216
（医療）東友会
東京都渋谷区富ヶ谷1-36-6
斉藤ビル

平成１７年度一般定期健康診断
等の実施

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-4

H17.4.1 4,657,779

（医療）東友会との間で締結している平成１７年度一般定期
健康診断等の実施は、継続的な職員の健康管理を行うた
め、同一の医療機関により健康診断を受診させる必要があ
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
（１８年度から一般競
争入札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20217
日本ユニシス（株）
東京都江東区豊洲1-1-1

海図編集装置借入・保守
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-5

H17.4.1 4,422,830
日本ユニシス（株）との間で締結している海図編集装置借
入・保守は、取扱業者が特定された既調達物品の継続使用
であり、競争を許さないため。（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）

20218
富士通（株）
東京都港区東新橋1-5-2　汐
留シティセンター

統合運用司令管理装置用デー
タ提供機器借入保守

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-6

H17.4.1 4,200,840

富士通（株）との間で締結している統合運用司令管理装置用
データ提供機器借入保守は、取扱業者が特定された既調達
物品の継続使用であり、競争を許さないため。（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）

20219
（株）日立ビルシステム
東京都千代田区神田錦町3-
7-1

海洋情報部庁舎昇降機設備保
守

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-8

H17.4.1 4,110,754

（株）日立ビルシステムとの間で締結している海洋情報部庁
舎昇降機設備保守は、昇降機設備の性能を維持する保守
業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

20220
（株）シーイーシー
神奈川県座間市東原5-1-11

小型電子計算機　保守
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-9

H17.4.1 4,019,400
（株）シーイーシーとの間で締結している小型電子計算機保
守は、既調達物品の性能を維持する保守業者が特定されて
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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

20221
日本ユニシス（株）
東京都江東区豊洲1-1-1

ＰＤＣサーバーほか１点借入保
守

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
10

H17.4.1 3,736,596

日本ユニシス（株）との間で締結しているＰＤＣサーバーほか
１点借入保守は、取扱業者が特定された既調達物品の継続
使用であり、競争を許さないため。（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）

20222
（株）時事通信社
東京都中央区銀座5-15-8

ニュースの情報提供
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.4.1 3,675,000
（株）時事通信社との間で締結しているニュースの情報提供
は、出版、販売業者が特定されており、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20223
（株）富士通ビジネスシステム
東京都文京区後楽 1-7-27
（後楽鹿島ビル）

ルータほか１点借入保守
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-4

H17.4.1 3,598,560

（株）富士通ビジネスシステムとの間で締結しているルータほ
か１点借入保守は、取扱業者が特定された既調達物品の継
続使用であり、競争を許さないため。（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

20224
富士通（株）
東京都港区東新橋1-5-2　汐
留シティセンター

衛星追跡受信解析装置情報解
析処理部ほか１点保守

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-5

H17.4.1 3,518,424

富士通（株）との間で締結している衛星追跡受信解析装置情
報解析処理部ほか１点保守は、既調達物品の性能を維持す
る保守業者が特定されており、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

競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）（18年
度契約実績なし)



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所
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にその所属する部局の名
称及び所在地

20225
丸の内新聞事業（同）
東京都千代田区内幸町1-7-
10

定期刊行物（朝日新聞）ほか７
点買入

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.4.1 3,516,540
丸の内新聞事業（同）との間で締結している定期刊行物（朝
日新聞）ほか７点買入は、販売店が地域ごとに特定されてお
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20226
日本ユニシス（株）
東京都江東区豊洲1-1-1

海図編集装置他１点借入・保守
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-6

H17.4.1 3,249,792

日本ユニシス（株）との間で締結している海図編集装置他１
点借入・保守は、取扱業者が特定された既調達物品の継続
使用であり、競争を許さないため。（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）

20227
（株）情報数理研究所
東京都豊島区池袋2-43-1

災害対策システム運用装置借
入・保守

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-8

H17.4.1 2,961,000

（株）情報数理研究所との間で締結している災害対策システ
ム運用装置借入・保守は、取扱業者が特定された既調達物
品の継続使用であり、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
２０年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

20228
京セラミタジャパン（株）
東京都中央区日本橋本町1-
9-15

電子複写機保守
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-9

H17.4.1 2,911,860
京セラミタジャパン（株）との間で締結している電子複写機保
守は、既調達物品の性能を維持する保守業者が特定されて
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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

20229
（株）富士通ビジネスシステム
東京都文京区後楽 1-7-27
（後楽鹿島ビル）

行政文書ファイル管理システム
借入保守

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
10

H17.4.1 2,872,947

（株）富士通ビジネスシステムとの間で締結している行政文
書ファイル管理システム借入保守は、取扱業者が特定され
た既調達物品の継続使用であり、競争を許さないため。（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）

20230
（株）トキメック
東京都大田区南蒲田2-16-
46

動作確認装置借入・保守
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
12

H17.4.1 2,772,000
（株）トキメックとの間で締結している動作確認装置借入・保
守は、取扱業者が特定された既調達物品の継続使用であ
り、競争を許さないため。（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）

20231
（株）富士通ビジネスシステム
東京都文京区後楽 1-7-27
（後楽鹿島ビル）

フィルタリングサーバほか１点借
入保守

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
13

H17.4.1 2,737,350

（株）富士通ビジネスシステムとの間で締結しているフィルタ
リングサーバほか１点借入保守は、取扱業者が特定された
既調達物品の継続使用であり、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの



講ずる措置 備考契約を締結した日
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20232
（株）美光システムワークス
東京都中央区日本橋富沢町
4-6

海色監視衛星データ処理装置
借入保守

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
14

H17.4.1 2,703,960

（株）美光システムワークスとの間で締結している海色監視
衛星データ処理装置借入保守は、取扱業者が特定された既
調達物品の継続使用であり、競争を許さないため。（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）

20233
三菱重工業（株）
愛知県名古屋市港区大江町
10番地

ＷＩＮＤＳＨＩＥＬＤ　１個　買入
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.4.1 2,646,000
三菱重工業（株）との間で締結しているＷＩＮＤＳＨＩＥＬＤ　１個
買入は、航空機用部品であり、国内での代理店が特定され
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20234
リコーリース（株）
東京都中央区銀座7-16-3

写真植字機借入
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
15

H17.4.1 2,636,550
リコーリース（株）との間で締結している写真植字機借入は、
取扱業者が特定された既調達物品の継続使用であり、競争
を許さないため。（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

20235
日立電線（株）
東京都千代田区1-6-1

本庁（霞ヶ関）庁舎内ネットワー
ク機器保守

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.4.1 2,362,932

日立電線（株）との間で締結している本庁（霞ヶ関）庁舎内
ネットワーク機器保守は、既調達物品の性能を維持する保
守業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

20236
東京タグセンター
東京都港区海岸3-29-1

測量船及び航路標識測定船曳
船作業

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-4

H17.4.1 2,345,805

東京タグセンターとの間で締結している測量船及び航路標
識測定船曳船作業は、要求する内容に合致した契約を履行
できる者であり、他に履行できる業者が存しなく、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年度から一般競
争入札に移行）

20237
（株）富士通ビジネスシステム
東京都文京区後楽 1-7-27
（後楽鹿島ビル）

船位通報交換試験システム借
入保守

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-4

H17.4.1 2,091,600

（株）富士通ビジネスシステムとの間で締結している船位通
報交換試験システム借入保守は、取扱業者が特定された既
調達物品の継続使用であり、競争を許さないため。（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

20238
（社）共同通信社
東京都港区東新橋1-7-1

共同通信ニュース受信料
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.4.1 1,994,580
（社）共同通信社との間で締結している共同通信ニュース受
信料は、配信業者が特定されており、競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20239
三洋商亊（株）
東京都中央区新川1-17-25

投下用照明弾保管
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-5

H17.4.1 1,936,168

三洋商亊（株）との間で締結している投下用照明弾保管は、
当庁に火薬類の保管施設が無く、購入契約の入札時に保管
を義務づけており、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年度から一般競
争入札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
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（円）

随意契約によることとした理由
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にその所属する部局の名
称及び所在地

20240
日立造船情報システム（株）
東京都大田区西蒲田7-37-
10

ＧＰＳ連続観測解析装置ソフトウ
エア保守

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-6

H17.4.1 1,896,300

日立造船情報システム（株）との間で締結しているＧＰＳ連続
観測解析装置ソフトウエア保守は、既調達物品の性能を維
持する保守業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

20241
エヌ.ティ.ティ.リース（株）
東京都港区芝浦1-2-1

アナライザーほか３点借入保守
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-6

H17.4.1 1,865,325

エヌ.ティ.ティ.リース（株）との間で締結しているアナライザー
ほか３点借入保守は、取扱業者が特定された既調達物品の
継続使用であり、競争を許さないため。（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

20242

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

電子複写機保守
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-9

H17.4.1 1,713,600

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
ている電子複写機保守は、既調達物品の性能を維持する保
守業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

20243
富士電機総設（株）
東京都中央区八丁堀2-20-8

ディファレンシャルＧＰＳセンター
電子計算機用空気調整機保守

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-9

H17.4.1 1,689,828

富士電機総設（株）との間で締結しているディファレンシャル
ＧＰＳセンター電子計算機用空気調整機保守は、既調達物
品の性能を維持する保守業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

20244
（株）富士通ビジネスシステム
東京都文京区後楽 1-7-27
（後楽鹿島ビル）

ルータ（ＬＣＲ２５１４Ｄ）ほか３点
借入保守

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-9

H17.4.1 1,563,231

（株）富士通ビジネスシステムとの間で締結しているルータ
（ＬＣＲ２５１４Ｄ）ほか３点借入保守は、取扱業者が特定され
た既調達物品の継続使用であり、競争を許さないため。（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

20245
日本電子データム（株）
東京都立川市曙町2-8-3　新
鈴春ビル

塗料鑑識装置保守管理
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
10

H17.4.1 1,501,500

日本電子データム（株）との間で締結している塗料鑑識装置
保守管理は、既調達物品の性能を維持する保守業者が特
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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

20246
富士電機総設（株）
東京都中央区八丁堀2-20-8

海洋情報システム電子計算機
用空気調和機保守

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
11

H17.4.1 1,489,740

富士電機総設（株）との間で締結している海洋情報システム
電子計算機用空気調和機保守は、既調達物品の性能を維
持する保守業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

20247
ＮＥＣフィールディング（株）
東京都港区三田1-4-28　（三
田国際ビル）

ネットワークウイルス対策装置
保守

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
12

H17.4.1 1,447,950

ＮＥＣフィールディング（株）との間で締結しているネットワーク
ウイルス対策装置保守は、要求する内容に合致した契約を
履行できる者であり、他に履行できる業者が存しなく競争を
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年度から一般競
争入札に移行）
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20248
富士ゼロックス（株）
東京都立川市曙町2-37-7

電子複写機保守管理
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
13

H17.4.1 1,439,298
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
管理は、既調達物品の性能を維持する保守業者が特定され
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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

20249
（株）美光システムワークス
東京都中央区日本橋富沢町
4-6

水路書誌編集装置借入・保守
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
14

H17.4.1 1,319,724

（株）美光システムワークスとの間で締結している水路書誌
編集装置借入・保守は、取扱業者が特定された既調達物品
の継続使用であり、競争を許さないため。（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）

20250
日本放送協会
東京都渋谷区神南２－２－１

平成１７年度ＮＨＫ放送受信料
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.4.1 1,330,020

日本放送協会との間で締結している請負契約については、
情報提供内容が限定されることにより、提供者が一に特定さ
れ国内唯一の提供業者であり、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20251
東銀リース（株）
東京都中央区日本橋室町2-
4-3

ソフトウェア借入
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
14

H17.4.1 1,166,760
東銀リース（株）との間で締結しているソフトウェア借入は、
取扱業者が特定された既調達物品の継続使用であり、競争
を許さないため。（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）

20252
三洋商亊（株）
東京都中央区新川1-17-25

投下用照明弾発送
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
14

H17.4.1 1,157,730

三洋商亊（株）との間で締結している投下用照明弾発送は、
当庁には、火薬類の保管施設が無く、購入契約の入札時に
発送を義務づけており、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年度から一般競
争入札に移行）

20253
（株）アヴァンティスタッフ
東京都千代田区九段北1-
11-11　第二フナトビル6階

平成１７年度英会話研修
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
15

H17.4.7 1,065,500

（株）アヴァンティスタッフとの間で締結している平成１７年度
英会話研修は、要求する研修内容に合致した契約を履行で
きる業者であり、他に履行できる業者が存しなく、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）

20254
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＤＥＣＫ　ＡＳＳＹ１個ほか１０点買
入

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-4

H17.4.14 12,397,174

三井物産エアロスペース（株）との間で締結しているＤＥＣＫ
ＡＳＳＹ１個ほか１０点買入は、航空機用の輸入部品であり、
国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20255
ユーロヘリ（株）
東京都港区南青山2-5-17

ＳＢ　ＫＩＴ１個ほか２１点買入
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.4.14 8,725,213

ユーロヘリ（株）との間で締結しているＳＢ　ＫＩＴ１個ほか２１
点買入は、航空機用の輸入部品であり、国内での代理店が
特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）
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20256
（株）アヴァンティスタッフ
東京都千代田区九段北1-
11-11　第二フナトビル6階

平成１７年度英語会話研修（講
師招聘（前期））

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
15

H17.4.14 1,131,400

（株）アヴァンティスタッフとの間で締結している平成１７年度
英語会話研修（講師招聘（前期））は、要求する研修内容に
合致した契約を履行できる業者であり、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
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20257
（株）ケー・デー・シー
東京都渋谷区笹塚1-57-7

海上保安庁情報通信システム
関係資料等整理補助作業

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.4.15 3,011,631
（株）ケー・デー・シーとの間で締結している海上保安庁情報
通信システム関係資料等整理補助作業は、競争入札に付し
ても落札者がなかったため。（予決令第９９条の２）

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
1,281円
1,601.25円

20258
（独）国立印刷局
東京都港区虎ノ門2-2-4

海上保安レポート２００５買入
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.4.19 4,518,500

（独）国立印刷局との間で締結している海上保安レポート２０
０５買入は、企画競争を実施した結果、技術力等評価事項を
満たした業者であり、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

20259
住商エアロシステム（株）
東京都中央区晴海1-8-8

ＭＡＧＮＥＴＲＯＮ１個ほか３点買
入

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-4

H17.4.26 9,949,618

住商エアロシステム（株）との間で締結しているＭＡＧＮＥＴＲ
ＯＮ１個ほか３点買入は、航空機用の輸入部品であり、国内
での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20260
伊藤忠アビエーション（株）
東京都港区北青山1-2-3

ＳＷＩＴＣＨ　４個ほか２７点買入
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.4.26 3,168,112

伊藤忠アビエーション（株）との間で締結しているＳＷＩＴＣＨ
４個ほか２７点買入は、航空機用の輸入部品であり、国内で
の代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20261
（独）国立印刷局
東京都港区虎ノ門2-2-4

試験問題４，５２０部買入
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.5.6 1,628,654
（独）国立印刷局との間で締結している試験問題４，５００部
買入は、出版、販売業者が特定されており、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

20262
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＴＲＡＮＳＭＩＴＴＥＲ１個ほか７０点
買入

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-5

H17.5.20 12,346,132

三井物産エアロスペース（株）との間で締結しているＴＲＡＮＳ
ＭＩＴＴＥＲ１個ほか７０点買入は、調達物品の国内での代理
店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20263
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＦＬＯＡＴ　ＢＡＧ１個ほか１２点買
入

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.5.25 12,918,280

三井物産エアロスペース（株）との間で締結しているＦＬＯＡＴ
ＢＡＧ１個ほか１２点買入は、調達物品の国内での代理店が
特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20264
伊藤忠アビエーション（株）
東京都港区北青山1-2-3

ＣＡＢＩＮ　ＰＲＥＳＳ　ＣＯＮＴ　１個
ほか６点買入

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-5

H17.5.30 2,305,501

伊藤忠アビエーション（株）との間で締結しているＣＡＢＩＮ　Ｐ
ＲＥＳＳ　ＣＯＮＴ　１個ほか６点買入は、調達物品の国内での
代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20265
日本光機工業（株）
川崎市幸区下平間290

レーダーレフレクター（６コー
ナー一体型）１３組買入

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.6.1 6,641,880
日本光機工業（株）との間で締結しているレーダーレフレク
ター（６コーナー一体型）１３組買入は、競争入札に付しても
落札者がなかったため。（予決令第９９条の２）

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）

20266
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＳＴＥＰ　ＡＳＳＹ１個ほか８点買
入

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-5

H17.6.3 4,288,543

三井物産エアロスペース（株）との間で締結しているＳＴＥＰ
ＡＳＳＹ１個ほか８点買入は、調達物品の国内での代理店が
特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20267
朝日航洋（株）
東京都豊島区南池袋2-49-4

ＭＡＩＮ　ＷＨＥＥＬ２個ほか２３点
買入

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.6.6 11,903,279
朝日航洋（株）との間で締結しているＭＡＩＮ　ＷＨＥＥＬ２個ほ
か２３点買入は、調達物品の国内での代理店が特定されて
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20268
ユーロヘリ（株）
東京都港区南青山2-5-17

ＰＬＵＧ　ＡＳＳＹ１個ほか１３点買
入

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.6.6 5,254,967
ユーロヘリ（株）との間で締結しているＰＬＵＧ　ＡＳＳＹ１個ほ
か１３点買入は、調達物品の国内での代理店が特定されて
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20269
（株）トキメック
東京都大田区南蒲田2-16-
46

情報提供データ編集装置改修
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-7

H17.6.8 3,150,000
（株）トキメックとの間で締結している情報提供データ編集装
置改修は、技術的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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20270
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＰＢＥ　ＡＮＤ　ＳＭＯＫＥ　ＨＯＯＤ
２個ほか４３点買入

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.6.10 8,163,016

三井物産エアロスペース（株）との間で締結しているＰＢＥ　Ａ
ＮＤ　ＳＭＯＫＥ　ＨＯＯＤ　２個ほか４３点買入は、航空機用
の輸入部品であり、国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20271
富士興産（株）
東京都港区芝5-30-5

機関整備部品キット（中検）１式
ほか６点　買入

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.6.15 4,059,007
富士興産（株）との間で締結している機関整備部品キット（中
検）１式ほか６点　買入は、物品の取扱業者が特定されてお
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20272
富士内燃工業（株）
神奈川県川崎市多摩区堰1-
13-34

機関整備部品キット（中検）１式
ほか６点　買入

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.6.15 2,346,481
富士内燃工業（株）との間で締結している機関整備部品キッ
ト（中検）１式ほか６点　買入は、、物品の取扱業者が特定さ
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）
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随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20273
（株）シーエスケイ
東京都港区南青山2-26-1

行政情報システム管理者研修
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-7

H17.6.16 1,810,200

（株）シーエスケイとの間で締結している要求する行政情報
システム管理者研修は、研修内容に合致した契約を履行で
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
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20274
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＳＴＥＰ　ＡＣＴＵＡＴＯＲ２個ほか３
１９点買入

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.6.17 185,375,466

三井物産エアロスペース（株）との間で締結しているＳＴＥＰ
ＡＣＴＵＡＴＯＲ２個ほか３１９点買入は、調達物品の国内での
代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20275
ユーロヘリ（株）
東京都港区南青山2-5-17

ＦＵＥＬ　ＴＡＮＫ　ＨＯＳＥ１個ほ
か１２９点買入

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.6.17 121,691,379

ユーロヘリ（株）との間で締結しているＦＵＥＬ　ＴＡＮＫ　ＨＯＳ
Ｅ１個ほか１２９点買入は、調達物品の国内での代理店が特
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20276
新東亜交易（株）
東京都千代田区丸の内3-2-
3

ＳＥＡＬ　１個ほか１７点買入
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.6.17 27,944,915
新東亜交易（株）との間で締結しているＳＥＡＬ　１個ほか１７
点買入は、調達物品の国内での代理店が特定されており、
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20277
新潟造船（株）
新潟県新潟市入船町4-3776

測量船海洋臨時修理（本工事）
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
10

H17.6.17 4,872,000

新潟造船(株）との間で締結している測量船海洋臨時修理
（本工事）は、本船の左舷減速機潤滑油こし器に通常にはな
い多量の金属粉の付着を認め、この状況の原因を早期に除
去しなければ主機関が使用不能に陥ると、運行に支障があ
ることから緊急修理が必要となった。このため早急に修理が
実施できる も近い造船所を探したところ同造船所の三崎
工場（神奈川県三浦市）が も近い位置にあり、修理が唯一
実施できる業者であり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20278
極東貿易（株）
東京都千代田区大手町2-2-
1

ＨＦ　ＴＲ１個ほか１点買入
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-4

H17.6.21 13,877,771
極東貿易（株）との間で締結しているＨＦ　ＴＲ１個ほか１点買
入は、調達物品の国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20279
（株）成山堂書店
東京都新宿区南元町4番地
51

追録（危険物船舶運送及び貯蔵
規則追録第１１号）１３３部買入

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.6.21 2,730,091

（株）成山堂書店との間で締結している追録（危険物船舶運
送及び貯蔵規則追録第１１号）１３３部買入は、出版、販売業
者が特定されており、競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20280
海外アビオテック（株）
東京都港区六本木2-2-5

ＲＡＤＩＯ　ＡＬＴ　ＩＮＤ　２個ほか３
点買入

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.6.23 12,474,416

海外アビオテック（株）との間で締結しているＲＡＤＩＯ　ＡＬＴ　Ｉ
ＮＤ　２個ほか３点買入は、調達物品の国内での代理店が特
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）
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20281
杉田船用品工業（株）
東京都江東区永代1-7-6

測量船昭洋臨時修理
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-7

H17.6.23 4,199,790

杉田船用品工業（株）との間で締結している測量船昭洋臨時
修理は、本船の左舷バウスラスタ蓋油圧シリンダから漏油が
発生し、そのままだと海面への流出することから、流失を防
止するため早期に同シリンダの交換修理が必要になったこと
から、ダイバーを使い海中での交換を実施することとなるた
めダイバーが手配できる業者を調査したところ早急に対応で
きる業者が他になく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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20282
ソニー（株）
東京都品川区北品川6-7-35

ＬＩＮＥＲ　ＡＣＴＵＡＴＯＲ　１個ほ
か８９点買入

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-4

H17.6.24 20,960,796
ソニー（株）との間で締結しているＬＩＮＥＲ　ＡＣＴＵＡＴＯＲ　１
個ほか８９点買入は、調達物品の国内での代理店が特定さ
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20283
（株）日本ユ．アイ．シ
東京都港区六本木1-4-30

ＳＬＩＤＥ　ＡＳＳＹ１個ほか１点買
入

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.6.27 7,793,549
（株）日本ユ．アイ．シとの間で締結しているＳＬＩＤＥ　ＡＳＳＹ
１個ほか１点は、買入調達物品の国内での代理店が特定さ
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20284
伊藤忠アビエーション（株）
東京都港区北青山1-2-3

ＢＯＬＴ　５個ほか２４点買入
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.6.28 10,553,605
伊藤忠アビエーション（株）との間で締結しているＢＯＬＴ　５
個ほか２４点買入は、調達物品の国内での代理店が特定さ
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20285
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＦＩＲＥ　ＥＸＴＩＮＧＵＩＳＨＥＲ５個ほ
か１５点買入

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.6.28 10,210,183

三井物産エアロスペース（株）との間で締結しているＦＩＲＥ
ＥＸＴＩＮＧＵＩＳＨＥＲ５個ほか１５点買入は、調達物品の国内
での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20286
（株）ササクラ
東京都中央区八丁堀4-10-4
（白銅第一ビル）

復水器１式　買入
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-4

H17.6.30 2,310,000
（株）ササクラとの間で締結している復水器１式　買入は、物
品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20287
（株）エス.イ－.エイ
千葉県市川市塩浜2-23 ＩＵビ
ル4Ｆ

ＣＴＤシステム１式修理・校正ほ
か２件

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-4

H17.7.1 1,953,987

（株）エス.イ－.エイとの間で締結しているＣＴＤシステム１式
修理・校正ほか２件は、既調達物品の性能を維持する修理
業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20288
キーテクノ（株）
東京都千代田区神田須田町
1-14-6

実用塩分測定装置２式　修理・
点検整備

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-8

H17.7.1 1,785,000

キーテクノ（株）との間で締結している実用塩分測定装置２式
修理・点検整備は、既調達物品の性能を維持する修理業者
が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）
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20289
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＢＯＯＴ１個ほか５点買入
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.7.4 2,075,934

三井物産エアロスペース（株）との間で締結しているＢＯＯＴ１
個ほか５点買入は、航空機用の輸入部品であり、国内での
代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20290
海外アビオテック（株）
東京都港区六本木2-2-5

ＲＡＤＩＯ　ＡＬＴ　ＴＲ２個ほか３点
買入

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-4

H17.7.5 4,551,888

海外アビオテック（株）との間で締結しているＲＡＤＩＯ　ＡＬＴ
ＴＲ２個ほか３点買入は、航空機用の輸入部品であり、国内
での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20291
日本エアロスペース（株）
東京都港区南青山2-5-17

ＤＲＡＩＮ　ＶＡＬＶＥ　ＡＳＳＹ２個
ほか１４７点買入

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.7.8 127,740,000

日本エアロスペース（株）との間で締結しているＤＲＡＩＮ　ＶＡ
ＬＶＥ　ＡＳＳＹ２個ほか１４７点買入は、航空機用部品であり、
国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20292
住商エアロシステム（株）
東京都中央区晴海1-8-8

ＲＩＮＧ　１個ほか９２点買入
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.7.8 26,872,402

住商エアロシステム（株）との間で締結しているＲＩＮＧ　１個
ほか９２点買入は、航空機用の輸入部品であり、国内での代
理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20293
三菱商事（株）
東京都千代田区丸の内2-6-
3

ＣＡＳＥ　ＡＳＳＹ　８個買入
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.7.8 21,910,224

三菱商事（株）との間で締結しているＣＡＳＥ　ＡＳＳＹ　８個買
入は、航空機用の輸入部品であり、国内での代理店が特定
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20294
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＧＥＡＲ　ＡＳＳＹ１個ほか９点買
入

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.7.12 6,668,776

三井物産エアロスペース（株）との間で締結しているＧＥＡＲ
ＡＳＳＹ１個ほか９点買入は、航空機用の輸入部品であり、国
内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20295
（株）離合社
東京都文京区本郷6-19-7

栄養塩自動分析装置１式ほか１
件修理

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
11

H17.7.15 2,840,481

（株）離合社との間で締結している栄養塩自動分析装置１式
ほか１件修理は、調達物品の国内での販売・修理の代理店
が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20296
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＲＰＭ　ＬＩＭＩＴ　ＤＥＴＥＣＴＯＲ１
個ほか１９点買入

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.7.20 13,215,564

三井物産エアロスペース（株）との間で締結しているＲＰＭ　Ｌ
ＩＭＩＴ　ＤＥＴＥＣＴＯＲ１個ほか１９点買入は、航空機用の輸入
部品であり、国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）
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20297
日本エアロスペース（株）
東京都港区南青山2-5-17

ＥＬＴ２４個ほか４点買入
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.7.20 11,293,569

日本エアロスペース（株）との間で締結しているＥＬＴ２４個ほ
か４点買入は、航空機用部品であり、国内での販売代理店
が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20298
(株)サノヤス・ヒシノ明昌
大阪府大阪市北区中之島3-
6-32

測量船拓洋中検修理追加
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-6

H17.7.21 5,848,500

（株）サノヤス・ヒシノ明昌との間で締結している測量船拓洋
中検修理追加は、一般競争契約による船舶修理の追加修
理であり、同一業者に実施させ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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20299
海外アビオテック（株）
東京都港区六本木2-2-5

ＥＧＰＷＳ　ＣＯＭＰＵＴＥＲ１個ほ
か６点買入

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.7.22 13,940,770

海外アビオテック（株）との間で締結しているＥＧＰＷＳ　ＣＯ
ＭＰＵＴＥＲ１個ほか６点買入は、航空機用の輸入部品であ
り、国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20300
長野日本無線（株）
東京都渋谷区千駄ケ谷5-
33-8

陸上通信所操縦通信装置（ＣＤ
Ｅ－１８）改修

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-7

H17.7.25 4,987,500

長野日本無線（株）との間で締結している陸上通信所操縦通
信装置（ＣＤＥ－１８）改修は、既調達物品の性能を維持する
修理業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20301
朝日航洋（株）
東京都豊島区南池袋2-49-4

ＤＵＣＴ２個ほか２１点買入
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.7.26 7,200,539
朝日航洋（株）との間で締結しているＤＵＣＴ２個ほか２１点買
入は、調達物品の国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20302
海外アビオテック（株）
東京都港区六本木2-2-5

ＥＬＴ２個ほか４点買入
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-5

H17.7.26 4,536,000
海外アビオテック（株）との間で締結しているＥＬＴ２個ほか４
点買入は、調達物品の国内での取扱業者が特定されてお
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20303
ソニー（株）
東京都品川区北品川6-7-35

ＮＯＳＥ　ＣＯＮＥ　１個買入
海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.7.29 45,613,552
ソニー（株）との間で締結しているＮＯＳＥ　ＣＯＮＥ　１個買入
は、航空機用の部品であり、国内での代理店が特定されて
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20304
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＰＯＷＥＲ　ＰＬＡＴＥ　ＡＳＳＹ　Ｃ
ＥＵ１個ほか５点買入

海上保安庁次長　石井　健次
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.7.29 4,767,211

三井物産エアロスペース（株）との間で締結しているＰＯＷＥ
Ｒ　ＰＬＡＴＥ　ＡＳＳＹ　ＣＥＵ１個ほか５点買入は、航空機用の
輸入部品であり、国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）
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20305
新東亜交易（株）
東京都千代田区丸の内3-2-
3

ＯＩＬ　ＣＯＯＬＥＲ　１個ほか１６８
点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-6

H17.8.4 77,092,243

新東亜交易（株）との間で締結しているＯＩＬ　ＣＯＯＬＥＲ　１
個ほか１６８点買入は、航空機用の輸入部品であり、国内で
の代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20306
富士通（株）
東京都港区東新橋1-5-2　汐
留シティセンター

多重化処理部１組ほか４点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
27

H17.8.4 13,860,000

富士通（株）との間で締結している多重化処理部１組ほか４
点買入は、既調達物品の性能及び機能を確保するために必
要な部品の取扱業者であり、他に対応可能な業者が存在し
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）

20307
ユーロヘリ（株）
東京都港区南青山2-5-17

ＯＩＬ　ＰＵＭＰ　ＭＧＢ　ＥＭＥＲ１
個ほか８点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
21

H17.8.4 8,899,340

ユーロヘリ（株）との間で締結しているＯＩＬ　ＰＵＭＰ　ＭＧＢ
ＥＭＥＲ１個ほか８点買入は、航空機用の輸入部品であり、
国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20308
三菱重工業（株）
愛知県名古屋市港区大江町
10番地

ＷＭ　ＴＡＮＫ　ＣＥＬＬ　１個買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
58

H17.8.4 4,003,650

三菱重工業（株）との間で締結しているＷＭ　ＴＡＮＫ　ＣＥＬＬ
１個買入は、航空機用部品であり、国内での代理店が特定
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20309

エヌ．ティー．ケー．インター
ナショナル（株）
東京都港区西新橋2-5-11
ＮＴＫビル

ＬＩＮＩＮＧ（５００９６２８）　１２個ほ
か２点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-8

H17.8.4 2,056,364

エヌ．ティー．ケー．インターナショナル（株）との間で締結し
ているＬＩＮＩＮＧ（５００９６２８）　１２個ほか２点買入は、航空
機用の輸入部品であり、国内での代理店が特定されており、
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20310
（有）吉野計器製作所
東京都豊島区駒込7-13-14

転倒式温度計８個修理・点検・
校正ほか１件

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.8.4 1,249,206

（有）吉野計器製作所との間で締結している転倒式温度計８
個修理・点検・校正ほか１件は、既調達物品の国内での取扱
及び測定精度を維持するための修理等の代理店が特定さ
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20311
海外アビオテック（株）
東京都港区六本木2-2-5

ＧＮＳ－ＸＬＳ１個ほか３点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
28

H17.8.5 7,407,751

海外アビオテック（株）との間で締結しているＧＮＳ－ＸＬＳ１個
ほか３点買入は、航空機用の輸入部品であり、国内での代
理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20312
（株）東陽テクニカ
東京都中央区八重洲1-1-6

水位計４台点検・校正
海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.8.10 1,698,795
（株）東陽テクニカとの間で締結している水位計４台点検・校
正は、既調達物品の性能を維持する修理業者が特定されて
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
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にその所属する部局の名
称及び所在地

20313
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＰＬＵＧ　２個ほか４点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
24

H17.8.11 14,540,737

三井物産エアロスペース（株）との間で締結しているＰＬＵＧ
２個ほか４点買入は、航空機用の輸入部品であり、国内での
代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20314
新日鉄ソリューションズ（株）
東京都中央区新川2-20-15

航空整備管理システムプログラ
ム改良

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-4

H17.8.11 7,507,500

新日鉄ソリューションズ（株）との間で締結している航空整備
管理システムプログラム改良は、システムの改良にあたり、
当庁の要求に合致した契約を履行できる業者（システム開
発業者）であり、他に履行できる業者が存しないことにより、
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20315
（株）シーイーシー
神奈川県座間市東原5-1-11

ソフトウェア１２個ほか１点　買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
53

H17.8.11 4,107,600

（株）シーイーシーとの間で締結しているソフトウェア１２個ほ
か１点　買入は、既調達物品の性能及び機能を確保するた
めに必要な部品の取扱業者であり、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）

20316
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＴＲＡＮＳＭＩＴＴＥＲ１個ほか１８点
買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
26

H17.8.19 14,292,435

三井物産エアロスペース（株）との間で締結しているＴＲＡＮＳ
ＭＩＴＴＥＲ１個ほか１８点買入は、航空機用の輸入部品であ
り、国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20317
日本エアロスペース（株）
東京都港区南青山2-5-17

ＢＬＥＥＤ　ＶＡＬＶＥ１個ほか２６
点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
33

H17.8.19 6,867,580

日本エアロスペース（株）との間で締結しているＢＬＥＥＤ　ＶＡ
ＬＶＥ１個ほか２６点買入は、航空機用部品の国内での代理
店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20318
新東亜交易（株）
東京都千代田区丸の内3-2-
3

ＥＮＧＩＮＥ　１台買入
海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-5

H17.8.24 683,137,171
新東亜交易（株）との間で締結しているＥＮＧＩＮＥ　１台買入
は、航空機用の輸入部品であり、国内での代理店が特定さ
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20319
帝国繊維（株）
東京都中央区日本橋2-5-13

耐寒耐水服スーツ（フード付）ほ
か２点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
36

H17.8.24 6,602,400

帝国繊維（株）との間で締結している耐寒耐水服スーツ（フー
ド付）ほか２点買入は、調達物品の国内での取扱業者が特
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20320
（株）ラック
東京都港区東新橋1-5-2　汐
留シティセンター

コンピューターウイルスの分析・
調査

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-4

H17.8.25 2,100,000

（株）ラックとの間で締結しているコンピューターウイルスの分
析・調査は、8月24日に電子計算機システムからｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｳ
ｲﾙｽが発見され、問題が生じ緊急に原因究明を行う必要が
あることから、要求する内容に合致した契約を履行できる業
者であり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの
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20321
伊藤忠アビエーション（株）
東京都港区北青山1-2-3

ＢＵＳＨ　２個ほか１８４点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
14

H17.8.26 24,171,326

伊藤忠アビエーション（株）との間で締結しているＢＵＳＨ　２
個ほか１８４点買入は、航空機用の輸入部品であり、国内で
の代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20322
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＳＴＥＰ　ＡＣＴＵＡＴＯＲ　４個ほか
１５点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
30

H17.8.29 13,411,201

三井物産エアロスペース（株）との間で締結しているＳＴＥＰ
ＡＣＴＵＡＴＯＲ　４個ほか１５点買入は、航空機用の輸入部品
であり、国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20323
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＥＧＰＷＳ　ＣＯＭＰＵＴＥＲ１個ほ
か５点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-8

H17.8.31 32,176,520

三井物産エアロスペース（株）との間で締結しているＥＧＰＷ
Ｓ　ＣＯＭＰＵＴＥＲ１個ほか５点買入は、航空機用の輸入部
品であり、国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20324
海外アビオテック（株）
東京都港区六本木2-2-5

ＥＧＰＷＳ　ＣＯＭＰＵＴＥＲ　３個
ほか１点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
16

H17.9.1 11,301,372

海外アビオテック（株）との間で締結しているＥＧＰＷＳ　ＣＯ
ＭＰＵＴＥＲ　３個ほか１点買入は、航空機用の輸入部品であ
り、国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20325
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＢＯＬＴ　４個ほか１点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
14

H17.9.6 2,576,724

三井物産エアロスペース（株）との間で締結しているＢＯＬＴ
４個ほか１点買入は、航空機用の輸入部品であり、国内での
代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20326
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上小
田中4-１-１

クロック分配盤２個ほか３点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
42

H17.9.8 5,355,000
富士通（株）との間で締結しているクロック分配盤２個ほか３
点買入は、物品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20327
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＯＩＬ　ＰＲＥＳＳ　ＴＸ　ＰＷＲ　ＳＥ
ＣＴ２個ほか２１点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
11

H17.9.12 11,837,451

三井物産エアロスペース（株）との間で締結しているＯＩＬ　Ｐ
ＲＥＳＳ　ＴＸ　ＰＷＲ　ＳＥＣＴ２個ほか２１点買入は、航空機用
の輸入部品であり、国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20328
日本エアロスペース（株）
東京都港区南青山2-5-17

ＴＡＢ　ＷＡＳＨＥＲ　８個ほか１０
点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
34

H17.9.13 6,624,220

日本エアロスペース（株）との間で締結しているＴＡＢ　ＷＡＳ
ＨＥＲ　８個ほか１０点買入は、航空機用の輸入部品であり、
国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）
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20329
住商エアロシステム（株）
東京都中央区晴海1-8-8

ＲＩＮＧ　１０個ほか１６８点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
20

H17.9.16 15,738,117

住商エアロシステム（株）との間で締結しているＲＩＮＧ　１０個
ほか１６８点買入は、航空機用の輸入部品であり、国内での
代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20330
ソニー（株）
東京都品川区北品川6-7-35

ＥＮＧ　ＡＮＴＩ　ＩＣＥ　ＰＲＶ　１個
ほか１７点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
44

H17.9.20 5,205,291

ソニー（株）との間で締結しているＥＮＧ　ＡＮＴＩ　ＩＣＥ　ＰＲＶ
１個ほか１７点買入は、航空機用の輸入部品であり、国内で
の代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20331
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＭＥＣＨＡＮＩＣＡＬ　ＣＯＯＬＥＲ　３
個ほか１点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
12

H17.9.21 27,714,531

三井物産エアロスペース（株）との間で締結しているＭＥＣＨ
ＡＮＩＣＡＬ　ＣＯＯＬＥＲ　３個ほか１点買入は、航空機用の輸
入部品であり、国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20332
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＯＩＬ　ＰＲＥＳＳ　ＴＲＡＮＳＤＵＣＥ
Ｒ　１個ほか２０点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
12

H17.9.22 11,819,071

三井物産エアロスペース（株）との間で締結しているＯＩＬ　Ｐ
ＲＥＳＳ　ＴＲＡＮＳＤＵＣＥＲ　１個ほか２０点買入は、航空機
用の輸入部品であり、国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20333
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＤＥＣＫ　ＡＳＳＹ１個ほか２０点買
入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
28

H17.9.26 7,912,284

三井物産エアロスペース（株）との間で締結しているＤＥＣＫ
ＡＳＳＹ１個ほか２０点買入は、航空機用の輸入部品であり、
国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20334
三徳航空電装（株）
東京都大田区東糀谷2-14-5

ＢＡＴＴＥＲＹ（ＭＡ５Ａ）２個ほか１
点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
62

H17.9.27 3,530,100

三徳航空電装（株）との間で締結しているＢＡＴＴＥＲＹ（ＭＡ５
Ａ）２個ほか１点買入は、航空機用部品であり、国内での代
理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20335
（株）島津製作所
東京都千代田区神田錦町1-
3

ＢＡＴＴＥＲＹ１２個買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
64

H17.9.27 3,385,620

（株）島津製作所との間で締結しているＢＡＴＴＥＲＹ１２個買
入は、航空機用の輸入部品であり、国内での代理店が特定
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20336

（株）エムエイチアイ．エアロ
エンジン．サービス
愛知県小牧市大字東田中
1200番地

ＴＵＢＥ（３０５７４８６－０１）１個
ほか４点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
17

H17.9.28 1,844,252

（株）エムエイチアイ．エアロエンジン．サービスとの間で締結
しているＴＵＢＥ（３０５７４８６－０１）１個ほか４点買入は、航
空機用部品の国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）
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20337

（株）富士通ラーニングメディ
ア
東京都大田区西蒲田7-37-
10　（蒲田グリーンビル）

平成１７年度電子計算機研修
（学校派遣）

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-4

H17.9.29 1,161,090

（株）富士通ラーニングメディアとの間で締結している平成１７
年度電子計算機研修（学校派遣）は、要求する研修内容に
合致した契約を履行できる業者であり、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
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20338
伊藤忠アビエーション（株）
東京都港区北青山1-2-3

ＩＮＥＲＴＩＡ　ＲＥＥＬ　１個ほか５５
点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
40

H17.10.4 5,733,460

伊藤忠アビエーション（株）との間で締結しているＩＮＥＲＴＩＡ
ＲＥＥＬ　１個ほか５５点買入は、航空機用の輸入部品であ
り、国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20339
伊藤忠アビエーション（株）
東京都港区北青山1-2-3

ＣＬＩＰ　１００個ほか１９２点買入
海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-7

H17.10.7 37,258,061

伊藤忠アビエーション（株）との間で締結しているＣＬＩＰ　１００
個ほか１９２点買入は、航空機用の輸入部品であり、国内で
の代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20340
ユーロヘリ（株）
東京都港区南青山2-5-17

ＨＡＮＤＬＥ　ＩＮＮＥＲ　１個ほか１
０点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
42

H17.10.7 5,236,901

ユーロヘリ（株）との間で締結しているＨＡＮＤＬＥ　ＩＮＮＥＲ
１個ほか１０点買入は、航空機用の輸入部品であり、国内で
の代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20341
キャノン販売（株）
東京都港区港南2-16-6

大陸棚調査情報管理装置据付・
調整

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.10.14 11,970,000

キャノン販売（株）との間で締結している大陸棚調査情報管
理装置据付・調整は、特殊な専門性が高い技術及び総合調
整能力が必要で、本契約内容を履行できる業者が特定され
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20342
（株）アヴァンティスタッフ
東京都千代田区大手町2-2-
1

平成１７年度英語会話研修（講
師招聘（後期））

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-4

H17.10.14 1,131,400

（株）アヴァンティスタッフとの間で締結している平成１７年度
英語会話研修（講師招聘（後期））は、要求する研修内容に
合致した契約を履行できる業者であり、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
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20343
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＤＵＣＴ　ＡＳＳＹ１個ほか３５点買
入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-9

H17.10.17 2,912,220

三井物産エアロスペース（株）との間で締結しているＤＵＣＴ
ＡＳＳＹ１個ほか３５点買入は、航空機用の輸入部品であり、
国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20344
ユーロヘリ（株）
東京都港区南青山2-5-17

ＳＴＡＢＩＬＩＺＥＲ　ＡＳＳＹ１個買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
37

H17.10.20 6,552,966

ユーロヘリ（株）との間で締結しているＳＴＡＢＩＬＩＺＥＲ　ＡＳＳ
Ｙ１個買入は、航空機用の輸入部品であり、国内での代理店
が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）
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20345
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＧＥＡＲ　ＡＳＳＹ１個ほか７点買
入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
18

H17.10.21 9,576,796

三井物産エアロスペース（株）との間で締結しているＧＥＡＲ
ＡＳＳＹ１個ほか７点買入は、航空機用の輸入部品であり、国
内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20346
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＦＵＥＬ　ＴＡＮＫ　ＣＥＬＬ１個ほか
４点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
25

H17.10.25 14,293,107

三井物産エアロスペース（株）との間で締結しているＦＵＥＬ
ＴＡＮＫ　ＣＥＬＬ１個ほか４点買入は、航空機用の輸入部品で
あり、国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20347
コスモ石油（株）
東京都港区芝浦1-1-1

航空タービン燃料６０ＫＬ買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
57

H17.10.31 4,025,700

コスモ石油（株）との間で締結している航空タービン燃料６０
ＫＬ買入は、要求する内容・規格に合致した契約を履行でき
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20348
新潟造船（株）
新潟市入船町4-3776

測量船海洋中検修理
海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.11.4 27,300,000
新潟造船（株）との間で締結している測量船海洋中検修理
は、競争入札に付しても落札者がなかったため。（予決令第
９９条の２）

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）

20349
日本エアロスペース（株）
東京都港区南青山2-5-17

ＹＯＫＥ　＆　ＦＩＥＬＤ　ＣＯＩＬ　ＡＳ
ＳＹ２個ほか４点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
16

H17.11.4 10,802,696

日本エアロスペース（株）との間で締結しているＹＯＫＥ　＆
ＦＩＥＬＤ　ＣＯＩＬ　ＡＳＳＹ２個ほか４点買入は、航空機用の輸
入部品であり、国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20350
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＳＴＲＯＢＥ　ＬＩＧＨＴ　１個ほか２
２点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-6

H17.11.7 12,166,169

三井物産エアロスペース（株）との間で締結しているＳＴＲＯＢ
Ｅ　ＬＩＧＨＴ　１個ほか２２点買入は、航空機用の輸入部品で
あり、国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20351
伊藤忠アビエーション（株）
東京都港区北青山1-2-3

追録（Ｂ２００Ｔパーツカタログ）２
部ほか８点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
15

H17.11.7 1,928,115

伊藤忠アビエーション（株）との間で締結している追録（Ｂ２０
０Ｔパーツカタログ）２部ほか８点買入は、調達物品の国内で
の代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20352
伊藤忠アビエーション（株）
東京都港区北青山1-2-3

ＨＰ　ＤＩＳＫ　１個買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
11

H17.11.14 2,761,460

伊藤忠アビエーション（株）との間で締結しているＨＰ　ＤＩＳＫ
１個買入は、航空機用の輸入部品であり、国内での代理店
が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）
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20353
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＦＬＯＡＴ　ＢＡＧ　１個ほか２６点
買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
27

H17.11.15 14,010,764

三井物産エアロスペース（株）との間で締結しているＦＬＯＡＴ
ＢＡＧ　１個ほか２６点買入は、航空機用の輸入部品であり、
国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20354
渦潮電機（株）
愛媛県今治市大西町九王甲
1520

ソフトウェア１２個　買入
海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-9

H17.11.18 11,970,000

渦潮電機（株）との間で締結しているソフトウェア１２個　買入
は、業務上必要とする性能及び機能を有し、かつ、既調達物
品との互換性を有する物品の取扱業者が特定されており、
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20355
伊藤忠アビエーション（株）
東京都港区北青山1-2-3

ＰＲＯＰＥＬＬＥＲ　ＡＳＳＹ４個買
入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
18

H17.11.21 18,395,448

伊藤忠アビエーション（株）との間で締結しているＰＲＯＰＥＬＬ
ＥＲ　ＡＳＳＹ４個買入は、航空機用の輸入部品であり、国内
での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20356
伊藤忠アビエーション（株）
東京都港区北青山1-2-3

ＦＬＩＲ　ＩＮＤ　１個ほか７点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
14

H17.11.21 1,947,101

伊藤忠アビエーション（株）との間で締結しているＦＬＩＲ　ＩＮＤ
１個ほか７点買入は、航空機用の輸入部品であり、国内での
代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20357
（株）離合社
東京都文京区本郷6-19-7

採泥器１個ほか１点　買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
59

H17.11.22 3,874,500

（株）離合社との間で締結している採泥器１個ほか１点　買入
は、業務上必要とする性能及び機能を有する物品の取扱業
者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20358
新潟造船（株）
新潟県新潟市入船町4-3776

測量船海洋中検修理追加

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
21

H17.11.24 4,672,500

新潟造船（株）との間で締結している測量船海洋中検修理追
加は、一般競争契約による船舶修理の追加修理であり、同
一業者に実施させ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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20359
日本ミシュランタイヤ（株）
東京都千代田区富士見1-6-
1　富士見ビル

ＴＩＲＥ　ＮＯＳＥ（０２８－３２７－
０）７個ほか３点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
11

H17.11.25 2,023,455

日本ミシュランタイヤ（株）との間で締結しているＴＩＲＥ　ＮＯＳ
Ｅ（０２８－３２７－０）７個ほか３点買入は、調達物品の国内
での取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20360
（株）富士通ビジネスシステム
東京都文京区後楽 1-7-27
（後楽鹿島ビル）

研修科情報処理システム課程
海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.11.30 1,663,120

（株）富士通ビジネスシステムとの間で締結している研修科
情報処理システム課程は、要求する研修内容に合致した契
約を履行できる業者であり、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
（１８年度から一般競
争入札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20361
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＯＩＬ　ＰＲＥＳＳ　ＴＸ　ＸＭＳＮ　Ｒ
ＧＢ１個ほか１６点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
41

H17.12.1 5,362,046

三井物産エアロスペース（株）との間で締結しているＯＩＬ　Ｐ
ＲＥＳＳ　ＴＸ　ＸＭＳＮ　ＲＧＢ１個ほか１６点買入は、航空機
用の輸入部品であり、国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20362
朝日航洋（株）
東京都豊島区南池袋2-49-4

ＦＩＲＥ　ＥＸＴＩ　ＢＯＴＴＬＥ　ＥＮＧ
１個ほか１７点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
50

H17.12.2 4,883,847

朝日航洋（株）との間で締結しているＦＩＲＥ　ＥＸＴＩ　ＢＯＴＴＬ
Ｅ　ＥＮＧ１個ほか１７点買入は、航空機用部品であり、国内
での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20363
日本エアロスペース（株）
東京都港区南青山2-5-17

ＨＶＰＳ１個買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
66

H17.12.8 3,218,318

日本エアロスペース（株）との間で締結しているＨＶＰＳ１個買
入は、航空機用の輸入部品であり、国内での代理店が特定
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20364
極東貿易（株）
東京都千代田区大手町2-2-
1

ＡＩＲ　ＤＡＴＡ　ＳＥＮＳＯＲ１個買
入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
20

H17.12.8 1,603,186

極東貿易（株）との間で締結しているＡＩＲ　ＤＡＴＡ　ＳＥＮＳＯ
Ｒ１個買入は、航空機用の輸入部品であり、国内での代理店
が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20365
山洋電気（株）
東京都豊島区北大塚1-15-1

定電圧定周波電源装置点検整
備

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.12.9 1,877,352

山洋電気（株））との間で締結している定電圧定周波電源装
置点検整備は、既調達物品の性能を維持する保守業者が
特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20366
日本エアロスペース（株）
東京都港区南青山2-5-17

ＳＥＡＲＣＨ　ＲＡＤＡＲ　ＡＮＴ　Ｄ
ＲＩＶＥ　２個買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
15

H17.12.12 24,023,028

日本エアロスペース（株）との間で締結しているＳＥＡＲＣＨ
ＲＡＤＡＲ　ＡＮＴ　ＤＲＩＶＥ　２個買入は、航空機用の輸入部
品であり、国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20367  ユニバーサル造船（株）神奈川
航路標識測定船つしま中検修
理追加

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.12.15 5,775,000

ユニバーサル造船（株）との間で締結している航路標識測定
船つしま中検修理追加は、一般競争契約による船舶修理の
追加修理であり、同一業者に実施させ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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20368
新潟造船（株）
新潟県新潟市入船町4-3776

測量船明洋定期修理追加
海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-4

H17.12.15 2,415,000

新潟造船（株）との間で締結している測量船明洋定期修理追
加は、一般競争契約による船舶修理の追加修理のため、同
一業者に実施させ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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの
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随意契約によることとした理由
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20369
（株）東陽テクニカ
東京都中央区八重洲1-1-6

ナローマルチビーム音響測深機
修理

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.12.16 13,997,340

（株）東陽テクニカとの間で締結しているナローマルチビーム
音響測深機修理は、既調達物品の性能及び機能を確保す
るために必要な部品の取扱業者であり、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）

20370
伊藤忠アビエーション（株）
東京都港区北青山1-2-3

ＲＩＮＧ　５０個ほか１８点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
39

H17.12.20 6,337,281

伊藤忠アビエーション（株）との間で締結しているＲＩＮＧ　５０
個ほか１８点買入は、航空機用の輸入部品であり、国内での
代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20371
三洋商亊（株）
東京都中央区新川1-17-25

中距離もやい銃投射弾３０個ほ
か６点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-5

H17.12.20 3,067,575

三洋商亊（株）との間で締結している中距離もやい銃投射弾
３０個ほか６点買入は、既に調達済みの物品に連接して使
用する特殊な物品であり、取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20372
シャ－プ（株）
東京都新宿区市谷八幡町8
番地

予備品（太陽電池モジュール９．
９Ｗ）２個ほか５点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-4

H17.12.20 2,196,600

シャ－プ（株）との間で締結している予備品（太陽電池モ
ジュール９．９Ｗ）２個ほか５点買入は、既調達物品の性能及
び機能を確保するために必要な部品の製造販売業者であ
り、他に対応可能な業者が存在しなく、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）

20373
三井造船（株）
東京都中央区築地5-6-4

Ｏリング（ＪＢ２４０１１ＡＸＧ１８０）
６個ほか２０３点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
43

H17.12.22 5,208,890
三井造船（株）との間で締結しているＯリング（ＪＢ２４０１１ＡＸ
Ｇ１８０）６個ほか２０３点買入は、物品の取扱業者が特定さ
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20374
（株）アヴァンティスタッフ
東京都千代田区大手町2-2-
1

平成１７年度英語会話研修（学
校派遣）

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.12.22 3,688,650

（株）アヴァンティスタッフとの間で締結している平成１７年度
英語会話研修（学校派遣）は、要求する研修内容に合致した
契約を履行できる業者であり、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
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20375
細谷火工（株）
東京都あきる野市菅生1847

信号発煙照明筒マリンマーカ４５
６個ほか１点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H17.12.26 13,201,650
細谷火工（株）との間で締結している信号発煙照明筒マリン
マーカ４５６個ほか１点買入は、物品の取扱業者が特定され
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20376
興亜化工（株）
東京都中央区東日本橋2-
13-9

投下発煙筒（ＫＳ－１）５５９個ほ
か１点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
10

H17.12.26 11,894,610
興亜化工㈱との間で締結している投下発煙筒（ＫＳ－１）５５
９個ほか１点買入は、調達物品の国内での代理店が特定さ
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20377
（株）ケンウッド
東京都八王子市石川町
2967-3

航空機国際ＶＨＦ（ＦＭ）送受信
機４個ほか６点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
24

H17.12.26 8,442,000

（株）ケンウッドとの間で締結している航空機国際ＶＨＦ（ＦＭ）
送受信機４個ほか６点買入は、当庁航空機に使用するため
専用に設計されたものであり、他に同等品が存在しなく、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）
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20378
（株）トキメック
東京都大田区南蒲田2-16-
46

予備品（情報管理装置　監視部
ＷＡＴ）１個ほか９８点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-5

H18.1.6 78,868,335

（株）トキメックとの間で締結している予備品（情報管理装置
監視部　ＷＡＴ）１個ほか９８点買入は、既調達物品の性能及
び機能を確保するために必要な部品の取扱業者であり、他
に対応可能な業者が存在しなく、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）

20379
日本無線（株）
東京都新宿区西新宿6-10-1

予備品（ＡＩＳ送受信部ＮＴＥ－２
８２Ｋ）１個ほか１４点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-7

H18.1.6 52,970,400

日本無線（株）との間で締結している予備品（ＡＩＳ送受信部Ｎ
ＴＥ－２８２Ｋ）１個ほか１４点買入は、既調達物品の性能及
び機能を確保するために必要な部品の取扱業者であり、他
に対応可能な業者が存在しなく、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）

20380
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＤＡＭＰＥＲ　ＹＯＫＥ　ＳＥＴ　２個
ほか１０点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
29

H18.1.10 13,533,896

三井物産エアロスペース（株）との間で締結しているＤＡＭＰ
ＥＲ　ＹＯＫＥ　ＳＥＴ　２個ほか１０点買入は、航空機用の輸入
部品であり、国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20381
ユーロヘリ（株）
東京都港区南青山2-5-17

ＬＡＮＤＩＮＧ　ＬＩＧＨＴ１個ほか１０
点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
22

H18.1.10 8,616,077

ユーロヘリ（株）との間で締結しているＬＡＮＤＩＮＧ　ＬＩＧＨＴ１
個ほか１０点買入は、航空機用の輸入部品であり、国内での
代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20382
（株）離合社
東京都文京区本郷6-19-7

ピンガーモニター装置１式　買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
15

H18.1.10 2,551,500

（株）離合社との間で締結しているピンガーモニター装置１式
買入は、業務上必要とする性能及び機能を有する物品の取
扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20383
興亜化工（株）
東京都中央区東日本橋2-
13-9

照明弾（ＰＦ２５０）１３６個ほか１
１点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
16

H18.1.13 23,552,161

興亜化工㈱との間で締結している照明弾（ＰＦ２５０）１３６個
ほか１１点買入は、選定した機種を国内で販売することので
きる唯一の代理店であり、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
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20384
（株）東京測振
東京都足立区扇3-14-34

船上支援装置２式　買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
21

H18.1.13 8,650,530

（株）東京測振との間で締結している船上支援装置２式　買
入は、業務上必要とする性能及び機能を有する物品の取扱
業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）
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20385
新東亜交易（株）
東京都千代田区丸の内3-2-
3

ＯＩＬ　ＣＯＯＬＥＲ（１５８６００－
７）１個ほか１８９点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
10

H18.1.18 29,822,056

新東亜交易（株）との間で締結しているＯＩＬ　ＣＯＯＬＥＲ（１５
８６００－７）１個ほか１８９点買入は、航空機用の輸入部品で
あり、国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20386
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＲＥＥＬ　ＡＳＳＹ　３個ほか２７点
買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-7

H18.1.18 12,110,178

三井物産エアロスペース（株）との間で締結しているＲＥＥＬ
ＡＳＳＹ　３個ほか２７点買入は、航空機用の輸入部品であ
り、国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20387
三徳航空電装（株）
東京都大田区東糀谷2-14-5

ＢＡＴＴＥＲＹ（ＭＡ４Ｔ）６個ほか２
点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
19

H18.1.19 9,492,000

三徳航空電装（株）との間で締結しているＢＡＴＴＥＲＹ（ＭＡ４
Ｔ）６個ほか２点買入は、航空機用部品であり、国内での代
理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20388

（株）エムエイチアイ．エアロ
エンジン．サービス
愛知県小牧市大字東田中
1200番地

ＰＯＷＥＲ　ＴＵＲＢＩＮＥ　ＧＯＶＥ
ＲＮＯＲ　３個買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-6

H18.1.19 3,059,691

（株）エムエイチアイ．エアロエンジン．サービスとの間で締結
しているＰＯＷＥＲ　ＴＵＲＢＩＮＥ　ＧＯＶＥＲＮＯＲ　３個買入
は、航空機用の輸入部品であり、国内での代理店が特定さ
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20389
富永物産（株）
東京都中央区日本橋本町2-
6-3

ディーゼル機関（ＭＴＵ１２Ｖ１８３
ＴＥ９３）１式買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-6

H18.1.20 42,525,000

富永物産（株）との間で締結しているディーゼル機関（ＭＴＵ１
２Ｖ１８３ＴＥ９３）１式買入は、既調達物品との互換性を確保
するために必要な物品の取扱業者であり、他に対応可能な
業者が存在しなく、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）

20390
日本電気（株）
東京都港区芝5-7-1

ＴＷＴＡ１個ほか１点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
11

H18.1.20 29,019,900
日本電気（株）との間で締結しているＴＷＴＡ１個ほか１点買
入は、航空機用部品であり、国内での代理店が特定されて
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20391
極東貿易（株）
東京都千代田区大手町2-2-
1

ＶＨＦ　ＨＯＭＥＲ　１個買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
61

H18.1.23 3,714,004

極東貿易（株）との間で締結しているＶＨＦ　ＨＯＭＥＲ　１個
買入は、航空機用の輸入部品であり、国内での代理店が特
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）
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20392
（株）日立製作所
東京都江東区新砂1-6-27

多画面映像装置定期点検・部品
交換等作業

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-4

H18.1.25 2,014,582

（株）日立製作所との間で締結している多画面映像装置定期
点検・部品交換等作業は、既調達物品の性能を維持する保
守業者が特定されており、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

競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）（18年
度契約実績なし)

20393

（社）行政情報システム研究
所
東京都千代田区日比谷公園
1-3市政会館１階

省庁間電子文書交換システム
用ＩＣカード（公印）ほか１点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H18.1.26 3,066,945

（社）行政情報システム研究所との間で締結している省庁間
電子文書交換システム用ＩＣカード（公印）ほか１点買入は、
業務上必要とする性能及び機能を有する物品の取扱業者が
特定されており、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
競争入札へ移行（１９
年度から一般競争入
札に移行）

20394
（株）離合社
東京都文京区本郷6-19-7

採水器２個ほか１件修理
海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-4

H18.1.26 1,176,147
（株）離合社との間で締結している採水器２個ほか１件修理
は、既調達物品の性能を維持する修理業者が特定されてお
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20395
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＲＰＭ　ＬＩＭＩＴ　ＤＥＴＥＣＴＯＲ　１
個ほか２４点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-6

H18.1.27 12,856,156

三井物産エアロスペース（株）との間で締結しているＲＰＭ　Ｌ
ＩＭＩＴ　ＤＥＴＥＣＴＯＲ　１個ほか２４点買入は、航空機用の輸
入部品であり、国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20396
（株）東陽テクニカ
東京都中央区八重洲1-1-6

パワーアンプ１台ほか２２点買入
海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H18.1.30 184,699,200

（株）東陽テクニカとの間で締結しているパワーアンプ１台ほ
か２２点買入は、既調達物品の性能及び機能を確保するた
めに必要な交換部品の取扱業者であり、他に対応可能な業
者が存在しなく、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）

20397
朝日航洋（株）
東京都豊島区南池袋2-49-4

ＩＮＶＥＲＴＥＲ　１個ほか２９点買
入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
17

H18.1.30 10,250,279

朝日航洋（株）との間で締結しているＩＮＶＥＲＴＥＲ　１個ほか
２９点買入は、航空機用部品であり、国内での代理店が特定
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20398
三井造船（株）
東京都中央区築地5-6-4

測量船昭洋中検修理追加
海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H18.1.30 7,980,000

三井造船（株）との間で締結している測量船昭洋中検修理追
加は、一般競争契約による船舶修理の追加修理のため、同
一業者に実施させ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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの
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20399
三菱電機（株）
東京都千代田区丸の内2-7-
3

航空機データ表示装置２式買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
46

H18.1.30 5,040,000

三菱電機（株）との間で締結している航空機データ表示装置
２式買入は、既調達物品との互換性から今回調達する物品
の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20400
ユーロヘリ（株）
東京都港区南青山2-5-17

ＰＩＮ　ＬＯＣＫＩＮＧ　４個ほか１６
点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
31

H18.1.31 13,228,011

ユーロヘリ（株）との間で締結しているＰＩＮ　ＬＯＣＫＩＮＧ　４個
ほか１６点買入は、航空機用の輸入部品であり、国内での代
理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20401
住商エアロシステム（株）
東京都中央区晴海1-8-8

ＲＩＮＧ８個ほか１２８点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
13

H18.1.31 11,795,788

住商エアロシステム（株）との間で締結しているＲＩＮＧ８個ほ
か１２８点買入は航空機用の輸入部品であり、国内での代理
店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20402
藤倉ゴム工業（株）
東京都品川区西五反田2-
11-20

ゴムボート（ＦＲＲ－１５－Ｂ）１式
ほか１点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
45

H18.1.31 5,086,200

藤倉ゴム工業（株）との間で締結しているゴムボート（ＦＲＲ－
１５－Ｂ）１式ほか１点買入は、航空機用部品の国内での代
理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20403
山陽色素（株）
東京都中央区日本橋本町4-
10-2　ＴＣＩビル

航法目標弾２１９個買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
18

H18.1.31 2,426,958

山陽色素（株）との間で締結している航法目標弾２１９個買入
は、業務上必要とする性能及び機能を有する物品の取扱業
者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20404
三菱重工業（株）
愛知県名古屋市港区大江町
10番地

ＧＬＡＳＳ　ＡＳＳＹ　１個買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
11

H18.2.1 2,672,250
三菱重工業（株）との間で締結しているＧＬＡＳＳ　ＡＳＳＹ　１
個買入は、航空機用部品であり、国内での代理店が特定さ
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20405
丸紅（株）
東京都千代田区大手町1-4-
2

ＢＥＡＲＩＮＧ　ＧＥＡＲＭＯＴＯＲ
１個ほか１点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
25

H18.2.2 8,342,257

丸紅（株）との間で締結しているＢＥＡＲＩＮＧ　ＧＥＡＲＭＯＴＯ
Ｒ　１個ほか１点買入は、航空機用の輸入部品であり、国内
での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）
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20406
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＱＥＣ　ＭＩＮＩ　ＫＩＴ　２個買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
12

H18.2.3 2,009,054

三井物産エアロスペース（株）との間で締結しているＱＥＣ
ＭＩＮＩ　ＫＩＴ　２個買入は、航空機用の輸入部品であり、国内
での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20407

コ－ンズ．アンド．カンパニ
－．リミテッド
神奈川県横浜市中区山下
273

ＣＤ－ＲＯＭ（ロイズレジスターの
船舶情報）１式買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
51

H18.2.6 4,872,000

コ－ンズ．アンド．カンパニ－．リミテッドとの間で締結してい
るＣＤ－ＲＯＭ（ロイズレジスターの船舶情報）１式買入は、業
務上必要とするデータ更新のため購入するものであり、国内
における物品の取扱代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20408
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＦＵＥＬ　ＢＯＯＳＴＥＲ　ＰＵＭＰ
１個ほか２２点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-6

H18.2.7 13,025,895

三井物産エアロスペース（株）との間で締結しているＦＵＥＬ
ＢＯＯＳＴＥＲ　ＰＵＭＰ　１個ほか２２点買入は、航空機用の
輸入部品であり、国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20409
海外アビオテック（株）
東京都港区六本木2-2-5

ＧＮＳ－ＸＬＳ　２個ほか１３点買
入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H18.2.10 44,722,430

海外アビオテック（株）との間で締結しているＧＮＳ－ＸＬＳ　２
個ほか１３点買入は、航空機用の輸入部品であり、国内での
代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20410
朝日航洋（株）
東京都豊島区南池袋2-49-4

ＦＬＯＡＴ　ＡＵＴＯ　ＫＩＴ　３個買
入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
13

H18.2.10 25,343,655

朝日航洋（株）との間で締結しているＦＬＯＡＴ　ＡＵＴＯ　ＫＩＴ
３個買入は、航空機用部品であり、国内での代理店が特定
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20411
日本無線（株）
東京都新宿区西新宿6-10-1

受信機遠隔制御機４台ほか３点
買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
14

H18.2.10 11,382,000

日本無線（株）との間で締結している受信機遠隔制御機４台
ほか３点買入は、既調達物品と適合性を有する物品の取扱
業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20412
新潟造船（株）
新潟県新潟市入船町4-3776

測量船天洋定期修理追加
海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H18.2.10 9,135,000

新潟造船（株）との間で締結している測量船天洋定期修理追
加は、一般競争契約による船舶修理の追加修理のため、同
一業者に実施させ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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの
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20413
伊藤忠アビエーション（株）
東京都港区北青山1-2-3

ＦＬＩＲ　ＩＮＤ　１個ほか１１点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
17

H18.2.10 2,450,171

伊藤忠アビエーション（株）との間で締結しているＦＬＩＲ　ＩＮＤ
１個ほか１１点買入は、航空機用の輸入部品であり、国内で
の代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20414
セナーアンドバーンズ（株）
東京都大田区羽田空港1-6-
6

ソフトウェア２個買入
海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-7

H18.2.10 2,058,000

セナーアンドバーンズ（株）との間で締結しているソフトウェア
２個買入は、業務に必要な性能及び機能を有し、既調達物
品との互換性を有する物品の取扱業者が特定されており、
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20415
池上通信機（株）
東京都大田区池上5-6-16

ヘリコプターテレビシステム簡易
型受信装置２式買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
54

H18.2.16 4,104,450

池上通信機（株）との間で締結しているヘリコプターテレビシ
ステム簡易型受信装置２式買入は、業務上必要とする性能
及び機能を有する物品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20416
（株）リコ－
東京都大田区中馬込1-3-6

行政情報システムサーバフィル
タリング機能追加ほか１件作業

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H18.2.16 2,257,500

（株）リコ－との間で締結している行政情報システムサーバ
フィルタリング機能追加ほか１件作業は、既調達物品の性能
を維持する修理等業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20417
ユーロヘリ（株）
東京都港区南青山2-5-17

ＬＡＮＤＩＮＧ　ＧＥＡＲ　ＬＥＧ　１個
買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
17

H18.2.17 19,950,309

ユーロヘリ（株）との間で締結しているＬＡＮＤＩＮＧ　ＧＥＡＲ
ＬＥＧ　１個買入は、航空機用の輸入部品であり、国内での
代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20418
（株）東陽テクニカ
東京都中央区八重洲1-1-6

浅海用ナローマルチビーム測深
機ソナーヘッド修理

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H18.2.17 4,851,000

（株）東陽テクニカとの間で締結している浅海用ナローマルチ
ビーム測深機ソナーヘッド修理は、既調達物品の性能を維
持する修理業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20419
（株）大正理化
埼玉県越谷市上間久里
1005-4

薬物テストキット（Ｘチェッカー）３
５８箱ほか１点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H18.2.17 2,301,453

（株）大正理化との間で締結している薬物テストキット（Ｘ
チェッカー）３５８箱ほか１点買入は、業務上必要とする性能
及び機能を有する物品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）
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20420
海外アビオテック（株）
東京都港区六本木2-2-5

ＥＬＴ（４５５－５００２）２個ほか２
点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
29

H18.2.20 7,322,070

海外アビオテック（株）との間で締結しているＥＬＴ（４５５－５０
０２）２個ほか２点買入は、航空機用の輸入部品であり、国内
での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20421
三菱商事（株）
東京都千代田区丸の内2-6-
3

追録（ビーチ２００Ｔ用発動機マ
ニュアル）５部ほか７点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
16

H18.2.20 2,519,603

三菱商事（株）との間で締結している追録（ビーチ２００Ｔ用発
動機マニュアル）５部ほか７点買入は、航空機用の輸入部品
であり、国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20422

（株）テイ・エス・エス・ソフトウ
エア
広島県広島市南区出汐2-3-
19

ソフトウェア（国有財産管理Ｕｐ
Ｄａｔｅ／ライセンス版）１個

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
65

H18.2.22 3,381,000

（株）テイ・エス・エス・ソフトウエアとの間で締結しているソフト
ウェア（国有財産管理Ｕｐ　Ｄａｔｅ／ライセンス版）１個は、業
務上必要とする性能及び機能を有し、かつ、既調達物品との
互換性を有する物品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20423
三徳航空電装（株）
東京都大田区東糀谷2-14-5

ＢＡＴＴＥＲＹ（ＭＡ５Ａ）４個ほか３
点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
28

H18.2.23 13,679,400

三徳航空電装（株）との間で締結しているＢＡＴＴＥＲＹ（ＭＡ５
Ａ）４個ほか３点買入は、航空機用部品であり、国内での代
理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20424
三菱重工業（株）
愛知県名古屋市港区大江町
10番地

ＷＭ　ＴＡＮＫ　ＣＥＬＬ　１個買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
55

H18.2.23 4,043,550
三菱重工業（株）との間で締結しているＷＭ　ＴＡＮＫ　ＣＥＬＬ
１個買入は、航空機用部品であり、取扱業者が特定されてお
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20425
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＭＯＵＮＴ　ＡＳＳＹ　　１個買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
18

H18.2.23 1,830,096

三井物産エアロスペース（株）との間で締結しているＭＯＵＮ
Ｔ　ＡＳＳＹ　１個買入は、航空機用の輸入部品であり、国内
での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20426
（株）東京測振
東京都足立区扇3-14-34

錘１，６００個ほか１７点買入
海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-7

H18.2.24 319,461,450

（株）東京測振との間で締結している錘１，６００個ほか１７点
買入は、既調達物品の性能及び機能を確保するために必要
な交換部品の取扱業者であり、他に対応可能な業者が存在
しなく、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）
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20427
（株）光電製作所
東京都大田区多摩川2-13-
24

予備品（ＫＳ－ＯＷＸ－１Ｃ－ＳＰ
ＳＴＡ－２）４個ほか１点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
19

H18.2.24 15,960,000

（株）光電製作所との間で締結している予備品（ＫＳ－ＯＷＸ
－１Ｃ－ＳＰＳＴＡ－２）４個ほか１点買入は、既調達物品の性
能及び機能を確保するために必要な部品の製造販売業者
であり、他に対応可能な業者が存在しなく、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）

20428
長野日本無線（株）
東京都渋谷区千駄ケ谷5-
33-8

予備品（ＡＤＣ－Ａ）１２個ほか７
点　買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
25

H18.2.24 8,011,710

長野日本無線（株）との間で締結している予備品（ＡＤＣ－Ａ）
１２個ほか７点　買入は、既調達物品の性能及び機能を確保
するために必要な部品の製造販売業者であり、他に対応可
能な業者が存在しなく、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）

20429
日本エアロスペース（株）
東京都港区南青山2-5-17

ＥＬＴ　１３個ほか４点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
35

H18.2.24 6,623,316
日本エアロスペース（株）との間で締結しているＥＬＴ　１３個
ほか４点買入は、航空機用部品の国内での代理店が特定さ
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20430

（株）アカサカテック
神奈川県横浜市金沢区福浦
1-1　横浜金沢ハイテクセン
ター17階

船舶観測データ伝送装置６式点
検・修理ほか１件

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
20

H18.2.24 2,392,760

（株）アカサカテックとの間で締結している船舶観測データ伝
送装置６式点検・修理ほか１件は、既調達物品の性能を維
持するための修理業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20431
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＶＡＬＶＥ　ＡＳＳＹ　１個ほか５８
点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-4

H18.2.27 81,526,928

三井物産エアロスペース（株）との間で締結しているＶＡＬＶＥ
ＡＳＳＹ　１個ほか５８点買入は、航空機用の輸入部品であ
り、国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20432
ソニー（株）
東京都品川区北品川6-7-35

ＣＯＷＬＩＮＧ　ＡＳＳＹ　１個買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
12

H18.2.27 28,113,727

ソニー（株）との間で締結しているＣＯＷＬＩＮＧ　ＡＳＳＹ　１個
買入は、航空機用の輸入部品であり、国内での代理店が特
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20433
国際電子工業（株）
東京都中野区南台5-34-10

「明洋」海上重力計定期整備
海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-5

H18.2.27 7,444,500

国際電子工業（株）との間で締結している「明洋」海上重力計
定期整備は、既調達物品の性能及び機能を維持する国内で
の代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
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20434
極東貿易（株）
東京都千代田区大手町2-2-
1　新大手ビル7階

エアガン用交換部品１１個ほか
１５点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
22

H18.2.28 14,920,500

極東貿易（株）との間で締結しているエアガン用交換部品１１
個ほか１５点買入は、既調達物品の性能及び機能を確保す
るために必要な部品の取扱業者であり、他に対応可能な業
者が存在しなく、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）

20435
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＰＬＵＧ　６個ほか７点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
23

H18.2.28 14,892,062

三井物産エアロスペース（株）との間で締結しているＰＬＵＧ
６個ほか７点買入は、航空機用の輸入部品であり、国内での
代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20436

エーピーシーエアロスペシャ
ルティ（株）
東京都千代田区内神田1-9-
10

ＣＯＮＴＡＩＮＥＲ　１個買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
27

H18.2.28 7,980,000

エーピーシーエアロスペシャルティ（株）との間で締結してい
るＣＯＮＴＡＩＮＥＲ　１個買入は、当庁の航空機用エンジンを
収納するためのコンテナであり、物品の取扱業者が特定され
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20437
日本エアロスペース（株）
東京都港区南青山2-5-17

ＴＵＲＮ　＆　ＢＡＮＫ　ＩＮＤ　１個
ほか６５点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
38

H18.2.28 6,459,588

日本エアロスペース（株）との間で締結しているＴＵＲＮ　＆
ＢＡＮＫ　ＩＮＤ　１個ほか６５点買入は、航空機用部品の国内
での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20438

（株）テイ・エス・エス・ソフトウ
エア
広島県広島市南区出汐2-3-
19

ソフトウェア（維持費管理Ｖｅｒ３
／ライセンス版）１個買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-8

H18.2.28 2,940,000

（株）テイ・エス・エス・ソフトウエアとの間で締結しているソフト
ウェア（維持費管理Ｖｅｒ３／ライセンス版）１個買入は、既調
達物品の性能及び機能を確保するために必要な部品の取
扱業者であり、他に対応可能な業者が存在しなく、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）

20439
（株）ケンウッド
神奈川県横浜市緑区白山1-
16-2

航空機国際ＶＨＦ（ＦＭ）送受信
機１個ほか６点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-7

H18.2.28 2,110,500

（株）ケンウッドとの間で締結している航空機国際ＶＨＦ（ＦＭ）
送受信機１個ほか６点買入は、当庁航空機に使用するため
専用に設計されたものであり、他に同等品が存在しなく、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）

20440
横河電子機器（株）
東京都渋谷区千駄ケ谷5-
23-13

データ収録装置２台ほか１点
買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
51

H18.3.1 4,273,500

横河電子機器（株）との間で締結しているデータ収録装置２
台ほか１点　買入は、既調達物品との互換性が確保され、業
務上必要とする性能及び機能を有する物品の取扱業者が特
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
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20441
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＦＬＯＡＴ　ＢＡＧ　１個ほか４点買
入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
63

H18.3.1 3,425,594

三井物産エアロスペース（株）との間で締結しているＦＬＯＡＴ
ＢＡＧ　１個ほか４点買入は、航空機用部品であり、国内での
代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20442
セナーアンドバーンズ（株）
東京都大田区羽田空港1-6-
6

航路標識評価システム装置改
修

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H18.3.1 2,428,452
セナーアンドバーンズ（株）との間で締結している航路標識評
価システム装置改修は、技術的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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20443
三菱電機（株）
東京都千代田区丸の内2-7-
3

海洋短波レーダー（本局）ほか２
点定期整備

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-4

H18.3.1 1,622,250

三菱電機㈱との間で締結している海洋短波レーダー（本局）
ほか２点定期整備は、既調達物品の性能を維持する保守業
者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20444
古野電気（株）
東京都千代田区神田和泉町
2-6　神田和泉町亜細亜ビル

サテライトコンパス８式　買入
海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-8

H18.3.3 12,000,000

古野電気（株）との間で締結しているサテライトコンパス８式
買入は、業務上必要とする性能及び機能を有する物品の取
扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20445
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

振動解析装置（ＲＡＤＳ－ＡＴ）１
個ほか１点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
30

H18.3.3 7,243,996

三井物産エアロスペース（株）との間で締結している振動解
析装置（ＲＡＤＳ－ＡＴ）１個ほか１点買入は、当庁航空機に
使用する機体及び発動機の振動解析装置であり、国内での
代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20446
日本エアロスペース（株）
東京都港区南青山2-5-17

ＳＴＡＲＴＥＲ　１個ほか１９点買
入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
30

H18.3.3 7,185,387

日本エアロスペース（株）との間で締結しているＳＴＡＲＴＥＲ
１個ほか１９点買入は、航空機用の輸入部品であり、国内で
の代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20447
（株）ゼニライトブイ
東京都港区新橋3-3-9　阪急
交通社東京ビル4Ｆ

航路標識用ＡＩＳ１式買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
19

H18.3.3 2,415,000

（株）ゼニライトブイとの間で締結している航路標識用ＡＩＳ１
式買入は、業務上必要とする性能及び機能を有する物品の
取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）
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20448
日本エアロスペース（株）
東京都港区南青山2-5-17

ＥＮＧＩＮＥ（ＭＡＫＩＬＡ　２Ａ）２台
ほか４点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-6

H18.3.6 359,096,881

日本エアロスペース（株）との間で締結しているＥＮＧＩＮＥ（Ｍ
ＡＫＩＬＡ　２Ａ）２台ほか４点買入は、航空機用の輸入部品で
あり、国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20449
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＥＮＧＩＮＥ（ＧＴ７－９Ｂ）２台ほか
６点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-8

H18.3.6 314,003,815

三井物産エアロスペース（株）との間で締結しているＥＮＧＩＮ
Ｅ（ＧＴ７－９Ｂ）２台ほか６点買入は、航空機用の輸入部品で
あり、国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20450
日本エアロスペース（株）
東京都港区南青山2-5-17

ＥＮＧＩＮＥ（ＡＲＲＩＥＬ　２Ｓ２）１台
買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H18.3.6 85,214,227

日本エアロスペース（株）との間で締結しているＥＮＧＩＮＥ（Ａ
ＲＲＩＥＬ　２Ｓ２）１台買入は、航空機用の輸入部品であり、国
内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20451
国際電子工業（株）
東京都中野区南台5-34-10

「拓洋」海上重力計定期整備ほ
か１件

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H18.3.6 28,986,199

国際電子工業（株）との間で締結している「拓洋」海上重力計
定期整備ほか１件は、既調達物品の性能及び機能を維持す
る国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20452
（株）ゼニライトブイ
東京都港区新橋3-3-9　阪急
交通社東京ビル4Ｆ

漂流ブイ（ＺＴＢ－Ｒ１－１２　ド
ローグ付）１個ほか６点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
52

H18.3.6 4,210,500

（株）ゼニライトブイとの間で締結している漂流ブイ（ＺＴＢ－Ｒ
１－１２　ドローグ付）１個ほか６点買入は、業務上必要とす
る性能及び機能を有する物品の取扱業者が特定されてお
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20453
渦潮電機（株）
愛媛県今治市大西町九王甲
1520

燃焼解析装置３式　買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
17

H18.3.7 9,755,550

渦潮電機（株）との間で締結している燃焼解析装置３式　買
入は、業務上必要とする性能及び機能を有する物品の取扱
業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20454
セナーアンドバーンズ（株）
東京都大田区羽田空港1-6-
6

ディファレンシャルＧＰＳ運用装
置（解析部）１台ほか１点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
56

H18.3.7 4,042,500

セナーアンドバーンズ（株）との間で締結しているディファレン
シャルＧＰＳ運用装置（解析部）１台ほか１点買入は、既調達
物品との互換性を確保し、機器の構成及び性能を維持する
ための物品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）
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20455
商船三井テクノトレード（株）
東京都千代田区内神田2-3-
4　国際興業神田ビル

ＢＳアンテナ７台ほか１点　買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
15

H18.3.8 11,363,100

商船三井テクノトレード（株）との間で締結しているＢＳアンテ
ナ７台ほか１点　買入は、既調達物品の性能及び機能を確
保するために必要な部品の取扱業者であり、他に対応可能
な業者が存在しなく、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）

20456
三井造船（株）
東京都中央区築地5-6-4

Ｏリング（ＪＢ２４０１１ＡＸＧ１８０）
６個ほか２０４点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
32

H18.3.8 7,080,504

三井造船（株）との間で締結しているＯリング（ＪＢ２４０１１ＡＸ
Ｇ１８０）６個ほか２０４点買入は、既調達物品の性能及び機
能を確保するために必要な部品の取扱業者であり、他に対
応可能な業者が存在しなく、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）

20457
ユーロヘリ（株）
東京都港区南青山2-5-17

ＳＴＡＢＩＬＩＺＥＲ　ＡＳＳＹ　１個買
入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
40

H18.3.8 5,490,747

ユーロヘリ（株）との間で締結しているＳＴＡＢＩＬＩＺＥＲ　ＡＳＳ
Ｙ　１個買入は、航空機用の輸入部品であり、国内での代理
店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20458
ヤマハ発動機（株）
東京都港区三田3-13-16

７メートル型高速警備救難艇搭
載機関２台　買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
47

H18.3.8 5,040,000

ヤマハ発動機（株）との間で締結している７メートル型高速警
備救難艇搭載機関２台　買入は、調達物品の国内での代理
店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20459

（株）テイ・エス・エス・ソフトウ
エア
広島県広島市南区出汐2-3-
19

ソフトウェア１個　買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
13

H18.3.8 2,616,600

（株）テイ・エス・エス・ソフトウエアとの間で締結しているソフト
ウェア１個　買入は、業務上必要とする性能及び機能を有
し、かつ、既調達物品との互換性を有する物品の取扱業者
が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20460

カヤバシステムマシナリー
(株)
東京都港区芝大門2-5-5　住
友不動産芝大門ビル

シリンダロット（昭洋バウスラスタ
ゲート開閉シリンダ）１本買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
10

H18.3.8 2,044,560

カヤバシステムマシナリー(株)との間で締結しているシリンダ
ロット（昭洋バウスラスタゲート開閉シリンダ）１本買入は、既
調達物品の性能及び機能を確保するために必要な部品の
取扱業者であり、他に対応可能な業者が存在しなく、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）

20461
富士興産（株）
東京都港区芝5-30-5

クランク室窓蓋パッキン（Ａ７８２
００－８）８個ほか２５５点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
17

H18.3.9 10,573,826

富士興産（株）との間で締結しているクランク室窓蓋パッキン
（Ａ７８２００－８）８個ほか２５５点買入は、物品の取扱業者が
特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）
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20462
（有）シールズ
神奈川県横浜市港南区港南
台8-29-4

ソフトウェア１個　買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
10

H18.3.9 2,782,500

（有）シールズとの間で締結しているソフトウェア１個　買入
は、業務上必要とする性能及び機能を有する物品の取扱業
者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20463
富士内燃工業（株）
神奈川県川崎市多摩区堰1-
13-34

弁箱パッキン（Ｅ２４５８００３４０
Ｚ）１２個ほか３７８点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
51

H18.3.10 4,381,672

富士内燃工業（株）との間で締結している弁箱パッキン（Ｅ２
４５８００３４０Ｚ）１２個ほか３７８点買入は、物品の取扱業者
が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20464
（株）パスコ
東京都目黒区東山1-1-2

ソフトウェア（㈱パスコ製津波解
析支援ＧＩＳ）１個　買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
13

H18.3.10 2,648,100

（株）パスコとの間で締結しているソフトウェア（㈱パスコ製津
波解析支援ＧＩＳ）１個　買入は、業務上必要とする性能及び
機能を有する物品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20465
ヤンマーエンジニアリング
（株）
東京都港区新橋1-1-1

ザガネ（ミガキ２２）１０個ほか３６
２点　買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-5

H18.3.10 2,193,020

ヤンマーエンジニアリング（株）との間で締結しているザガネ
（ミガキ２２）１０個ほか３６２点　買入は、物品の取扱業者が
特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20466
富永物産（株）
東京都中央区日本橋本町2-
6-3

ディーゼル機関（ＭＴＵ１６Ｖ４００
０Ｍ９０）１式買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-9

H18.3.13 200,000,000

富永物産（株）との間で締結しているディーゼル機関（ＭＴＵ１
６Ｖ４０００Ｍ９０）１式買入は、既調達物品との互換性を確保
するために必要な物品の取扱業者であり、他に対応可能な
業者が存在しなく、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）

20467
（株）池貝ディーゼル
神奈川県横浜市鶴見区江ケ
崎町3-43

ディーゼル機関（ＭＡＮ　Ｄ２８４
２ＬＥ４１７）１式買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-5

H18.3.13 43,050,000

（株）池貝ディーゼルとの間で締結しているディーゼル機関
（ＭＡＮ　Ｄ２８４２ＬＥ４１７）１式買入は、既調達物品との互換
性を確保するために必要な物品の取扱業者であり、他に対
応可能な業者が存在しなく、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）

20468
セナーアンドバーンズ（株）
東京都大田区羽田空港1-6-
6

複合測位装置改修整備
海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H18.3.13 13,545,000
セナーアンドバーンズ（株）との間で締結している複合測位装
置改修整備は、技術的理由により、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）
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20469
（株）東陽テクニカ
東京都中央区八重洲1-1-6

地層探査機１式　買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
31

H18.3.13 7,140,000

（株）東陽テクニカとの間で締結している地層探査機１式　買
入は、業務上必要とする性能及び機能を有する物品の取扱
業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20470
住友重機械工業（株）
東京都西東京市谷戸町2-1-
1

標的２０基買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
60

H18.3.13 3,740,100

住友重機械工業（株）との間で締結している標的２０基買入
は、業務上必要とする性能及び機能を有する物品の取扱業
者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20471
セナーアンドバーンズ（株）
東京都大田区羽田空港1-6-
6

予備品（ＤＧＰＳ受信機）１個ほ
か１点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
21

H18.3.13 2,362,500

セナーアンドバーンズ（株）との間で締結している予備品（ＤＧ
ＰＳ受信機）１個ほか１点買入は、既調達物品の性能及び機
能を確保するために必要な部品の取扱業者であり、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）

20472
千本電機（株）
静岡県沼津市岡宮1299番地
の3

記録紙５５０本　買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
13

H18.3.13 1,975,050

千本電機（株）との間で締結している記録紙５５０本　買入
は、既調達物品との互換性を確保し、業務上必要とする性
能及び機能を有する物品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20473
（株）東陽テクニカ
東京都中央区八重洲1-1-6

記録紙１２０本買入
海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-6

H18.3.14 2,154,600

（株）東陽テクニカとの間で締結している記録紙１２０本買入
は、既調達物品の性能及び機能を確保するために必要な部
品の取扱業者であり、他に対応可能な業者が存在しなく、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）

20474
（株）ジェー・アール・シー・エ
ス
下関市東大和町1-2-14

船舶保守管理装置（Ⅰ型）４式
ほか２点　買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
10

H18.3.15 11,970,000

（株）ジェー・アール・シー・エスとの間で締結している船舶保
守管理装置（Ⅰ型）４式ほか２点　買入は、業務上必要とす
る性能及び機能を有する物品の取扱業者が特定されてお
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20475
三徳航空電装（株）
東京都大田区東糀谷2-14-5

ＢＡＴＴＥＲＹ　２個買入
海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-4

H18.3.15 3,084,900
三徳航空電装（株）との間で締結しているＢＡＴＴＥＲＹ　２個
買入は、航空機用部品の国内での代理店が特定されてお
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）
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20476

（株）テイ・エス・エス・ソフトウ
エア
広島県広島市南区出汐2-3-
19

インクリボン５０本ほか１点買入
海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-9

H18.3.15 2,052,750

（株）テイ・エス・エス・ソフトウエアとの間で締結しているイン
クリボン５０本ほか１点買入は、既調達物品の性能及び機能
を確保するために必要な部品の取扱業者であり、他に対応
可能な業者が存在しなく、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）

20477
（株）東陽テクニカ
東京都中央区八重洲1-1-6

ナローマルチビーム音響測深機
定期整備

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H18.3.16 10,538,325

（株）東陽テクニカとの間で締結しているナローマルチビーム
音響測深機定期整備は、既調達物品の性能を維持する修
理業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20478
新潟原動機（株）
東京都中央区八重洲2-9-7

予備品（タービン車室）１式ほか
７点　買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
55

H18.3.16 4,100,000

新潟原動機（株）との間で締結している予備品（タービン車
室）１式ほか７点　買入は、既調達物品の性能及び機能を確
保するために必要な部品の取扱業者であり、他に対応可能
な業者が存在しなく、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）

20479
妙高機械工業（株）
神奈川県横浜市鶴見区元宮
2-1-64

予備品（推進軸　０６５０－１１９
１５Ｂ）２個買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
62

H18.3.16 3,457,890

妙高機械工業（株）との間で締結している予備品（推進軸　０
６５０－１１９１５Ｂ）２個買入は、既調達物品の性能及び機能
を確保するために必要な部品の取扱業者であり、他に対応
可能な業者が存在しなく、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）

20480
（株）池貝ディーゼル
神奈川県横浜市鶴見区江ケ
崎町3-43

予備品（交流発電機）１台ほか５
点　買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-7

H18.3.16 3,021,039

（株）池貝ディーゼルとの間で締結している予備品（交流発電
機）１台ほか５点　買入は、調達物品の国内での代理店が特
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20481
ユーロヘリ（株）
東京都港区南青山2-5-17

ＭＡＩＮ　ＲＯＴＯＲ　ＨＥＡＤ　ＡＳＳ
Ｙ　１個ほか１７７点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-4

H18.3.17 1,044,209,932

ユーロヘリ（株）との間で締結しているＭＡＩＮ　ＲＯＴＯＲ　ＨＥ
ＡＤ　ＡＳＳＹ　１個ほか１７７点買入は、航空機用の輸入部品
であり、国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20482
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＡＣ　ＧＥＮＥＲＡＴＯＲ　１個ほか
４４点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H18.3.17 141,075,588

三井物産エアロスペース（株）との間で締結しているＡＣ　ＧＥ
ＮＥＲＡＴＯＲ　１個ほか４４点買入は、航空機用の輸入部品
であり、国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）
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20483
朝日航洋（株）
東京都豊島区南池袋2-49-4

ＨＹＤ　ＰＲＥＳＳ　ＴＸ　２個ほか１
０１点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H18.3.17 126,950,371

朝日航洋（株）との間で締結しているＨＹＤ　ＰＲＥＳＳ　ＴＸ　２
個ほか１０１点買入は、航空機用部品であり、国内での代理
店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20484
日本エアロスペース（株）
東京都港区南青山2-5-17

ＥＮＧＩＮＥ　ＣＯＮＴＴＯＬＥ　ＵＮＩＴ
１個ほか２３点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-4

H18.3.17 44,698,050

日本エアロスペース（株））との間で締結しているＥＮＧＩＮＥ
ＣＯＮＴＴＯＬＥ　ＵＮＩＴ　１個ほか２３点買入は、航空機用部品
であり、国内での代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20485
極東貿易（株）
東京都千代田区大手町2-2-
1

ＨＦ　ＴＲ　１個ほか１４点買入
海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-9

H18.3.17 32,134,691

極東貿易（株）との間で締結しているＨＦ　ＴＲ　１個ほか１４
点買入は、航空機用の輸入部品であり、国内での代理店が
特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20486
極東貿易（株）
東京都千代田区大手町2-2-
1

ＨＦ　ＡＮＴ　ＣＯＵＰＬＥＲ　１個ほ
か７点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
13

H18.3.17 27,570,880

極東貿易（株）との間で締結しているＨＦ　ＡＮＴ　ＣＯＵＰＬＥＲ
１個ほか７点買入は、航空機用の輸入部品であり、国内での
代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20487
日本エアロスペース（株）
東京都港区南青山2-5-17

ＳＥＡＲＣＨ　ＲＡＤＡＲ　ＧＰＳ／Ｉ
ＮＳ　１個買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
16

H18.3.17 20,793,834

日本エアロスペース（株）との間で締結しているＳＥＡＲＣＨ
ＲＡＤＡＲ　ＧＰＳ／ＩＮＳ　１個買入は、航空機用高性能監視
レーダの輸入部品であり、国内での代理店が特定されてお
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20488
朝日航洋（株）
東京都豊島区南池袋2-49-4

ＷＨＥＥＬ１個ほか８０点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
21

H18.3.17 14,948,247

朝日航洋（株）との間で締結しているＷＨＥＥＬ１個ほか８０点
買入は、航空機用の輸入部品であり、国内での代理店が特
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20489
日本エアロスペース（株）
東京都港区南青山2-5-17

ＢＬＥＥＤ　ＶＡＬＶＥ　２個ほか６
点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-5

H18.3.17 13,158,600

日本エアロスペース（株）との間で締結しているＢＬＥＥＤ　ＶＡ
ＬＶＥ　２個ほか６点買入は、航空機用部品であり、国内での
代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）
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20490
シャ－プ（株）
東京都新宿区市谷八幡町8
番地

予備品（過充電防止回路）２個
ほか８点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
23

H18.3.17 8,575,875

シャ－プ（株）との間で締結している予備品（過充電防止回
路）２個ほか８点買入は、既調達物品の性能及び機能を確
保するために必要な部品の製造販売業者であり、他に対応
可能な業者が存在しなく、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）

20491
日本光機工業（株）
神奈川県川崎市幸区下平間
290番地

予備品（光学系ユニット（Ⅱ型
赤））１個ほか８点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
26

H18.3.17 8,005,662

日本光機工業（株）との間で締結している予備品（光学系ユ
ニット（Ⅱ型赤））１個ほか８点買入は、既調達物品の性能及
び機能を確保するために必要な部品の製造販売業者であり
他に対応可能な業者が存在しなく、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）

20492
（株）鶴見精機
神奈川県横浜市鶴見区鶴見
中央2―2―20

鉛直水温連続測定装置改修
海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-6

H18.3.17 7,317,135
（株）鶴見精機との間で締結している鉛直水温連続測定装置
改修は、既調達物品の性能を維持する修理業者が特定され
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20493
川重防災工業（株）
東京都新宿区市ヶ谷本村町
1-1

ガスマスク（８型）２２個ほか１点
買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
49

H18.3.17 4,887,960

川重防災工業（株）との間で締結しているガスマスク（８型）２
２個ほか１点　買入は、業務上必要とする性能及び機能を有
する物品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20494
小川テント（株）
東京都江東区福住1-14-7

軽量防舷物１５個　買入
海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

H18.3.17 3,132,675

小川テント（株）との間で締結している軽量防舷物１５個　買
入は、業務上必要とする性能及び機能を有する物品の取扱
業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20495
三菱重工業（株）
愛知県名古屋市港区大江町
10番地

ＧＬＡＳＳ　ＡＳＳＹ　１個買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
12

H18.3.20 2,672,250
三菱重工業（株）との間で締結しているＧＬＡＳＳ　ＡＳＳＹ　１
個買入は、航空機用部品であり、国内での代理店が特定さ
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20496
（株）トキメック
東京都大田区南蒲田2-16-
46

動揺検出装置検出部２式　買入
海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-4

H18.3.22 13,198,500

（株）トキメックとの間で締結している動揺検出装置検出部２
式　買入は、業務上必要とする性能及び機能を有する物品
の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）
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20497
藤倉ゴム工業㈱
東京都品川区西五反田2-
11-20

救命胴衣５４着ほか１点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
20

H18.3.22 8,910,300
藤倉ゴム工業㈱との間で締結している救命胴衣５４着ほか１
点買入は、業務上必要とする物品の販売代理店が特定され
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20498

（株）テイ・エス・エス・ソフトウ
エア
広島県広島市南区出汐2-3-
19

ソフトウェア（経理管理業務）１個
ほか１点　買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
48

H18.3.24 4,983,300

（株）テイ・エス・エス・ソフトウエアとの間で締結しているソフト
ウェア（経理管理業務）１個ほか１点　買入は、業務上必要と
する性能及び機能を有し、かつ、既調達物品との互換性を
有する物品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20499
石川機材（株）
東京都千代田区岩本町2-2-
7

給油装置１式買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
16

H18.3.28 1,899,618

石川機材（株）との間で締結している給油装置１式買入は、
業務上必要とする性能及び機能を有する物品の取扱業者が
特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20500
興亜化工（株）
東京都中央区東日本橋2-
13-9

救命索発射器１式ほか４点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
19

H18.3.28 1,634,010

興亜化工㈱との間で締結している救命索発射器１式ほか４
点買入は、業務上必要とする性能及び機能を有する物品の
取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20501
三菱重工業（株）
東京都港区港南2-16-5

レートジャイロ１台ほか１点買入

海上保安庁次長　平田　憲一
郎
東京都千代田区霞ヶ関2-1-
34

H18.3.30 6,720,000

三菱重工業（株）との間で締結しているレートジャイロ１台ほ
か１点買入は、既調達物品との互換性を確保し、性能及び
機能を維持するために必要な部品の取扱業者が特定されて
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20502
日立キャピタル（株）
広島市中区袋町５番２５号

学内情報処理システム保守
海上保安大学校長　真角　孝
吉
呉市若葉町５－１

H17.4.1 9,320,976

日立キャピタル㈱との間で締結している学内情報処理システ
ム保守事業については、要求する保守・ソフトノアップグレー
ド及びＯＳの修正ソフトへの対応について履行できる唯一の
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

競争入札に移行
（２１年度に競争入札
を行い、その後、国庫
債務による複数年契
約に移行）

20503
（株）弘法
広島市中区千田町１丁目３番
４号

電子複写機（総務・会計・教務・
操船シミュレーター室）保守管理

海上保安大学校長　真角　孝
吉
呉市若葉町５－１

H17.4.1 1,965,337

㈱弘法との間に締結している（株）コニカ・ミノルタ製の複写
機の保守事業については、要求する内容に合致した契約を
履行するには同社の販売・保守部門となるミノルタ販売株式
会社広島支店より委任されている（株）弘法が履行できる唯
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
競争入札に移行
（１８年７月から一般
競争入札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20504
（株）コウショー
広島県呉市築地町４番２０号

電子複写機（講座）保守管理
海上保安大学校長　真角　孝
吉
呉市若葉町５－１

H17.4.1 1,749,290

㈱コウシヨーとの間で締結している京セラミタジャパン（株）製
の複写機の保守事業については、要求する内容に合致した
契約を履行するには同社の販売・保守部門となる京セラミタ
ジャパン（株）広島ブランチより委任されている（株）コウ
ショーが履行できる業者であり、競争をるため。(会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行
（１８年７月から一般
競争入札に移行）

20505

日本無線（株）
広島市中区八丁堀１４番４号
広島八丁堀第一生命ビル
ディング

レーダーシミュレーター保守
海上保安大学校長　真角　孝
吉
呉市若葉町５－１

H17.4.1 1,575,000

日本無線㈱との間で締結しているレーダーシミュレーター保
守事業については、要求する保守及び性能試験内容に合致
した試験を履行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
競争入札に移行予定
（１９年度から一般競
争入札に移行予定）

20506
日立キャピタル（株）
広島市中区袋町５番２５号

情報処理演習室システム機器
借入・保守

海上保安大学校長　真角　孝
吉
呉市若葉町５－１

H17.4.1 1,316,016

㈱日立キャピタルとの間で締結している情報処理演習システ
ム機器借入・保守事業については、要求する保守への対応
について履行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

競争入札に移行
（２１年度に競争入札
を行い、その後、国庫
債務による複数年契
約に移行）

20507
広島総合警備保障（株）
広島市安佐南区西原８丁目３
４番３号

構内警備委託
海上保安大学校長　真角　孝
吉
呉市若葉町５－１

H17.4.1 1,134,000

広島総合警備保障（株）との間で締結している構内警備委託
事業については、機械警備システム導入時に落札した業者
で、要求する保守及び緊急時の対応等を履行できる唯一の
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
競争入札に移行予定
（１９年度から一般競
争入札に移行予定）

20508

レクシスネクシスジャパン
（株）
東京都世田谷区太子堂４－１
－１
キャロットタワー１９階

情報データベース利用承諾料
海上保安大学校長　真角　孝
吉
呉市若葉町５－１

H17.8.23 1,048,600

レクシスネクシスジャパン（株）との間で締結している情報
データベース利用事業については、情報データベース利用
承諾料に関する事務については、レクシスネクシス社が運用
するデータベースであり、同データベースを利用するには同
社の日本代理店であるレクシスネクシスジャパン（株）が履行
できる国内で唯一の業者であり、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
競争入札に移行予定
（１９年度から一般競
争入札に移行予定）

20509
（株）オキシーテック
東京都港区芝４－２－８
芝ＫⅠビル２Ｆ

水中セキュリティソーナーの送
受波器特性評価試験

海上保安大学校長　真角　孝
吉
呉市若葉町５－１

H17.12.22 5,250,000

㈱オキシーテックとの間で締結している水中セキュリティーソ
ナーの送受波器特性評価試験事業については、要求する評
価試験内容に合致した試験を履行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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20510
北海道リコ－(株)
北海道札幌市北区北７条４丁
目１２番地

電子複写機保守５７台
第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.4.1 13,335,485
北海道リコ－(株)との間で締結している電子複写機保守は、
既調達物品の性能を維持する保守業者が特定されており、
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年度から一般競
争入札に移行）

「単価」
7.38ほか



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
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20511
富士ゼロックス（株）
北海道札幌市中央区大通西
７丁目３番１号

電子複写機保守１８台
第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.4.1 6,576,431
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
は、既調達物品の性能を維持する保守業者が特定されてお
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年度から一般競
争入札に移行）

「単価」
5.37ほか

20512
釧路タグボ－ト（株）
北海道釧路市西港１丁目１０
０番地１５

船舶曳船（釧路）
第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.4.1 5,944,312
釧路タグボ－ト（株）との間で締結している船舶曳船は、要求
する内容に合致した契約を履行できる者が特定されており、
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年度から一般競
争入札に移行）

「単価」
67,935ほか

20513
共同通船(株)
北海道函館市海岸町２５番８
号

巡視船繋離船作業（函館）
第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.4.1 1,368,727
共同通船(株)との間で締結している巡視船繋離船作業は、
要求する内容に合致した契約を履行できる者が他になく、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年度から一般競
争入札に移行）

「単価」
16,000ほか

20514
室蘭給水（株）
北海道室蘭市海岸町３丁目２
番１号

船舶給水（室蘭）予定数量２，０
８０Ｌ

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.4.1 1,261,260
室蘭給水（株）との間で締結している船舶給水は、物品の取
扱業者が特定されており、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年度から一般競
争入札に移行）

「単価」
441ほか

20515
三菱重工業（株）
北海道札幌市中央区北二条
西４丁目１番地（北海道ビル）

巡視船えりも自航式水中テレビ
装置修理

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.4.14 3,990,000

三菱重工業（株）との間で締結している巡視船えりも自航式
水中テレビ装置修理は、既調達物品の性能及び機能を確保
するために必要な部品の取扱業者が特定されており、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年度から一般競
争入札に移行）

20516
日本放送協会札幌放送局
北海道札幌市中央区大通西
１－１

平成１７年度ＮＨＫ放送受信料
第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.4.1 3,946,186

日本放送協会との間で締結している請負契約については、
情報提供内容が限定されることにより、提供者が一に特定さ
れ国内唯一の提供業者であり、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20517
（有）共栄鉄工所
北海道小樽市高島１丁目３番
８号

クランクピンボルト２４個ほか２
点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.5.6 3,187,409
（有）共栄鉄工所との間で締結しているクランクピンボルト２４
個ほか２点買入は、物品の取扱業者が特定されており、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年度から一般競
争入札に移行）
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20518
フルノ北日本販売（株）
北海道札幌市中央区北三条
西７丁目１番地

音波ログ用振動子３個買入
第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.5.13 1,984,500

フルノ北日本販売（株）との間で締結している音波ログ用振
動子３個買入は、既調達物品の性能及び機能を確保するた
めに必要な部品の取扱業者であるために必要な部品の取
扱い業者であり対応可能な業者が存在せず競争を許さない
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年度から一般競
争入札に移行）

20519

ロ－ルス．ロイスマリンジャパ
ン（株）
東京都千代田区九段南２－５
－１

保護亜鉛（８０Ｓ用）２個ほか１８
点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.5.13 1,896,032

ロ－ルス．ロイスマリンジャパン（株）との間で締結している保
護亜鉛（８０Ｓ用）２個ほか１８点買入は、既調達物品の性能
及び機能を確保するために必要な部品の取扱業者であり、
他に対応可能な業者が存在せ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年度から一般競
争入札に移行）

20520
小樽舶用電機(株)
北海道小樽市色内３丁目４番
３号

ドライフィット３６個ほか１点買入
第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.5.16 3,740,100
小樽舶用電機(株)との間で締結しているドライフィット３６個
ほか１点買入は、物品の取扱業者が特定されており、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年度から一般競
争入札に移行）

20521
日新興業（株）
北海道札幌市中央区北３条
西７丁目

アネモ型防塵対策吹出口（ＮＳＰ
Ｈ－１７型）６台ほか８点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.5.17 2,957,734

日新興業（株）との間で締結しているアネモ型防塵対策吹出
口（ＮＳＰＨ－１７型）６台ほか８点買入は、既調達物品の性
能及び機能を確保するために必要な部品の取扱業者であ
り、他に対応可能な業者が存在せ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年度から一般競
争入札に移行）

20522
ザーケ日本トラテック（株）
東京都杉並区高円寺北２丁
目３９番３３号

海洋生物付着防止装置電極（Ｍ
ＧＢ４５０）６個ほか５点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.5.19 3,393,600

ザーケ日本トラテック（株）との間で締結している海洋生物付
着防止装置電極（ＭＧＢ４５０）６個ほか５点買入は、既調達
物品の性能及び機能を確保するために必要な部品の取扱
業者であり、他に対応可能な業者が存在せず競争を許さな
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年度から一般競
争入札に移行）

20523
島田燈器工業（株）
北海道札幌市東区北二十二
条東１６丁目４－２１

温気暖房機（ＤＨ－５０Ｍ）１個ほ
か１点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.5.27 2,205,000

島田燈器工業（株）との間で締結している温気暖房機（ＤＨ－
５０Ｍ）１個ほか１点買入は、既調達物品の性能及び機能を
確保するために必要な部品の取扱業者であり、他に対応可
能な業者が存在せ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年度から一般競
争入札に移行）

20524
小樽舶用電機(株)
北海道小樽市色内３丁目４番
３号

ワイパーブレード（３００－１１０２
Ｄ）１０個ほか５９点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.6.3 1,988,721

小樽舶用電機(株)との間で締結しているワイパーブレード（３
００－１１０２Ｄ）１０個ほか５９点買入は、既調達物品の性能
及び機能を確保するために必要な部品の取扱業者であり、
他に対応可能な業者が存在せ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年度から一般競
争入札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20525
共栄機材（株）
北海道小樽市高島１丁目２番
２号

コアレッサー（ＯＦＣ－１Ｃ）４組ほ
か４点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.6.7 3,609,102

共栄機材（株）との間で締結しているコアレッサー（ＯＦＣ－１
Ｃ）４組ほか４点買入は、既調達物品の性能及び機能を確保
するために必要な部品の取扱業者であり、他に対応可能な
業者が存在せ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年度から一般競
争入札に移行）

20526
三菱商事（株）
東京都千代田区丸の内２丁
目６番３号

シコルスキーＳ７６Ｃ運航要員研
修（操縦（国外））

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.6.13 3,400,220

三菱商事（株）との間で締結しているシコルスキーＳ７６Ｃ運
航要員研修は、要求する研修内容に合致した契約を履行で
きる業者が特定されており、競争を許さないため。（会計法２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行
（19年度から一般競
争入札に移行）

20527
三菱商事（株）
東京都千代田区丸の内２丁
目６番３号

航空機緊急操作技能維持研修
（シコルスキーＳ７６Ｃ）

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.6.22 4,317,134

三菱商事（株）との間で締結している航空機緊急操作技能維
持研修は、要求する研修内容に合致した契約を履行できる
者が特定されており、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年度から一般競
争入札に移行）

20528
共栄機材（株）
北海道小樽市高島１丁目２番
２号

ニードルバルブ６個ほか２３３点
買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.6.27 4,769,969
共栄機材（株）との間で締結しているニードルバルブ６個ほ
か２３３点買入は、物品の取扱業者が特定されており、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年度から一般競
争入札に移行）

20529
（株）片島鉄工所
北海道釧路市宝町３番３５号

排気弁ロートキャップ皿バネ１６
個ほか４１点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.6.27 3,815,193
（株）片島鉄工所との間で締結している排気弁ロートキャップ
皿バネ１６個ほか４１点買入は、物品の取扱業者が特定され
ており、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年度から一般競
争入札に移行）

20530
札幌テレビ放送（株）
札幌市中央区北１条西８丁目
１－１

ライフジャケット着用啓発CM１式
第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.7.7 2,600,000

札幌テレビ放送（株）との間で締結しているライフジャケット着
用啓発CM１式は、要求する内容に合致した契約を履行でき
る者が他になく、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
１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

20531
小樽舶用電機(株)
北海道小樽市色内３丁目４番
３号

風向風速計（ＭＭ－３１型）１式
買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.7.7 2,290,050
小樽舶用電機(株)との間で締結している風向風速計（ＭＭ－
３１型）１式買入は、物品の取扱業者が特定されており、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年度から一般競
争入札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20532
（株）片島鉄工所
北海道釧路市宝町３番３５号

Ｏリング（００５Ｑ０１４）６個ほか
７４点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.7.15 3,018,310
（株）片島鉄工所との間で締結しているＯリング（００５Ｑ０１
４）６個ほか７４点買入は、物品の取扱業者が特定されてお
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年度から一般競
争入札に移行）

20533
日新興業（株）
北海道札幌市中央区北３条
西７丁目

アネモ型防塵対策吹出口(ＮＳＰ
Ｈ－１７型)４台ほか１４点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.8.1 3,128,212

日新興業（株）との間で締結している既調達物品の性能及び
機能を確保するために必要な部品の取扱業者であり、他に
対応可能な業者が存在せず競争を許さないため。（会計法２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行
（19年度から一般競
争入札に移行）

20534
（株）片島鉄工所
北海道釧路市宝町３番３５号

主軸受メタル（上、下）１個ほか４
０点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.8.15 3,569,244
（株）片島鉄工所との間で締結している主軸受メタル（上、
下）１個ほか４０点買入は、物品の取扱業者が特定されてお
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年度から一般競
争入札に移行）

20535
（有）共栄鉄工所
北海道小樽市高島１丁目３番
８号

燃料油管装置パッキン１個ほか
７点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.8.15 2,103,063
（有）共栄鉄工所の間で締結している燃料油管装置パッキン
１個ほか７点買入は、物品の取扱業者が特定されており、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年度から一般競
争入札に移行）

20536
セナーアンドバーンズ（株）
東京都目黒区上目黒１丁目１
６番８号

電球（Ａ-５）３４個ほか１４点買
入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.8.17 5,269,581
セナーアンドバーンズ（株）との間で締結している電球（Ａ-５）
３４個ほか１４点買入は、物品の取扱業者が特定されてお
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年度から一般競
争入札に移行）

20537

ロ－ルス．ロイスマリンジャパ
ン（株）
東京都千代田区九段南２－５
－１

メカニカルシール１個買入
第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.8.25 2,380,350

ロ－ルス．ロイスマリンジャパン（株）との間で締結しているメ
カニカルシール１個買入は調達物品の国内での取扱業者が
特定されてお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年度から一般競
争入札に移行）

20538
（株）片島鉄工所北海道釧路
市宝町３番３５号

始動空気塞止弁用割ピン１個ほ
か３０点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.8.29 3,888,591
（株）片島鉄工所との間で締結している始動空気塞止弁用割
ピン１個ほか３０点買入は、物品の取扱業者が特定されてお
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年度から一般競
争入札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は
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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

20539
共栄機材（株）
北海道小樽市高島１丁目２番
２号

ピストンリング６個ほか２１４点買
入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.8.30 3,538,264
共栄機材（株）との間で締結しているピストンリング６個ほか
２１４点買入は、物品の取扱業者が特定されており、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年度から一般競
争入札に移行）

20540
（有）共栄鉄工所
北海道小樽市高島１丁目３番
８号

燃料高圧管（ＦＶ側）２個ほか２３
点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.9.12 4,990,116
（有）共栄鉄工所との間で締結している燃料高圧管（ＦＶ側）２
個ほか２３点買入は、物品の取扱業者が特定されており、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年度から一般競
争入札に移行）

20541
(株)光電製作所
北海道小樽市新光５丁目２９
番１５号

ＭＩＣＳ情報装置（ＯＷＸ－１Ａ）試
験調整

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.9.13 1,238,260

(株)光電製作所との間で締結しているＭＩＣＳ情報装置（ＯＷ
Ｘ－１Ａ）試験調整は、ＭＩＣＳ情報装置ソフトウェア改修の技
術的理由により契約内容を履行できる業者が特定されてお
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年度から一般競
争入札に移行）

20542
共栄機材（株）
北海道小樽市高島１丁目２番
２号

吸気弁（１４１－２３２１－３００）２
個ほか２７３点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.9.21 4,292,935
　共栄機材（株）との間で締結している吸気弁（１４１－２３２１
－３００）２個ほか２７３点買入は、物品の取扱業者が特定さ
れており、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年度から一般競
争入札に移行）

20543
（株）片島鉄工所
北海道釧路市宝町３番３５号

クランクピンメタル締付ボルト１２
個ほか１５９点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.9.26 3,833,151
（株）片島鉄工所との間で締結しているクランクピンメタル締
付ボルト１２個ほか１５９点買入は、物品の取扱業者が特定
されており、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年度から一般競
争入札に移行）

20544

（株）日立ニコトランスミッショ
ン
埼玉県さいたま市北区吉野
町１－４０５－３

銅パッキン４個ほか１７９点買入
第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.10.4 9,902,911

（株）日立ニコトランスミッションとの間で締結している銅パッ
キン４個ほか１７９点買入は、既調達物品の性能及び機能を
確保するために必要な部品の取扱業者が特定されており、
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年度から一般競
争入札に移行）

20545
三菱商事（株）
東京都千代田区丸の内２丁
目６番３号

シコルスキーＳ７６Ｃ運航要員研
修（整備(国外)）

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.10.5 1,023,222

三菱商事（株）との間で締結しているシコルスキーＳ７６Ｃ運
航要員研修は、要求する研修内容に合致した契約を履行で
きる業者が特定されており、競争を許さないため。（会計法２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行
（19年度から一般競
争入札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）
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にその所属する部局の名
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20546
小樽舶用電機(株)
北海道小樽市色内３丁目４番
３号

旋回窓（ＣＭ４００－７ＡＨ　ＡＣ２
２０Ｖ　３φ）６個買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.10.6 2,104,200

小樽舶用電機(株)との間で締結している旋回窓（ＣＭ４００－
７ＡＨ　ＡＣ２２０Ｖ　３φ）６個買入は、物品の取扱業者が特
定されており、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年度から一般競
争入札に移行）

20547
共栄機材（株）
北海道小樽市高島１丁目２番
２号

ピストンリング６個ほか１７６点買
入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.10.14 4,647,688
共栄機材（株）との間で締結しているピストンリング６個ほか
１７６点買入は、物品の取扱業者が特定されており、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年度から一般競
争入札に移行）

20548
（株）片島鉄工所
北海道釧路市宝町３番３５号

主軸受用舌付座金１４個ほか１
９８点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.10.24 3,375,825
（株）片島鉄工所との間で締結している主軸受用舌付座金１
４個ほか１９８点買入は、物品の取扱業者が特定されてお
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年度から一般競
争入札に移行）

20549
（有）共栄鉄工所
北海道小樽市高島１丁目３番
８号

排気弁ケースＯリング４個ほか１
３点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.11.1 4,778,562
（有）共栄鉄工所との間で締結している排気弁ケースＯリン
グ４個ほか１３点買入は、物品の取扱業者が特定されてお
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年度から一般競
争入札に移行）

20550
（有）共栄鉄工所
北海道小樽市高島１丁目３番
８号

排気弁ケースプラグ４８個ほか２
４点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.11.21 4,883,503
（有）共栄鉄工所との間で締結している排気弁ケースプラグ４
８個ほか２４点買入は、物品の取扱業者が特定されており、
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年度から一般競
争入札に移行）

20551
共栄機材（株）
北海道小樽市高島１丁目２番
２号

バルブステムシール６個ほか２４
３点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.11.21 4,178,953
　との間で締結している電磁化水発生器（ＪＣＷ－４０ＮＣ型）
３個買入は、物品の取扱業者が特定されており、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年度から一般競
争入札に移行）

20552
共栄機材（株）
北海道小樽市高島１丁目２番
２号

ディーゼルエンジン（ＣＬＭＤ２５）
１台買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.11.29 2,100,000
共栄機材（株）との間で締結しているディーゼルエンジン（ＣＬ
ＭＤ２５）１台買入は、物品の取扱業者が特定されており、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年度から一般競
争入札に移行）
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20553
共栄機材（株）
北海道小樽市高島１丁目２番
２号

前部オイルシール１個ほか２５０
点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.12.14 3,735,879
共栄機材（株）との間で締結している前部オイルシール１個
ほか２５０点買入は、物品の取扱業者が特定されており、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年度から一般競
争入札に移行）

20554
島田燈器工業（株）
北海道札幌市東区北二十二
条東１６丁目４－２１

貯湯タンク２個買入
第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.12.20 5,250,000
島田燈器工業（株）との間で締結している貯湯タンク２個買
入は、物品の取扱業者が特定されており、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年度から一般競
争入札に移行）

20555
（有）共栄鉄工所
北海道小樽市高島１丁目３番
８号

燃料噴射管７ＣＹＬ１個ほか２１
点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.12.20 3,113,219
（有）共栄鉄工所との間で締結している燃料噴射管７ＣＹＬ１
個ほか２１点買入は、物品の取扱業者が特定されており、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年度から一般競
争入札に移行）

20556
（有）共栄鉄工所
北海道小樽市高島１丁目３番
８号

主軸受メタル２個ほか６点買入
第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.12.27 4,972,018
（有）共栄鉄工所との間で締結している主軸受メタル２個ほ
か６点買入は、物品の取扱業者が特定されており、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年度から一般競
争入札に移行）

20557
ザーケ日本トラテック（株）
東京都杉並区高円寺北２丁
目３９番３３号

海洋生物付着防止装置電極（Ｍ
Ｇ７００）２個ほか１３点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.12.28 4,749,150

ザーケ日本トラテック（株）との間で締結している海洋生物付
着防止装置電極（ＭＧ７００）２個ほか１３点買入は、既調達
物品の性能及び機能を確保するために必要な部品の取扱
業者であり、他に対応可能業者が存在せず競争を許さない
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年度から一般競
争入札に移行）

20558
共栄機材（株）
北海道小樽市高島１丁目２番
２号

コアレッサー（ＯＦＣ－２Ｃ）２組ほ
か３点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H17.12.28 3,953,670
共栄機材（株）との間で締結しているコアレッサー（ＯＦＣ－２
Ｃ）２組ほか３点買入は、物品の取扱業者が特定されてお
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年度から一般競
争入札に移行）

20559
泉産業（株）
東京都港区三田３丁目３番７
号

ＪＧＰフィルター（Ｋ３５Ｌ－５）２４
組ほか１点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H18.1.4 4,158,000
泉産業（株）との間で締結しているＪＧＰフィルター（Ｋ３５Ｌ－
５）２４組ほか１点買入は、物品の取扱業者が特定されてお
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年度から一般競
争入札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
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20560
日本サブコール（株）
東京都世田谷区用賀４－４－
７

電極（銅陽極ＡＣ４００４　６２５）
１個ほか１点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H18.1.4 1,977,150

日本サブコール（株）との間で締結している電極（銅陽極ＡＣ
４００４　６２５）１個ほか１点買入は、既調達物品の性能及び
機能を確保するために必要な部品の取扱業者であり、他に
対応可能な業者が存在せず競争を許さないため。（会計法２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行
（19年度から一般競
争入札に移行）

20561
（有）共栄鉄工所 北海道小樽
市高島１丁目３番８号

排気マニホールド（１０６３６００１
１）２個ほか１点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H18.1.16 3,845,362
（有）共栄鉄工所との間で締結している排気マニホールド（１
０６３６００１１）２個ほか１点買入は、物品の取扱業者が特定
されており、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年度から一般競
争入札に移行）

20562
三井造船（株）
東京都中央区築地５丁目６番
４号

防衝リング４個ほか９６点買入
第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H18.1.24 7,791,451

三井造船（株）との間で締結している防衝リング４個ほか９６
点買入は、既調達物品の性能及び機能を確保するために必
要な部品の取扱業者が特定されており、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年度から一般競
争入札に移行）

20563
（株）トキメック
北海道札幌市白石区菊水二
条２丁目２番１２

鋭感部（ＴＤＧ）１台買入
第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H18.1.26 4,515,000

（株）トキメックとの間で締結している鋭感部（ＴＤＧ）１台買入
は、既調達物品の性能及び機能を確保するために必要な部
品の取扱業者であり、他に対応可能な業者が存在せず競争
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年度から一般競
争入札に移行）

20564
（株）片島鉄工所
北海道釧路市宝町３番３５号

空気管制弁完備（Ｂ３１３００　右
舷機）１個ほか１３点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H18.1.26 1,742,533

（株）片島鉄工所との間で締結している空気管制弁完備（Ｂ３
１３００　右舷機）１個ほか１３点買入は、物品の取扱業者が
特定されており、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年度から一般競
争入札に移行）

20565
小樽舶用電機(株)
北海道小樽市色内３丁目４番
３号

ジャイロセンサー１個ほか３点買
入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H18.1.27 2,887,500
小樽舶用電機(株)との間で締結しているジャイロセンサー１
個ほか３点買入は、物品の取扱業者が特定されており、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年度から一般競
争入札に移行）

20566
（有）共栄鉄工所
北海道小樽市高島１丁目３番
８号

主軸受メタル（１０６０３１１１１）６
個ほか１点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H18.2.7 4,369,050
　（有）共栄鉄工所との間で締結している主軸受メタル（１０６
０３１１１１）６個ほか１点買入　は、物品の取扱業者が特定さ
れており、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年度から一般競
争入札に移行）
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20567
小樽舶用電機(株)
北海道小樽市色内３丁目４番
３号

風向風速表示器（ＤＡ１６Ｆ）１個
ほか５点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H18.2.7 3,759,000
小樽舶用電機(株)との間で締結している風向風速表示器（Ｄ
Ａ１６Ｆ）１個ほか５点買入は、物品の取扱業者が特定されて
おり、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年度から一般競
争入札に移行）

20568
（株）日本サーモエナー北海
道札幌市中央区大通西５丁
目１１番地

安全弁１個ほか８０点買入
第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H18.2.7 3,149,177
（株）日本サーモエナーとの間で締結している安全弁１個ほ
か８０点買入は、物品の取扱業者が特定されており、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年度から一般競
争入札に移行）

20569
共栄機材（株）
北海道小樽市高島１丁目２番
２号

ピストンリング（141-3154-31６
個ほか１６３点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H18.2.10 3,653,672
共栄機材（株）との間で締結しているピストンリング（141-
3154-31６個ほか１６３点買入は、物品の取扱業者が特定さ
れており、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年度から一般競
争入札に移行）

20570
共栄機材（株）
北海道小樽市高島１丁目２番
２号

空気圧縮機（ＳＣ７Ｎ）２台ほか１
４点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H18.2.15 4,998,651
共栄機材（株）との間で締結している空気圧縮機（ＳＣ７Ｎ）２
台ほか１４点買入は、物品の取扱業者が特定されており、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年度から一般競
争入札に移行）

20571
（株）日本サーモエナー
北海道札幌市中央区大通西
５丁目１１番地

ヒーティングコイル（Ｃ－８４１９Ｋ
－Ｓ）２個ほか２点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H18.2.20 3,839,535

（株）日本サーモエナーとの間で締結しているヒーティングコ
イル（Ｃ－８４１９Ｋ－Ｓ）２個ほか２点買入は、物品の取扱業
者が特定されており、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年度から一般競
争入札に移行）

20572
フルノ北日本販売（株）
北海道札幌市中央区北三条
西７丁目１番地

サテライトコンパス（ＳＣ－５０）５
個ほか３点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H18.2.22 3,675,000

フルノ北日本販売（株）との間で締結しているサテライトコン
パス（ＳＣ－５０）５個ほか３点買入は、物品の取扱業者が特
定されており、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年度から一般競
争入札に移行）

20573
小樽舶用電機(株)
北海道小樽市色内３丁目４番
３号

廃油焼却炉イグナイタ（ＨＥ－Ｎ
－３００）１個ほか２３点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H18.2.22 2,709,157

小樽舶用電機(株)との間で締結している廃油焼却炉イグナ
イタ（ＨＥ－Ｎ－３００）１個ほか２３点買入は、物品の取扱業
者が特定されており、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年度から一般競
争入札に移行）
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20574
東栄技工（株）
神奈川県横須賀市内川１－６
－８

ベアリング（ＮＥ４９０３９０）４個
ほか１２点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H18.2.22 2,292,654
東栄技工（株）との間で締結しているベアリング（ＮＥ４９０３９
０）４個ほか１２点買入は、物品の取扱業者が特定されてお
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年度から一般競
争入札に移行）

20575
（有）共栄鉄工所
北海道小樽市高島１丁目３番
８号

吸気フィルター（８７９３１１０７Ａ）
４個ほか４点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H18.2.23 4,532,340
（有）共栄鉄工所との間で締結している吸気フィルター（８７９
３１１０７Ａ）４個ほか４点買入は、物品の取扱業者が特定さ
れており、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年度から一般競
争入札に移行）

20576
日本サブコール（株）
東京都世田谷区用賀４－４－
７

コントロールキャビネット１台ほ
か

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H18.2.23 4,019,400

日本サブコール（株）との間で締結しているコントロールキャ
ビネット１台ほかは既調達物品の性能及び機能を確保する
ために必要な部品の取扱業者であり、他に対応可能な業者
が存在せ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年度から一般競
争入札に移行）

20577
小樽舶用電機(株)
北海道小樽市色内３丁目４番
３号

回転計発信器（ＰＧ－ＥＲ）８個
ほか１点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H18.2.23 3,318,000
小樽舶用電機(株)との間で締結している回転計発信器（ＰＧ
－ＥＲ）８個ほか１点買入は、物品の取扱業者が特定されて
おり、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年度から一般競
争入札に移行）

20578
興和商事(株)
北海道函館市末広町２２番２
２号

プロペラ（３翼×Ｄ７７０×Ｐ１０４
０）２個ほか２点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H18.2.24 6,174,000
興和商事(株)との間で締結しているプロペラ（３翼×Ｄ７７０×
Ｐ１０４０）２個ほか２点買入は、物品の取扱業者が特定され
ており、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年度から一般競
争入札に移行）

20579
日新興業（株）
北海道札幌市中央区北３条
西７丁目

空気加熱器（ＡＣＵ２００ＭＳ型）
４基ほか３点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H18.2.24 4,145,400

日新興業（株）との間で締結している空気加熱器（ＡＣＵ２００
ＭＳ型）４基ほか３点買入は、既調達物品の性能及び機能を
確保するために必要な部品の取扱業者であり、他に対応可
能な業者が存在せ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年度から一般競
争入札に移行）

20580
北海電気工事（株）
札幌市白石区菊水２条１丁目
８番２１号

パネルヒーター（Ｎｏ．Ｆ－１）１枚
ほか７点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H18.2.24 3,115,350
北海電気工事（株）との間で締結しているパネルヒーター（Ｎ
ｏ．Ｆ－１）１枚ほか７点買入は、物品の取扱業者が特定され
ており、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年度から一般競
争入札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20581
（有）共栄鉄工所
北海道小樽市高島１丁目３番
８号

ＥＰ弁（９８４８７３６３Ａ）６個ほか
２点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H18.2.28 4,498,924
（有）共栄鉄工所との間で締結しているＥＰ弁（９８４８７３６３
Ａ）６個ほか２点買入は、物品の取扱業者が特定されてお
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年度から一般競
争入札に移行）

20582
美和電気工業（株）
北海道札幌市北区北二十条
西７丁目１－４０

温湿度計（ＨＭＴ３３１）４個ほか
１点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H18.2.28 1,732,500

美和電気工業（株）との間で締結している温湿度計（ＨＭＴ３
３１）４個ほか１点買入は、既調達物品の性能及び機能を確
保するために必要な部品の取扱業者であり、他に対応可能
な業者が存在せ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年度から一般競
争入札に移行）

20583
東洋エレクトロニクス（株）
東京都目黒区大岡山１－３５
－２２

監視警報モジュール（ＲＬＭ－０
０２）１個ほか１５点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H18.3.1 4,488,750

東洋エレクトロニクス（株）との間で締結している監視警報モ
ジュール（ＲＬＭ－００２）１個ほか１５点買入は、既調達物品
の性能及び機能を確保するために必要な部品の取扱業者
であり、他に対応可能な業者が存在せ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年度から一般競
争入札に移行）

20584
小樽舶用電機(株)
北海道小樽市色内３丁目４番
３号

磁気コンパスら盆（Ｒ１６５）１個
ほか３９点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H18.3.1 2,525,134
小樽舶用電機(株)との間で締結している磁気コンパスら盆
（Ｒ１６５）１個ほか３９点買入は、物品の取扱業者が特定さ
れており、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年度から一般競
争入札に移行）

20585

（株）ティ．エス．エス．ソフト
ウェア
広島県広島市南区出汐２丁
目３番１９号

物品標示票作成システム８式買
入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H18.3.2 3,427,200

（株）ティ．エス．エス．ソフトウェア　との間で締結している物
品標示票作成システム８式買入は、業務上必要とする性能
及び機能を有する物品の取扱業者が特定されており、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年度から一般競
争入札に移行）

20586
東洋エレクトロニクス（株）
東京都目黒区大岡山１－３５
－２２

メンテナンス表示器（ＲＬＭ－８５
３）１個ほか１０点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H18.3.6 3,549,000

東洋エレクトロニクス（株）との間で締結しているメンテナンス
表示器（ＲＬＭ－８５３）１個ほか１０点買入は、既調達物品の
性能及び機能を確保するために必要な部品の取扱業者であ
り、他に対応可能な業者が存在せ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年度から一般競
争入札に移行）

20587
（株）片島鉄工所
北海道釧路市宝町３番３５号

動弁注油ポンプ組立（Ｐ４０９７
９）２個ほか２９点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H18.3.8 4,884,994
（株）片島鉄工所との間で締結している動弁注油ポンプ組立
（Ｐ４０９７９）２個ほか２９点買入は、物品の取扱業者が特定
されており、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年度から一般競
争入札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
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20588
（株）イワタ技研
東京都江戸川区東小松川３
－９－１４

電磁化水発生器（ＪＣＷ－４０Ｎ
Ｃ型）３個買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H18.3.8 4,252,500
（株）イワタ技研との間で締結している　は、物品の取扱業者
が特定されており、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年度から一般競
争入札に移行）

20589
（有）共栄鉄工所
北海道小樽市高島１丁目３番
８号

真空ポンプ（ＣＳ－６００７）１個ほ
か３点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H18.3.8 2,172,580
（有）共栄鉄工所との間で締結している真空ポンプ（ＣＳ－６０
０７）１個ほか３点買入は、物品の取扱業者が特定されてお
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年度から一般競
争入札に移行）

20590
渦潮電機（株）
愛媛県今治市大西町九王甲
１５２０

ソフトウェア(計測データ処理シ
ステム用集計表ＭＴＵ）１個ほか
１９点買入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H18.3.9 2,625,000

渦潮電機（株）との間で締結しているソフトウェア(計測データ
処理システム用集計表ＭＴＵ）１個ほか１９点買入は、既調達
物品の性能及び機能を確保するために必要な部品の取扱
業者であり、他に対応可能な業者が存在せず競争を許さな
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年度から一般競
争入札に移行）

20591
共栄機材（株）
北海道小樽市高島１丁目２番
２号

ＣＷＰバルブ１２個ほか６５点買
入

第一管区海上保安本部長
野網　仁
小樽市港町５－３

H18.3.13 3,381,591
共栄機材（株）との間で締結しているＣＷＰバルブ１２個ほか
６５点買入は、物品の取扱業者が特定されており、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年度から一般競
争入札に移行）

20592

（株）奥村組
宮城県仙台市青葉区堤通雨
宮町２－２５

免震装置１台買入
第二管区海上保安本部長
森　吉　高
塩釜市貞山通３－４－３１

H17.3.3 5,439,000
（株）奥村組との間で締結している免新装置購入は、調達物
品の国内での取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20593
富士ゼロックス（株）
宮城県仙台市青葉区五橋１
丁目１－２３

電子複写機保守
第二管区海上保安本部長
森　吉　高
塩釜市貞山通３－４－３１

H17.4.1 7,804,968

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
は、既調達物品の性能を維持する保守業者が特定されてい
るため、技術的な理由により競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

20594
リコー東北（株）
宮城県仙台市青葉区五橋１
－５－３

電子複写機保守
第二管区海上保安本部長
森　吉　高
塩釜市貞山通３－４－３１

H17.4.1 6,785,501

リコー東北（株）との間で締結している電子複写機保守は、
既調達物品の性能を維持する保守業者が特定されているた
め、技術的な理由により競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）
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20595
ニッポンレンタカー東北（株）
宮城県仙台市青葉区本町１
－２－２０

小型貨物自動車３台ほか
７台借上げ

第二管区海上保安本部長
森　吉　高
塩釜市貞山通３－４－３１

H17.4.1 3,160,080

ニッポンレンタカー東北（株）との間で締結している小型貨物
自動車３台ほか７台借上げについては、同一業者に請負を
依頼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
（１９年度から一般競
争入札に移行）

20596
（財）東北電気保安協会
宮城県仙台市太白区泉崎１
－１４－１

自家用電気工作物保安管理
業務委託

第二管区海上保安本部長
森　吉　高
塩釜市貞山通３－４－３１

H17.4.1 1,526,616

（財）東北電気保安協会との間で締結している自家用電気工
作物保安管理業務委託は、技術的理由により契約内容を履
行できる業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

20597
日本放送協会仙台放送局
宮城県仙台市青葉区錦町１
－１１－１

平成１７年度ＮＨＫ放送受信料
第二管区海上保安本部長
森　吉　高
塩釜市貞山通３－４－３１

H17.4.1 1,501,665

日本放送協会との間で締結している請負契約については、
情報提供内容が限定されることにより、提供者が一に特定さ
れ国内唯一の提供業者であり、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20598
日本光機工業（株）
神奈川県川崎市幸区下平間
２９０

ＬＥＤ灯器（Ⅱ型白）１個ほか
１点買入

第二管区海上保安本部長
森　吉　高
塩釜市貞山通３－４－３１

H17.6.22 1,690,038
日本光機工業（株）との間で締結しているＬＥＤ灯器（Ⅱ型
白）１個ほか１点買入は、物品の代理店が特定されており、
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20599
日本無線（株）
宮城県仙台市青葉区国分町
３－９－８

マグネトロン（M1542） 7個買入
第二管区海上保安本部長
森　吉　高
塩釜市貞山通３－４－３１

H17.7.14 3,307,500
日本無線（株）との間で締結しているマグネトロン（M1542） 7
個買入は、物品の代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20600
キクニ（株）
宮城県塩竈市港町１－２－５

シリンダ蓋用パッキン１２個
ほか７８点買入

第二管区海上保安本部長
森　吉　高
塩釜市貞山通３－４－３１

H17.9.16 2,085,778
キクニ（株）との間で締結しているシリンダ蓋用パッキン１２個
ほか７８点買入は、物品の代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20601
セナーアンドバーンズ（株）
東京都大田区羽田空港１－６
－６

白熱電球（Ａ－５）８個ほか
１３点買入

第二管区海上保安本部長
森　吉　高
塩釜市貞山通３－４－３１

H17.9.26 2,602,328
セナーアンドバーンズ（株）との間で締結している白熱電球
（Ａ－５）８個ほか１３点買入は、物品の代理店が特定されて
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）
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20602
日新興業（株）
宮城県石巻市魚町２－３－１

アネモ型防塵対策型吹出口
４台ほか４点買入

第二管区海上保安本部長
森　吉　高
塩釜市貞山通３－４－３１

H17.10.5 1,777,860
日新興業（株）との間で締結しているアネモ型防塵対策型吹
出口４台ほか４点買入は、物品の代理店が特定されており、
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20603
（株）戸高製作所
大分県大分市青崎１－３－２
１

巡視艇用電子海図表示装置
（ＥＳＳ－１００Ａ）表示ユニット
７台ほか３点買入

第二管区海上保安本部長
森　吉　高
塩釜市貞山通３－４－３１

H17.11.28 10,878,000

（株）戸高製作所との間で締結している巡視艇用電子海図表
示装置（ＥＳＳ－１００Ａ）表示ユニット７台ほか３点買入は、
物品の代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20604

広島三菱ふそう自動車販売
（株）
広島県安芸郡坂町北新地１
－４－７９

ディーゼルエンジン
（三菱Ｓ１２Ｕ－ＭＴＫ）修理
２式追加

第二管区海上保安本部長
森　吉　高
塩釜市貞山通３－４－３１

H17.11.29 6,825,000

広島三菱ふそう自動車販売（株）との間で締結している
ディーゼルエンジン（三菱Ｓ１２Ｕ－ＭＴＫ）修理２式追加は、
現契約と並行して修理を行なう必要があり、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

20605
新潟原動機（株）
群馬県太田市西新町１２５－
１

ホゴアエン（Ｅ８１８０４６４８）
６個ほか６点買入

第二管区海上保安本部長
森　吉　高
塩釜市貞山通３－４－３１

H17.12.27 3,435,087
新潟原動機（株）との間で締結しているホゴアエン（Ｅ８１８０
４６４８）６個ほか６点買入は、物品の取扱業者が特定されて
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20606
大機エンジニアリング（株）
東京都港区新橋２－１６－１

銅電極（ガスケット含む）
８０φ×２００Ｌ　３本ほか７点
買入

第二管区海上保安本部長
森　吉　高
塩釜市貞山通３－４－３１

H18.1.12 1,813,350

大機エンジニアリング（株）との間で締結している銅電極（ガ
スケット含む）８０φ×２００Ｌ　３本ほか７点買入は、物品の
取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20607
大西電機工業（株）
広島県広島市南区出島２－２
１－４１

充電器（Ｍ２４５０Ａ）３台ほか
３点買入

第二管区海上保安本部長
森　吉　高
塩釜市貞山通３－４－３１

H18.1.17 2,530,500
大西電機工業（株）との間で締結している充電器（Ｍ２４５０
Ａ）３台ほか３点買入は、物品の代理店が特定されており、
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20608
（株）カナデン
東京都港区新橋四丁目２２－
４

巡視船おいらせ目標追尾式
赤外線捜索監視装置改修修理

第二管区海上保安本部長
森　吉　高
塩釜市貞山通３－４－３１

H18.1.23 2,100,000

（株）カナデンとの間で締結している巡視船おいらせ目標追
尾式赤外線捜索監視装置改修修理は、技術的な理由により
既調達物品の性能を維持する修理業者が特定されており、
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20609
堀子鉄工（株）
宮城県塩竈市新浜町１－１７
－６

クランクドア用パッキン３個ほか
２０９点買入

第二管区海上保安本部長
森　吉　高
塩釜市貞山通３－４－３１

H18.1.25 2,791,834
堀子鉄工（株）との間で締結しているクランクドア用パッキン
３個ほか２０９点買入は、物品の代理店が特定されており、
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20610
富士興産（株）
仙台市青葉区一番町２－１１
－１２－８０８

排気弁止め輪（Ａ３２３６５－８）
３２個ほか１９４点買入

第二管区海上保安本部長
森　吉　高
塩釜市貞山通３－４－３１

H18.2.3 5,342,709
富士興産（株）との間で締結している排気弁止め輪（Ａ３２３６
５－８）３２個ほか１９４点買入は、物品の取扱業者が特定さ
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20611
新潟原動機（株）
群馬県太田市西新町１２５－
１

ＦＶノズル８個ほか３点買入
第二管区海上保安本部長
森　吉　高
塩釜市貞山通３－４－３１

H18.2.6 3,371,697
新潟原動機（株）との間で締結しているＦＶノズル８個ほか３
点買入は、物品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20612
三興通商（株）
東京都港区浜松町２－７－１

船舶用食器洗浄機５台買入
第二管区海上保安本部長
森　吉　高
塩釜市貞山通３－４－３１

H18.2.13 8,400,000
三興通商（株）との間で締結している船舶用食器洗浄機５台
買入は、物品の代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20613
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

ＬＲＩＴ受信処理装置１式ほか
１点買入

第二管区海上保安本部長
森　吉　高
塩釜市貞山通３－４－３１

H18.2.13 5,769,750
日本電気（株）との間で締結しているＬＲＩＴ受信処理装置１式
ほか１点買入は、物品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20614
キクニ（株）
宮城県塩竈市港町１－２－５

吸気弁棒１２本ほか５点買入
第二管区海上保安本部長
森　吉　高
塩釜市貞山通３－４－３１

H18.2.21 4,851,000
キクニ（株）との間で締結している吸気弁棒１２本ほか５点買
入は、物品の代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20615
東北ドック鉄工（株）
宮城県塩竈市北浜４－１４－
１

巡視船いわき他係船
第二管区海上保安本部長
森　吉　高
塩釜市貞山通３－４－３１

H18.3.7 1,741,362

東北ドック鉄工（株）との間で締結している巡視船いわき他係
船は、場所が限定されることにより、供給者が一に特定され
る契約で、当該場所でなければ不可能であり、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（１９年度
から公募手続を行う）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20616
丸輝石油（株）
山形県酒田市松美町１－３

軽油(免税)買入
　(酒田港内　予定数量４５ＫＬ)

第二管区海上保安本部長
森　吉　高
塩釜市貞山通３－４－３１

H18.3.9 2,759,400

丸輝石油（株）との間で締結している軽油(免税)買入は、一
般競争を実施したが不調になり燃料の供給ができなくなるこ
とから緊急の調達であり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

単価契約
＠61,320

20617
渦潮電機（株）
愛媛県越智郡大西町大字九
王甲１５２０

ソフトウｴア
（計測ﾃﾞｰﾀ処理ｼｽﾃﾑ用集計表）
１８点買入

第二管区海上保安本部長
森　吉　高
塩釜市貞山通３－４－３１

H18.3.9 2,362,500

渦潮電機（株）との間で締結しているソフトウｴア（計測ﾃﾞｰﾀ
処理ｼｽﾃﾑ用集計表）１８点買入は、物品の取扱業者が特定
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20618
長野日本無線（株）
東京都渋谷区千駄ケ谷５－３
３－８

航空用ヘルメット
（ＮＪＺ－２２１４）６個買入

第二管区海上保安本部長
森　吉　高
塩釜市貞山通３－４－３１

H18.3.10 1,701,000
長野日本無線（株）との間で締結している航空用ヘルメット
（ＮＪＺ－２２１４）６個買入は、物品の代理店が特定されてお
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20619

ダイハツディーゼル東日本
（株）
宮城県仙台市青葉区本町２
－２－３

メクラフタパッキン２４個ほか
１１９点買入

第二管区海上保安本部長
森　吉　高
塩釜市貞山通３－４－３１

H18.3.14 3,267,328

ダイハツディーゼル東日本（株）との間で締結しているメクラ
フタパッキン２４個ほか１１９点買入は、物品の取扱業者が特
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20620
日本総合システム（株）
東京都新宿区新宿６－２４－
１６

ソフトウェア
（Chart Rescue V3.2)７個買入

第二管区海上保安本部長
森　吉　高
塩釜市貞山通３－４－３１

H18.3.15 2,094,750
日本総合システム（株）との間で締結しているソフトウェア
（Chart Rescue V3.2)７個買入は、物品の取扱業者が特定さ
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20621

三菱電機システムサービス
（株）
宮城県仙台市若林区大和町
二丁目１８－２３

映像情報表示装置改修
第二管区海上保安本部長
森　吉　高
塩釜市貞山通３－４－３１

H18.3.20 5,565,000

三菱電機システムサービス（株）との間で締結している映像
情報表示装置改修は、取扱業者が特定された既調達物品
の継続使用であり、競争を許さないため。(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）

20622
キクニ（株）
宮城県塩竈市港町１－２－５

ピストンピン止め輪２４個ほか
２１点買入

第二管区海上保安本部長
森　吉　高
塩釜市貞山通３－４－３１

H18.3.23 4,899,969
キクニ（株）との間で締結しているピストンピン止め輪２４個ほ
か２１点買入は、物品の代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）
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20623
（株）協友
東京都大田区東矢口１－５－
９

暗視管　買入
第二管区海上保安本部長
森　吉　高
塩釜市貞山通３－４－３１

H18.3.24 3,990,000
（株）協友との間で締結している暗視管　買入は、物品の代
理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20624
セナーアンドバーンズ（株）
東京都大田区羽田空港１－６
－６

UPS部（DDX-UPSⅢ）3個買入
第二管区海上保安本部長
森　吉　高
塩釜市貞山通３－４－３１

H18.3.24 2,148,300
セナーアンドバーンズ（株）との間で締結しているUPS部
（DDX-UPSⅢ）3個買入は、物品の代理店が特定されてお
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20625
コスモ石油（株）
東京都港区芝浦1-1-1

航空タービン燃料油（１号）予定
数量６，８００，０００Ｌほか

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.4.1 326,487,000
コスモ石油（株）との間で締結している買入契約については、
競争入札に付しても落札者がなかったため。（予決令第９９
条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行
（１８年度以降に一般
競争入札に移行）

単価契約
@53.361ほ
か

20626
（株）せきやま
神奈川県横浜市中区石川町
1-1

電子複写機４５台保守

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.4.1 21,207,480
（株）せきやまとの間で締結している請負契約については、
既調達物品の性能を維持する保守業者であり、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）

単価契約
@5.46ほか

20627
新島村長
東京都新島村本村1-1-1

有償借上（新島ロラン局敷地借
料）

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.4.1 13,494,400

新島村長との間で締結している借上契約については、当該
場所でなければ行政事務を行うことが不可能であることか
ら、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20628 （株）沖電気カスタマアドテック
海上交通情報処理システム（東
京湾）保守委託

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.4.1 11,565,540
（株）沖電気カスタマアドテックとの間で締結している請負契
約については、既調達物品の性能を維持する保守業者であ
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）

20629
（学）湘央学園　湘央生命科
学技術専門学校
神奈川県綾瀬市小園1424-4

救急救命士養成研修

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.4.1 8,863,398

（学）湘央学園　湘央生命科学技術専門学校との間で締結し
ている請負契約については、要求する研修内容を履行でき
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
（１８年度から一般競
争入札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20630
（株）東洋信号通信社
神奈川県横浜市中区山手町
186

船舶動静情報提供

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.4.1 5,229,000

（株）東洋信号通信社との間で締結している請負契約につい
ては、提供内容が限定されることにより、提供者が一に特定
されるものであり、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年度以降に一般
競争入札に移行）

20631
富士ゼロックス（株）
神奈川県横浜市西区みなと
みらい2-2-1-1

電子複写機２０台保守

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.4.1 4,632,024
富士ゼロックス（株）との間で締結している請負契約について
は、既調達物品の性能を維持する保守業者であり、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）

単価契約
@7.539ほか

20632
（株）ジェーシービー
東京都港区南青山5-1-22

ＥＴＣカード予定利用額４，３６
０，５００円分買入

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.4.1 3,760,000
（株）ジェーシービーとの間で締結している買入契約について
は、市場販売価格が維持されているものであり、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
１８年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

単価契約
@50,000ほ
か

20633
東京都東京港管理事務所
東京都港区海岸2-7-104

有償借上（東京（部）船艇基地敷
地ほか）

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.4.1 3,417,324

東京都東京港管理事務所との間で締結している借上契約に
ついては、管理者から許可され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

20634
日本放送協会
神奈川県横浜市中区本町1-
4

平成１７年度ＮＨＫ放送受信料

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.4.1 2,303,880

日本放送協会との間で締結している請負契約については、
情報提供内容が限定されることにより、提供者が一に特定さ
れ国内唯一の提供業者であり、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20635
東京都東京港管理事務所
東京都港区海岸2-7-104

有償借上（大井信号所ほか建物
借料）

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.4.1 2,145,240

東京都東京港管理事務所との間で締結している借上契約に
ついては、管理者から許可され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

20636
東京都東京港管理事務所
東京都港区海岸2-7-104

有償借上（１０号地信号所敷地
借料）

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.4.1 1,960,308

東京都東京港管理事務所との間で締結している借上契約に
ついては、管理者から許可され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



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20637
千葉港湾事務所長
千葉県千葉市中央区中央港
1-6-1

有償借上（袖ヶ浦浮標基地埋設
管ほか２件敷地借料）

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.4.1 1,892,200

千葉港湾事務所長との間で締結している借上契約について
は、管理者から許可され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

20638
富士ゼロックス（株）
神奈川県横浜市西区みなと
みらい2-2-1-1

電子複写機１台借上保守

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.4.1 1,754,400
富士ゼロックス（株）との間で締結している請負契約について
は、既調達物品の性能を維持する保守業者であり、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

単価契約
@4.83ほか

20639
東京オートリース（株）
東京都品川区大崎1-6-4

小型乗用自動車４台借上

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.4.1 1,626,660
東京オートリース（株）との間で締結している請負契約につい
ては、要求する内容に合致した契約を履行できる者であり、
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
競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行）

20640
横浜市長
神奈川県横浜市中区港町1-
1

有償借上（本牧船舶通航信号所
敷地借料）

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.4.1 1,613,664

横浜市長との間で締結している借上契約については、管理
者から許可され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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20641
（株）日産フィナンシャルサー
ビス
東京都港区白金台3-2-10

自動車２台借入

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.4.1 1,456,560

（株）日産フィナンシャルサービスとの間で締結している請負
契約については、要求する内容に合致した契約を履行でき
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
競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行）

20642
茨城ゼロックス（株）
茨城県水戸市元吉田町319-
1

電子複写機３台保守（平成１７年
度）

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.4.1 1,400,000
茨城ゼロックス（株）との間で締結している請負契約について
は、既調達物品の性能を維持する保守業者であり、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）

単価契約
@5.638ほか

20643
三菱オートクレジット・リース
（株）
東京都港区芝5-34-7

小型貨物自動車ほか１点借入

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.4.1 1,329,300

三菱オートクレジット・リース（株）との間で締結している請負
契約については、要求する内容に合致した契約を履行でき
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
競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20644
東京石油（株）
神奈川県川崎市川崎区夜光
1-4-7

ビルジ処理

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.4.1 1,244,775
東京石油（株）との間で締結している請負契約については、
要求する内容に合致した契約を履行できる者であり、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
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
@2,625

20645
下田市長
静岡県下田市東本郷1-5-18

有償借上（下田庁舎敷地借料ほ
か）

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.4.1 1,187,530

下田市長との間で締結している借上契約については、当該
場所でなければ行政事務を行うことが不可能であることか
ら、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20646
東京都東京港管理事務所
東京都港区海岸2-7-104

有償借上（晴海信号所敷地借
料）

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.4.1 1,120,560

東京都東京港管理事務所との間で締結している借上契約に
ついては、管理者から許可され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

20647
川崎市長
神奈川県川崎市川崎区宮本
町1

有償借上（塩浜船舶通航信号所
ほか１件敷地借料）

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.4.1 1,098,474

川崎市長との間で締結している借上契約については、管理
者から許可され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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20648
（財）健康医学協会
東京都千代田区霞が関3-2-
5

平成１７年度航空身体検査受診
一式

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.4.1 1,023,750
（財）健康医学協会との間で締結している請負契約について
は、要求する内容に合致した契約を履行できる者であり、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
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
@38,850ほ
か

20649
三菱重工業（株）
愛知県小牧市東田中1200

ＥＮＧＩＮＥ（ＤＡＲＴ　ＭＫ５４２－１
０Ｋ型）１台整備

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.4.4 3,066,000

三菱重工業（株）との間で締結している請負契約について
は、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20650
三菱重工業（株）
愛知県小牧市東田中1200

ＥＮＧＩＮＥ（ＰＴ６Ｔ－３Ｂ型）追加
整備１台

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.4.6 72,765,000

三菱重工業（株）との間で締結している請負契約について
は、整備中に認められた不具合を履行期限内に追加整備す
るものであり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
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契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20651
住商エアロシステム（株）
東京都中央区晴海1-8-8

ＰＲＯＰ　ＡＳＳＹ３個ほか１点整
備

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.4.11 7,251,300

住商エアロシステム（株）との間で締結している請負契約に
ついては、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者
が特定されるものであり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20652
東京航空計器（株）
東京都大田区羽田空港1-8-
2

ＲＯＬＬ＆ＰＩＴＣＨ　ＡＭＰ１個ほ
か１２点整備

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.4.12 9,272,550

東京航空計器（株）との間で締結している請負契約について
は、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20653
（株）ジャムコ
東京都三鷹市大沢6-11-25

ＦＵＥＬ　ＢＯＯＳＴＥＲ　ＰＵＭＰ３
個ほか８点整備

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.4.15 10,836,000

（株）ジャムコとの間で締結している請負契約については、専
門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定される
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20654
三菱重工業（株）
愛知県小牧市東田中1200

ＥＮＧＩＮＥ（ＰＴ６Ｔ－３Ｂ型）１台
追加整備

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.4.15 4,147,500

三菱重工業（株）との間で締結している請負契約について
は、整備中に認められた不具合を履行期限内に追加整備す
るものであり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20655
（株）ジャムコ
東京都三鷹市大沢6-11-25

ＡＩＲ　ＤＡＴＡ　ＳＥＮＳＯＲ１個ほ
か１８点整備

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.4.21 13,125,000

（株）ジャムコとの間で締結している請負契約については、専
門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定される
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20656
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＩＴＴ　ＩＮＤ８個整備

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.4.21 2,945,313

三井物産エアロスペース（株）との間で締結している請負契
約については、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる
業者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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20657
富士重工業（株）
栃木県宇都宮市陽南1-1-11

ＭＡＳＴ　ＡＳＳＹ２個ほか１１点整
備

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.4.22 2,730,000

富士重工業（株）との間で締結している請負契約について
は、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20658
（株）ランテス
東京都目黒区上目黒1-16-8

南鳥島ロランＣ局発動発電装置
１号機修理

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.4.27 3,360,000

（株）ランテスとの間で締結している請負契約については、南
鳥島ロランＣ局には発動発電装置が３機設置されており、通
常２機の運転により電力確保を行っている。　H17. 3.30 １号
機においてエンジンオイル圧力低下、回転数変動の障害が
発生した緊急停止させ、２号機、３号機の運転に切り替え
た。H17. 3.31障害状況の詳細調査を実施し、職員による１号
機の復旧作業を試みたが、８気筒のうち数気筒が作動しな
い状態が確認され、爆発の危険が予想されたことから職員
による復旧作業を中止とし、緊急修理を必要としたためであ
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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20659
（株）ジャムコ
東京都三鷹市大沢6-11-25

ＡＤＩ１個ほか８点整備

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.4.28 8,148,000

（株）ジャムコとの間で締結している請負契約については、専
門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定される
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20660
新潟原動機（株）
群馬県太田市西新町125-1

ディーゼルエンジン（１６ＰＡ４Ｖ
－２００ＶＧＡ型）修理（追

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.5.6 14,362,904

新潟原動機（株）との間で締結している請負契約について
は、整備中に認められた不具合を履行期限内に追加整備す
るものであり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20661
カメイ（株）
神奈川県横浜市金沢区幸浦
2-14-1

防カビ剤（バイオカットＴＳ）５９４
リットル買入

横浜海上保安部長
宮内　　健
神奈川県横浜市中区新港1-
2-1

H17.5.12 3,243,240

カメイ（株）との間で締結している買入契約については、既調
達物品の性能及び機能を確保するために必要な部品の取
扱業者であり、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）

20662
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＩＮＴＥＧＲＡＴＥＤ　ＶＡＬＶＥ＆ＦＩＬ
ＴＥＲ５個整備

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.5.13 5,910,555

三井物産エアロスペース（株）との間で締結している請負契
約については、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる
業者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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20663
日本エアロスペース（株）
東京都港区南青山2-5-17

ＰＵＭＰ＆ＭＥＴ　ＵＮＩＴ　２個ほ
か３点整備

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.5.16 5,239,500

日本エアロスペース（株）との間で締結している請負契約に
ついては、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者
が特定されるものであり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20664
ユーロヘリ（株）
東京都港区南青山2-5-17

ＭＡＩＮ　ＧＥＡＲ　ＢＯＸ　１個ほか
１点整備

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.5.20 72,030,000

ユーロヘリ（株）との間で締結している請負契約については、
専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定さ
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）



講ずる措置 備考契約を締結した日
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20665
朝日航洋（株）
東京都豊島区南池袋2-49-4

ＭＡＩＮ　ＧＥＡＲ　ＢＯＸ　１個整備

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.5.20 32,077,500

朝日航洋（株）との間で締結している請負契約については、
専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定さ
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20666
日本エアロスペース（株）
東京都港区南青山2-5-17

ＥＮＧＩＮＥ（ＡＲＲＩＥＬ２Ｓ１型）１
台整備

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.5.20 21,840,000

日本エアロスペース（株）との間で締結している請負契約に
ついては、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者
が特定されるものであり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20667
（株）島津製作所
東京都千代田区神田錦町1-
3

ＳＰＩＬＬＳＥＲＶＯ　ＲＥＧＵＬＡＴＯ
Ｒ１個ほか１３点整備

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.5.20 13,608,000

（株）島津製作所との間で締結している請負契約について
は、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20668
ユーロヘリ（株）
東京都港区南青山2-5-17

スーパーピューマ運航要員研修
（操縦国外）

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.5.20 6,477,240
ユーロヘリ（株）との間で締結している請負契約については、
要求する研修内容を履行できる業者であり、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
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20669
東京タグセンター
東京都港区海岸3-29-1

曳船作業

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.5.20 1,180,011
東京タグセンターとの間で締結している請負契約について
は、要求する内容に合致した契約を履行できる者であり、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
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
@71,085ほ
か

20670
三徳航空電装（株）
東京都大田区東糀谷2-14-5

ＳＴＡＲＴＥＲ　ＧＥＮＥＲＡＴＯＲ　１
４個ほか１５点整備

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.5.23 6,688,500

三徳航空電装（株）との間で締結している請負契約について
は、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20671
三菱重工業（株）
愛知県小牧市東田中1200

ＣＨＡＭＢＥＲ　ＡＳＳＹ　７個ほか
１１点整備

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.5.23 5,145,000

三菱重工業（株）との間で締結している請負契約について
は、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）
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20672
（株）ジャムコ
東京都三鷹市大沢6-11-25

ＰＲＯＰ　ＡＳＳＹ５個整備

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.5.25 13,681,500

（株）ジャムコとの間で締結している請負契約については、専
門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定される
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20673
（株）ジャムコ
東京都三鷹市大沢6-11-25

ＤＡＴＡ　ＮＡＶ　ＣＯＭＰＵＴＥＲ
１個ほか２７点整備

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.5.25 9,040,500

（株）ジャムコとの間で締結している請負契約については、専
門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定される
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20674
伊藤忠アビエ－ション（株）
東京都港区北青山1-2-3

ＣＡＢＩＮ　ＰＲＥＳＳ　ＣＯＮＴ４個
ほか１４点整備

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.5.25 7,370,000

伊藤忠アビエ－ション（株）との間で締結している請負契約に
ついては、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者
が特定されるものであり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20675
（株）大平特殊効果
神奈川県相模原市津久井町
青野原上梶野537

観閲式・総合訓練特殊効果一式

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.5.25 7,349,475
（株）大平特殊効果との間で締結している請負契約について
は、要求する内容に合致した契約を履行できる者であり、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20676
新潟原動機（株）
群馬県太田市西新町125-1

主機関交換部品２式買入

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.5.27 3,426,380

新潟原動機（株）との間で締結している買入契約について
は、既調達物品の性能及び機能を確保するために必要な部
品の取扱業者であり、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）

20677
古野電気（株）
東京都千代田区神田和泉町
2-6

船舶機関用部品１式買入

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.5.27 1,897,035

古野電気（株）との間で締結している買入契約については、
既調達物品の性能及び機能を確保するために必要な部品
の取扱業者であり、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）

20678
横浜マリン石油（株）
神奈川県横浜市中区本牧ふ
頭15-4

（本部）軽油（免税）予定数量６
０，０００Ｌ買入

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.5.30 3,030,000

横浜マリン石油（株）との間で締結している買入契約につい
ては、一般競争を実施したが不調になり燃料の供給ができ
なくなることから緊急調達を必要としたためであり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

単価契約
@53.025



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20679
泉産業（株）
東京都港区三田3-3-7

船舶機関用部品８式買入

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.5.30 1,848,000

泉産業（株）との間で締結している買入契約については、既
調達物品の性能及び機能を確保するために必要な部品の
取扱業者であり、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）

20680
（株）エイチアソシエイツ
兵庫県西宮市高塚町6-24

ＪＥＰＰＳＥＮ追録（平成１７年度）
一式買入

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.5.31 2,329,320
（株）エイチアソシエイツとの間で締結している買入契約につ
いては、市場販売価格が維持されているものであり、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年度から一般競
争入札に移行）

20681
西武沼袋医院
東京都中野区沼袋1-7-14

平成１７年度特別定期健康診断
一式

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.6.2 1,746,720
西武沼袋医院との間で締結している請負契約については、
要求する内容に合致した契約を履行できる者であり、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
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
@3,528ほか

20682
富士重工業（株）
栃木県宇都宮市陽南1-1-11

ＸＭＳＮ１個ほか２４点整備

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.6.7 14,490,000

富士重工業（株）との間で締結している請負契約について
は、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20683
ソニー（株）
東京都品川区北品川6-7-35

ＮＯＳＥ　ＣＯＮＥ　ＢＬＯＷＥＲ　１
個ほか９点整備

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.6.10 7,948,500
ソニー（株）との間で締結している請負契約については、専門
技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定されるも
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20684
新潟造船（株）
神奈川県三浦市三崎町城ケ
島字養老子105-2

設標船ほくと定期修理（追加）

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.6.10 4,956,000

新潟造船（株）との間で締結している請負契約については、
整備中に認められた不具合を履行期限内に追加整備するも
のであり、競争に付することが不利であるため。（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

20685
（株）ＪＡＬエアロパーツ
東京都港区芝2-3-3

ＹＡＷ　ＲＡＴＥ　ＳＥＮＳＯＲ　５個
整備

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.6.10 4,620,000

（株）ＪＡＬエアロパーツとの間で締結している請負契約につ
いては、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20686
ユーロヘリ（株）
東京都港区南青山2-5-17

航空機緊急操作技能維持研修
（スーパーピューマ）

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.6.10 3,866,940
ユーロヘリ（株）との間で締結している請負契約については、
要求する研修内容を履行できる業者であり、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
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20687
富士重工業（株）
栃木県宇都宮市陽南1-1-11

ＲＯＴＯＲ　ＢＲＡＫＥ　ＱＵＩＬＬ２個
ほか２２点整備

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.6.14 13,965,000

富士重工業（株）との間で締結している請負契約について
は、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20688
三菱重工業（株）
愛知県小牧市東田中1200

ＥＮＧＩＮＥ（ＰＴ６Ｔ－３Ｂ型）１台
追加整備

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.6.15 120,750,000

三菱重工業（株）との間で締結している請負契約について
は、整備中に認められた不具合を履行期限内に追加整備す
るものであり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20689
住商エアロシステム（株）
東京都中央区晴海1-8-8

ＳＰＩＮＮＥＲ２個ほか２点整備

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.6.15 2,793,000

住商エアロシステム（株）との間で締結している請負契約に
ついては、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者
が特定されるものであり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20690
ソニー（株）
東京都品川区北品川6-7-35

ＬＡＮＤＩＮＧ　ＧＥＡＲ　ＡＳＳＹ　Ｍ
ＡＩＮ　１個整備

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.6.17 8,904,000
ソニー（株）との間で締結している請負契約については、専門
技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定されるも
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20691
東京航空計器（株）
東京都大田区羽田空港1-8-
2

ＭＯＤＥ　ＳＥＬＥＣＴＯＲ　ＡＰ　１
個ほか５２点整備

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.6.17 6,452,250

東京航空計器（株）との間で締結している請負契約について
は、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20692
横須賀北部共済病院
神奈川県横須賀市船越町1-
8

平成１７年度一般（特別）定期健
康診断受診一式

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.6.20 1,600,000
横須賀北部共済病院との間で締結している請負契約につい
ては、要求する内容に合致した契約を履行できる者であり、
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
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
@2,678ほか



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20693
朝日航洋（株）
東京都豊島区南池袋2-49-4

ＡＦＣＳ　ＬＩＮＥＡＲ　ＡＣＴＵＡＴＯ
Ｒ　１個ほか８点整備

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.6.22 9,681,000

朝日航洋（株）との間で締結している請負契約については、
専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定さ
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20694
（株）ジャムコ
東京都三鷹市大沢6-11-25

ＣＡＲＧＯ　ＨＯＯＫ１個ほか７点
整備

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.6.22 7,696,500

（株）ジャムコとの間で締結している請負契約については、専
門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定される
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20695
住商エアロシステム（株）
東京都中央区晴海1-8-8

ＰＲＯＰ　ＡＳＳＹ１個整備

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.6.22 2,737,350

住商エアロシステム（株）との間で締結している請負契約に
ついては、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者
が特定されるものであり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20696
（株）ジャパンエナジー
東京都港区虎ノ門2-10-1

軽油（免税）２８０，０００リットル
買入

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.6.24 21,462,000
（株）ジャパンエナジーとの間で締結している買入契約につい
ては、他省庁と合同で離島へ納入するものであり、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年度から一般競
争入札に移行）

20697
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＦＵＥＬ　ＱＴＹ　ＩＮＤ５個ほか２点
整備

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.6.24 2,954,137

三井物産エアロスペース（株）との間で締結している請負契
約については、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる
業者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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20698
御前崎漁業（同）
静岡県御前崎市港6131

（御前崎）軽油（免税）予定数量
６０，０００Ｌ買入

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.6.27 4,170,600

御前崎漁業協同組合との間で締結している買入契約につい
ては、一般競争を実施したが不調になり燃料の供給ができ
なくなることから緊急調達を必要としたためであり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

単価契約
@69.20

20699
空港施設（株）
東京都大田区羽田空港1-6-
5

冷房供給

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.6.27 2,808,225

空港施設（株）との間で締結している供給契約については、
国有財産法に基づく使用許可及び空港管理規則に基づく構
内営業承認を受けて提供を行うことが可能な業者が一に限
られ、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

単価契約
@537,915ほ
か



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20700
稲葉石油
静岡県静岡市清水区西高町
6-31

（清水）軽油（免税）予定数量３
０，０００Ｌ買入

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.6.27 1,725,000
稲葉石油との間で締結している買入契約については、要求
する内容に合致した契約を履行できる者であり、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
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
@63.525

20701
（福）聖テレジア会　総合病院
聖ヨゼフ病院
神奈川県横須賀市緑が丘28

東京湾海上交通センター平成１
７年度健康診断受診一式

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.6.29 1,077,142

（福）聖テレジア会　総合病院　聖ヨゼフ病院との間で締結し
ている請負契約については、要求する内容に合致した契約
を履行できる者であり、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
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
@2,677ほか

20702
ユーロヘリ（株）
東京都港区南青山2-5-17

ＴＡＩＬ　ＲＯＴＯＲ　ＤＲＩＶＥ　ＡＳＳ
Ｙ　１個整備

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.6.30 3,601,500

ユーロヘリ（株）との間で締結している請負契約については、
専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定さ
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20703
新潟原動機（株）
群馬県太田市西新町125-1

ディーゼルエンジン（１６ＰＡ４Ｖ
－２００ＶＧＡ）修理（追

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.7.1 21,819,000

新潟原動機（株）との間で締結している請負契約について
は、整備中に認められた不具合を履行期限内に追加整備す
るものであり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20704
（株）ジャムコ
東京都三鷹市大沢6-11-25

ＨＯＩＳＴ１個整備

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.7.5 2,982,000

（株）ジャムコとの間で締結している請負契約については、専
門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定される
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20705
ソニー（株）
東京都品川区北品川6-7-35

ＯＸＹＧＥＮ　ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＲ
１個ほか３点整備

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.7.5 2,772,000
ソニー（株）との間で締結している請負契約については、専門
技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定されるも
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20706
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＭＡＩＮ　ＲＯＴＯＲ　ＢＬＡＤＥ２個
整備

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.7.6 4,063,500

三井物産エアロスペース（株）との間で締結している請負契
約については、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる
業者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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
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点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所
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にその所属する部局の名
称及び所在地

20707
ＪＦＥプラント＆サービス（株）
神奈川県横浜市鶴見区弁天
町3-7

ディーゼルエンジン（１２ＰＡ４Ｖ
－２００ＶＧＡ）修理（追加

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.7.7 16,065,000

ＪＦＥプラント＆サービス（株）との間で締結している請負契約
については、整備中に認められた不具合を履行期限内に追
加整備するものであり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20708
富士重工業（株）
栃木県宇都宮市陽南1-1-11

ＳＴＡＢＩＬＩＺＥＲ　ＢＡＲ　ＡＳＳＹ１
個ほか１９点整備

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.7.7 12,705,000

富士重工業（株）との間で締結している請負契約について
は、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20709
富永物産（株）
東京都中央区日本橋本町2-
6-3

ディーゼルエンジン（ＭＴＵ１２Ｖ
１８３ＴＥ９２）修理（追加

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.7.7 2,415,000

富永物産（株）との間で締結している請負契約については、
整備中に認められた不具合を履行期限内に追加整備するも
のであり、競争に付することが不利であるため。（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

20710

（株）日本航空インターナショ
ナル
東京都大田区羽田空港3-5-
1

ガルフ　ストリーム式Ｇ－Ｖ型機
体外部洗浄

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.7.7 1,680,420

（株）日本航空インターナショナルとの間で締結している請負
契約については、要求する内容に合致した契約を履行でき
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
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
@168,042

20711
富士重工業（株）
栃木県宇都宮市陽南1-1-11

ＭＡＳＴ　ＡＳＳＹ１個ほか４点整
備

第三管区海上保安本部長
本田　隆文
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.7.13 10,395,000

富士重工業（株）との間で締結している請負契約について
は、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20712
（株）ジャムコ
東京都三鷹市大沢6-11-25

ＨＯＩＳＴ１個整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.7.15 13,713,000

（株）ジャムコとの間で締結している請負契約については、専
門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定される
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20713
（株）ジャムコ
東京都三鷹市大沢6-11-25

ＨＯＩＳＴ２個ほか８点整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.7.15 7,696,500

（株）ジャムコとの間で締結している請負契約については、専
門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定される
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）
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20714
安西メデイカル（株）
東京都品川区西品川3-6-25

搭載型放射能測定装置定期点
検整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.7.15 2,037,000

安西メデイカル（株）との間で締結している請負契約について
は、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20715
ＪＦＥプラント＆サービス（株）
神奈川県横浜市鶴見区弁天
町3-7

ディーゼルエンジン（１６ＰＡ４Ｖ
－１８５ＶＧ）修理（追加）

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.7.19 7,486,500

ＪＦＥプラント＆サービス（株）との間で締結している請負契約
については、整備中に認められた不具合を履行期限内に追
加整備するものであり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20716
郵船商事（株）
東京都港区海岸2-2-6

主機関交換部品３式買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.7.29 3,895,500

郵船商事（株）との間で締結している買入契約については、
既調達物品の性能及び機能を確保するために必要な部品
の取扱業者であり、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）

20717
（株）ジャムコ
東京都三鷹市大沢6-11-25

ＨＯＩＳＴ３個ほか２２点整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.8.1 9,565,500

（株）ジャムコとの間で締結している請負契約については、専
門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定される
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20718
海外アビオテック（株）
東京都港区六本木2-2-5

ＶＨＦ　ＴＲ　５個ほか１５点整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.8.1 2,541,000

海外アビオテック（株）との間で締結している請負契約につい
ては、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20719
富士重工業（株）
栃木県宇都宮市陽南1-1-11

４２　ＤＥＧ　ＧＥＡＲ　ＢＯＸ１個ほ
か５点整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.8.2 12,180,000

富士重工業（株）との間で締結している請負契約について
は、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20720
（株）ＪＡＬエアロパーツ
東京都港区芝2-3-3

ＡＩＲ　ＣＹＣＬＥ　ＭＡＣＨＩＮＥ　１
個整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.8.3 2,793,000

（株）ＪＡＬエアロパーツとの間で締結している請負契約につ
いては、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）
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20721
（株）エヌ ゼット ケイ
東京都港区芝浦2-14-8

水平指示灯用動揺安定装置駆
動部筐体１台買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.8.5 3,769,500

（株）エヌ ゼット ケイとの間で締結している買入契約につい
ては、既調達物品の性能及び機能を確保するために必要な
部品の取扱業者であり、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）

20722
（株）ジャムコ
東京都三鷹市大沢6-11-25

ＷＸ　ＲＡＤＡＲ　ＴＲ　４個ほか４
点整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.8.10 3,045,000

（株）ジャムコとの間で締結している請負契約については、専
門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定される
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20723
三菱重工業（株）
愛知県小牧市東田中1200

ＥＮＧＩＮＥ（ＰＴ６Ｔ－３Ｄ型）１台
ほか１点追加整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.8.11 81,795,000

三菱重工業（株）との間で締結している請負契約について
は、整備中に認められた不具合を履行期限内に追加整備す
るものであり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20724
伊藤忠アビエ－ション（株）
東京都港区北青山1-2-3

航空機燃料油買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.8.11 4,444,704

伊藤忠アビエ－ション（株）との間で締結している買入契約に
ついては、一般競争を実施したが不調になり燃料の供給が
できなくなることから緊急調達を必要としたためであり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

単価契約
@67.344ほ
か

20725
伊藤忠アビエ－ション（株）
東京都港区北青山1-2-3

地上業務委託

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.8.11 3,901,125
伊藤忠アビエ－ション（株）との間で締結している請負契約に
ついては、要求する内容に合致した契約を履行できる者であ
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
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
@58,926ほ
か

20726
住商エアロシステム（株）
東京都中央区晴海1-8-8

ＰＲＯＰ　ＡＳＳＹ３個整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.8.12 8,542,800

住商エアロシステム（株）との間で締結している請負契約に
ついては、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者
が特定されるものであり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20727
日本エアロスペース（株）
東京都港区南青山2-5-17

ＥＮＧＩＮＥ（ＡＲＲＩＥＬ　２Ｓ１型）２
台整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.8.12 6,037,500

日本エアロスペース（株）との間で締結している請負契約に
ついては、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者
が特定されるものであり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20728
ユーロヘリ（株）
東京都港区南青山2-5-17

ＣＯＬＬＥＣＴＯＲ１個ほか１点整
備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.8.12 2,929,500

ユーロヘリ（株）との間で締結している請負契約については、
専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定さ
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20729
（株）ＪＡＬエアロパーツ
東京都港区芝2-3-3

ＤＩＳＴＲＩＢＵＴＯＲ　ＵＮＩＴ（ＬＨ）１
個ほか５点整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.8.12 2,803,500

（株）ＪＡＬエアロパーツとの間で締結している請負契約につ
いては、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20730
三徳航空電装（株）
東京都大田区東糀谷2-14-5

ＳＴＡＲＴＥＲ　ＧＥＮＥＲＡＴＯＲ　４
個ほか１７点整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.8.15 6,604,500

三徳航空電装（株）との間で締結している請負契約について
は、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20731
新潟原動機（株）
群馬県太田市西新町125-1

ディーゼルエンジン（１６ＰＡ４Ｖ
－２００ＶＧＡ型）修理

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.8.22 20,454,697

新潟原動機（株）との間で締結している請負契約について
は、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20732
富永物産（株）
東京都中央区日本橋本町2-
6-3

ディーゼルエンジン（ＭＴＵ１２Ｖ
１８３ＴＥ９２型）修理

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.8.23 2,625,000

富永物産（株）との間で締結している請負契約については、
専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定さ
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20733
（株）ジャムコ
東京都三鷹市大沢6-11-25

ＳＥＲＶＯ　ＣＹＬＩＮＤＥＲ２個ほか
３点整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.8.24 5,649,000

（株）ジャムコとの間で締結している請負契約については、専
門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定される
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20734
三菱重工業（株）
愛知県小牧市東田中1200

ＥＮＧＩＮＥ（ＰＴ６Ｔ－３Ｂ型）１台
ほか１点追加整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.8.25 100,485,000

三菱重工業（株）との間で締結している請負契約について
は、整備中に認められた不具合を履行期限内に追加整備す
るものであり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20735
産業科学（株）
東京都中央区銀座7-13-15

可搬型放射能測定装置定期点
検

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.8.29 1,050,000
産業科学（株）との間で締結している請負契約については、
既調達物品の性能を維持する保守業者であり、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）

20736
ＪＦＥプラント＆サービス（株）
神奈川県横浜市鶴見区弁天
町3-7

ディーゼルエンジン（１２ＰＡ４Ｖ
－２００ＶＧＡ型）修理

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.8.31 6,090,000

ＪＦＥプラント＆サービス（株）との間で締結している請負契約
については、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業
者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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20737
日本航空電子工業（株）
東京都目黒区青葉台3-1-19

ＲＡＤＩＯ　ＡＬＴ　ＴＲ　３個整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.9.1 6,646,500

日本航空電子工業（株）との間で締結している請負契約につ
いては、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20738
三菱重工業（株）
愛知県小牧市東田中1200

ＥＮＧＩＮＥ（ＴＦＥ７３１－５ＡＲ－１
Ｃ型）１台追加整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.9.2 11,340,000

三菱重工業（株）との間で締結している請負契約について
は、整備中に認められた不具合を履行期限内に追加整備す
るものであり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20739
トーヨーセーミツ（株）
東京都品川区南大井6-27-
20

主機関交換部品１式買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.9.2 1,953,889

トーヨーセーミツ（株）との間で締結している買入契約につい
ては、既調達物品の性能及び機能を確保するために必要な
部品の取扱業者であり、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）

20740
（株）トキメックアビエーション
埼玉県飯能市美杉台2-1-1

ＨＹＤ　ＰＵＭＰ　４個ほか２０点
整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.9.5 6,709,500

（株）トキメックアビエーションとの間で締結している請負契約
については、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業
者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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20741
ソニー（株）
東京都品川区北品川6-7-35

ＴＡＩＬ　ＣＯＮＥ　１個整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.9.7 10,048,500
ソニー（株）との間で締結している請負契約については、専門
技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定されるも
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）



講ずる措置 備考契約を締結した日
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（円）

随意契約によることとした理由
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20742
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＭＡＩＮ　ＲＯＴＯＲ　ＢＬＡＤＥ３個
整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.9.8 6,195,000

三井物産エアロスペース（株）との間で締結している請負契
約については、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる
業者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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20743
三菱重工業（株）
愛知県小牧市東田中1200

ＥＮＧＩＮＥ（ＰＴ６Ｔ－３Ｂ型）１台
追加整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.9.9 77,910,000

三菱重工業（株）との間で締結している請負契約について
は、整備中に認められた不具合を履行期限内に追加整備す
るものであり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20744
妙高機械工業（株）
神奈川県横浜市鶴見区元宮
2-1-64

ディーゼルエンジン（１２ＤＭ２０
ＭＴＫ型）修理（追加）

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.9.12 8,085,000

妙高機械工業（株）との間で締結している請負契約について
は、整備中に認められた不具合を履行期限内に追加整備す
るものであり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20745
（株）池貝ディーゼル
神奈川県横浜市鶴見区江崎
町3-43

ディーゼルエンジン（ＭＡＮ　Ｄ２
８４２ＬＥ４０１型）修理（追加）

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.9.16 7,560,000

（株）池貝ディーゼルとの間で締結している請負契約につい
ては、整備中に認められた不具合を履行期限内に追加整備
するものであり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20746
トーヨーセーミツ（株）
東京都品川区南大井6-27-
20

主機関交換部品１式買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.9.16 1,933,351

トーヨーセーミツ（株）との間で締結している買入契約につい
ては、既調達物品の性能及び機能を確保するために必要な
部品の取扱業者であり、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）

20747
（株）ジャムコ
東京都三鷹市大沢6-11-25

ＡＣＴＵＡＴＯＲ　ＭＬＧ１個ほか２
０点整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.9.20 7,959,000

（株）ジャムコとの間で締結している請負契約については、専
門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定される
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20748
（株）沖電気カスタマアドテッ
ク
東京都江東区木場2-7-23

予備品（レーダー運用卓用）１式
買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.9.20 2,835,000

（株）沖電気カスタマアドテックとの間で締結している買入契
約については、既調達物品の性能及び機能を確保するため
に必要な部品の取扱業者であり、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）
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20749
セナーアンドバーンズ（株）
東京都大田区羽田空港1-6-
6

マーキング装置ほか１２点買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.9.21 14,406,105

セナーアンドバーンズ（株）との間で締結している買入契約に
ついては、既調達物品の性能及び機能を確保するために必
要な部品の取扱業者であり、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）

20750

ロ－ルス．ロイスマリンジャパ
ン（株）
東京都千代田区九段南２－５
－１

推進器用部品１式買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.9.21 2,016,198

ロールス・ロイス　マリン　ジャパン（株）との間で締結してい
る買入契約については、既調達物品の性能及び機能を確保
するために必要な部品の取扱業者であり、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）

20751
日新興業（株）
東京都中央区銀座6-6-7

空調装置部品９式買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.9.21 1,968,541

日新興業（株）との間で締結している買入契約については、
既調達物品の性能及び機能を確保するために必要な部品
の取扱業者であり、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）

20752
三菱重工業（株）
愛知県小牧市東田中1200

ＥＮＧＩＮＥ（ＤＡＲＴ　ＭＫ５４２－１
０Ｋ型）１台追加整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.9.22 18,900,000

三菱重工業（株）との間で締結している請負契約について
は、整備中に認められた不具合を履行期限内に追加整備す
るものであり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20753
（株）ＪＡＬエアロパーツ
東京都港区芝2-3-3

ＢＲＡＫＥ　ＡＳＳＹ　２個整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.9.22 3,402,000

（株）ＪＡＬエアロパーツとの間で締結している請負契約につ
いては、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20754
（株）ジャムコ
東京都三鷹市大沢6-11-25

ＡＬＴＥＲＮＡＴＯＲ（ＷＦ）１個ほか
３点整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.9.26 14,007,000

（株）ジャムコとの間で締結している請負契約については、専
門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定される
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20755
東京航空計器（株）
東京都大田区羽田空港1-8-
2

ＡＬＴＩＭＥＴＥＲ　１個ほか１６点
整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.9.26 3,766,350

東京航空計器（株）との間で締結している請負契約について
は、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）
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20756
富士重工業（株）
栃木県宇都宮市陽南1-1-11

ＩＮＰＵＴ　ＱＵＩＬＬ２個ほか２３点
整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.9.28 12,705,000

富士重工業（株）との間で締結している請負契約について
は、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20757
御前崎漁業（同）
静岡県御前崎市港6131

（御前崎）軽油（免税）予定数量
６０，０００Ｌ買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.9.28 4,242,000

御前崎漁業協同組合との間で締結している買入契約につい
ては、一般競争を実施したが不調になり燃料の供給ができ
なくなることから緊急調達を必要としたためであり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

単価契約
@70.70

20758
（株）ジャムコ
東京都三鷹市大沢6-11-25

ＳＥＡＲＣＨ　ＲＡＤＡＲ　ＡＮＴ　２
個ほか１５点整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.9.28 2,845,500

（株）ジャムコとの間で締結している請負契約については、専
門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定される
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20759
稲葉石油
静岡県静岡市清水区西高町
6-31

（清水）軽油（免税）予定数量３
０，０００Ｌ買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.9.28 1,905,000
稲葉石油との間で締結している買入契約については、要求
する内容に合致した契約を履行できる者であり、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
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
@66.675

20760
（株）トキメック
東京都大田区南蒲田2-16-
46

１４ＧＨｚ帯高分解能レーダー装
置空中線回転機構部整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.9.29 5,911,500

（株）トキメックとの間で締結している請負契約については、
専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定さ
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20761
セナーアンドバーンズ（株）
東京都大田区羽田空港1-6-
6

予備品（ロランＣ送信装置用）１
式買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.9.29 4,994,829

セナーアンドバーンズ（株）との間で締結している買入契約に
ついては、既調達物品の性能及び機能を確保するために必
要な部品の取扱業者であり、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）

20762
セナーアンドバーンズ（株）
東京都大田区羽田空港1-6-
6

航路標識業務用品８式買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.9.29 2,168,417

セナーアンドバーンズ（株）との間で締結している買入契約に
ついては、既調達物品の性能及び機能を確保するために必
要な部品の取扱業者であり、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）
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20763
ユーロヘリ（株）
東京都港区南青山2-5-17

スーパーピューマ運航要員研修
（整備（国外））

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.10.3 2,690,406
ユーロヘリ（株）との間で締結している請負契約については、
要求する研修内容を履行できる業者であり、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
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20764
三菱重工業（株）
愛知県小牧市東田中1200

ＥＮＧＩＮＥ（２５０－Ｃ２０Ｊ型）１台
ほか１点追加整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.10.4 87,885,000

三菱重工業（株）との間で締結している請負契約について
は、整備中に認められた不具合を履行期限内に追加整備す
るものであり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20765
三菱重工業（株）
愛知県小牧市東田中1200

ＡＦＣＵ３個整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.10.11 4,924,500

三菱重工業（株）との間で締結している請負契約について
は、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20766
日本エアロスペース（株）
東京都港区南青山2-5-17

ＥＮＧＩＮＥ　（ＡＲＲＩＥＬ２Ｓ１型）
１台整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.10.12 6,037,500

日本エアロスペース（株）との間で締結している請負契約に
ついては、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者
が特定されるものであり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20767
（株）ジャムコ
東京都三鷹市大沢6-11-25

ＭＡＩＮ　ＲＯＴＯＲ　ＨＥＡＤ　ＡＳＳ
Ｙ追加整備１個

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.10.14 35,490,000

（株）ジャムコとの間で締結している請負契約については、整
備中に認められた不具合を履行期限内に追加整備するもの
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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20768
ユーロヘリ（株）
東京都港区南青山2-5-17

ＦＵＥＬ　ＩＮＤＩＣＡＴＩＮＧ　ＵＮＩＴ
３個ほか５点整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.10.14 6,562,500

ユーロヘリ（株）との間で締結している請負契約については、
専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定さ
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20769
旭日通産（株）
神奈川県横浜市中区山下町
46

航空タービン燃料油（ＪＰ－４免
税）２６０ＫＬ買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.10.18 18,741,450
旭日通産（株）との間で締結している買入契約については、
他省庁と合同で離島へ納入するものであり、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年度から一般競
争入札に移行）
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20770
（株）ジャムコ
東京都三鷹市大沢6-11-25

ＡＩＲ　ＳＰＥＥＤ　ＩＮＤ１個ほか７
点整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.10.18 10,363,500

（株）ジャムコとの間で締結している請負契約については、専
門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定される
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20771
サマユー（株）
東京都港区高輪3-25-27-
1003

舶用部品１式買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.10.18 2,268,000

サマユー（株）との間で締結している買入契約については、
既調達物品の性能及び機能を確保するために必要な部品
の取扱業者であり、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）

20772
（株）ＪＡＬＵＸ
東京都品川区東品川2-4-11

ＳＴＲＵＴ　ＡＳＳＹ　ＮＯＳＥ　１個
ほか１点整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.10.19 12,022,500

（株）ＪＡＬＵＸとの間で締結している請負契約については、専
門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定される
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20773
（株）ジャムコ
東京都三鷹市大沢6-11-25

ＣＯＮＤＥＮＳＥＲ　ＢＬＯＷＥＲ　Ａ
ＳＳＹ１個ほか５点整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.10.20 4,252,500

（株）ジャムコとの間で締結している請負契約については、専
門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定される
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20774
富永物産（株）
東京都中央区日本橋本町2-
6-3

ディーゼルエンジン（ＭＴＵ１２Ｖ
１８３ＴＥ９２型）修理

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.10.21 2,730,000

富永物産（株）との間で締結している請負契約については、
専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定さ
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20775
（株）池貝ディーゼル
神奈川県横浜市鶴見区江崎
町3-43

ディーゼルエンジン（ＭＡＮ　Ｄ２
８４２ＬＥ４０１型）修理（追加）

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.10.24 7,980,000

（株）池貝ディーゼルとの間で締結している請負契約につい
ては、整備中に認められた不具合を履行期限内に追加整備
するものであり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20776
富士重工業（株）
栃木県宇都宮市陽南1-1-11

ＭＡＩＮ　ＲＯＴＯＲ　ＨＵＢ　ＡＳＳＹ
４個ほか１点整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.10.24 5,827,500

富士重工業（株）との間で締結している請負契約について
は、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20777
川崎重工業（株）
東京都港区浜松町2-4-1

推進器用部品１式買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.10.25 7,413,210

川崎重工業（株）との間で締結している買入契約について
は、既調達物品の性能及び機能を確保するために必要な部
品の取扱業者であり、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）

20778
三菱重工業（株）
愛知県小牧市東田中1200

ＣＨＡＭＢＥＲ　ＡＳＳＹ　７個ほか
２点整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.10.25 4,368,000

三菱重工業（株）との間で締結している請負契約について
は、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20779
マイナミ空港サービス（株）
東京都港区元赤坂1-7-8

ＦＭＳ　２個整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.10.26 2,520,000

マイナミ空港サービス（株）との間で締結している請負契約に
ついては、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者
が特定されるものであり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20780
三菱重工業（株）
愛知県小牧市東田中1200

ＥＮＧＩＮＥ（ＰＴ６Ａ－６０Ａ型）１台
追加整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.10.31 19,950,000

三菱重工業（株）との間で締結している請負契約について
は、整備中に認められた不具合を履行期限内に追加整備す
るものであり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20781
横浜電工（株）
神奈川県横浜市神奈川区守
屋町1-2-2

船舶機関用部品２式買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.10.31 1,742,160

横浜電工（株）との間で締結している買入契約については、
既調達物品の性能及び機能を確保するために必要な部品
の取扱業者であり、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）

20782
東京航空計器（株）
東京都大田区羽田空港1-8-
2

ＣＡＢＩＮ　ＤＩＦＦ　ＰＲＥＳＳ　ＩＮＤ
２個ほか１７点整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.11.2 5,511,450

東京航空計器（株）との間で締結している請負契約について
は、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20783
新潟原動機（株）
群馬県太田市西新町125-1

ディーゼルエンジン（１６ＰＡ４Ｖ
－２００ＶＧＡ型）修理（追

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.11.4 21,630,000

新潟原動機（株）との間で締結している請負契約について
は、整備中に認められた不具合を履行期限内に追加整備す
るものであり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの



講ずる措置 備考契約を締結した日
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20784
（株）トキメック
東京都大田区南蒲田2-16-
46

予備品（１４ＧＨＺ帯高分解能
レーダー装置用）１式買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.11.4 4,935,000

（株）トキメックとの間で締結している買入契約については、
既調達物品の性能及び機能を確保するために必要な部品
の取扱業者であり、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）

20785
郵船商事（株）
東京都港区海岸2-2-6

主機関交換部品１式買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.11.8 7,406,039

郵船商事（株）との間で締結している買入契約については、
既調達物品の性能及び機能を確保するために必要な部品
の取扱業者であり、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）

20786
伊藤忠アビエ－ション（株）
東京都港区北青山1-2-3

ＴＡＳ　ＣＯＭＰＵＴＥＲ１個ほか１
０点整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.11.8 3,412,500

伊藤忠アビエ－ション（株）との間で締結している請負契約に
ついては、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者
が特定されるものであり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20787
石川島播磨重工業（株）
東京都江東区豊洲3-1-1

ＰＯＷＥＲ　ＵＮＩＴ　２台整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.11.9 8,064,000

石川島播磨重工業（株）との間で締結している請負契約につ
いては、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20788
三菱重工業（株）
愛知県小牧市東田中1200

ＥＮＧＩＮＥ（ＴＦＥ７３１－５ＡＲ－１
Ｃ型）１台整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.11.9 5,586,000

三菱重工業（株）との間で締結している請負契約について
は、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20789
富士重工業（株）
栃木県宇都宮市陽南1-1-11

ＸＭＳＮ２個ほか４点整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.11.10 14,805,000

富士重工業（株）との間で締結している請負契約について
は、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20790
（株）ジャムコ
東京都三鷹市大沢6-11-25

ＡＬＴＥＲＮＡＴＯＲ１個ほか１５点
整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.11.11 14,301,000

（株）ジャムコとの間で締結している請負契約については、専
門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定される
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）



講ずる措置 備考契約を締結した日
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20791
三徳航空電装（株）
東京都大田区東糀谷2-14-5

ＩＮＶＥＲＴＥＲ　２個ほか３２点整
備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.11.14 9,702,000

三徳航空電装（株）との間で締結している請負契約について
は、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20792
三菱重工業（株）
愛知県小牧市東田中1200

ＥＮＧＩＮＥ（ＴＦＥ７３１－５ＡＲ－１
Ｃ型）１台追加整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.11.17 13,650,000

三菱重工業（株）との間で締結している請負契約について
は、整備中に認められた不具合を履行期限内に追加整備す
るものであり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20793
ユーロヘリ（株）
東京都港区南青山2-5-17

ＭＡＩＮ　Ｌ／Ｇ　ＡＣＴＵＡＴＯＲ　１
個特別整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.11.18 13,965,000

ユーロヘリ（株）との間で締結している請負契約については、
専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定さ
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20794
セナーアンドバーンズ（株）
東京都大田区羽田空港1-6-
6

新島ロランＣ局ロランＣ送信装置
修理

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.11.18 3,465,000

セナーアンドバーンズ（株）との間で締結している請負契約に
ついては、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者
が特定されるものであり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20795
空港施設（株）
東京都大田区羽田空港1-6-
5

暖房供給

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.11.18 2,072,616

空港施設（株）との間で締結している供給契約については、
国有財産法に基づく使用許可及び空港管理規則に基づく構
内営業承認を受けて提供を行うことが可能な業者が一に限
られ、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

単価契約
@377,034ほ
か

20796
ユーロヘリ（株）
東京都港区南青山2-5-17

ＴＡＩＬ　ＲＯＴＯＲ　ＤＲＩＶＥ　ＡＳＳ
Ｙ　１個追加整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.12.5 17,850,000

ユーロヘリ（株）との間で締結している請負契約については、
整備中に認められた不具合を履行期限内に追加整備するも
のであり、競争に付することが不利であるため。（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

20797
（株）ジャムコ
東京都三鷹市大沢6-11-25

ＨＯＩＳＴ１個整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.12.9 4,168,500

（株）ジャムコとの間で締結している請負契約については、専
門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定される
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20798
三菱重工業（株）
愛知県小牧市東田中1200

ＥＮＧＩＮＥ（ＤＡＲＴ　ＭＫ５４２－１
０Ｋ型）１台追加整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.12.14 20,790,000

三菱重工業（株）との間で締結している請負契約について
は、整備中に認められた不具合を履行期限内に追加整備す
るものであり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20799
富士重工業（株）
栃木県宇都宮市陽南1-1-11

ＸＭＳＮ１個ほか２点整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.12.16 9,670,500

富士重工業（株）との間で締結している請負契約について
は、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20800
三和電子（株）
東京都千代田区猿楽町2-1-
6

有線式灯台監視装置１式ほか１
点買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.12.16 2,740,500

三和電子（株）との間で締結している買入契約については、
既調達物品の性能及び機能を確保するために必要な部品
の取扱業者であり、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）

20801
セナーアンドバーンズ（株）
東京都大田区羽田空港1-6-
6

予備品（ロランＣ送信装置用）１
式買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.12.21 4,871,244

セナーアンドバーンズ（株）との間で締結している買入契約に
ついては、既調達物品の性能及び機能を確保するために必
要な部品の取扱業者であり、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）

20802
御前崎漁業（同）
静岡県御前崎市港6131

（御前崎）軽油（免税）予定数量
６０，０００Ｌ買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.12.26 4,500,000

御前崎漁業協同組合との間で締結している買入契約につい
ては、一般競争を実施したが不調になり燃料の供給ができ
なくなることから緊急調達を必要としたためであり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

単価契約
@71.20

20803
三和電子（株）
東京都千代田区猿楽町2-1-
6

清水（部）ほか１件有線式灯台
監視装置試験調整

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.12.26 2,310,000
三和電子（株）との間で締結している請負契約については、
既調達物品の性能を維持する管理業者であり、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）

20804
稲葉石油
静岡県静岡市清水区西高町
6-31

（清水）軽油（免税）予定数量３
０，０００Ｌ買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.12.26 2,000,250
稲葉石油との間で締結している買入契約については、要求
する内容に合致した契約を履行できる者であり、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
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
@66.675



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20805
郵船商事（株）
東京都港区海岸2-2-6

主機関交換部品１式買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.12.27 12,558,443

郵船商事（株）との間で締結している買入契約については、
既調達物品の性能及び機能を確保するために必要な部品
の取扱業者であり、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）

20806
（株）池貝ディーゼル
神奈川県横浜市鶴見区江崎
町3-43

ディーゼルエンジン（ＭＡＮ　Ｄ２
８４２ＬＥ４０１型）修理（追加）

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.12.27 6,825,000

（株）池貝ディーゼルとの間で締結している請負契約につい
ては、整備中に認められた不具合を履行期限内に追加整備
するものであり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20807
ドコモ・センツウ（株）
東京都港区海岸1-9-15

衛星船舶電話装置３式ほか１点
買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.12.27 3,083,850

ドコモ・センツウ（株）との間で締結している買入契約につい
ては、既調達物品の性能及び機能を確保するために必要な
部品の取扱業者であり、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）

20808
ヤンマーエンジニアリング
（株）
東京都港区新橋1-1-1

発電機交換部品１式買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H17.12.27 2,386,024

ヤンマーエンジニアリング（株）との間で締結している買入契
約については、既調達物品の性能及び機能を確保するため
に必要な部品の取扱業者であり、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）

20809
ザーケ日本トラテック（株）
東京都杉並区高円寺北2-
39-33

船舶機関用部品１式買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.1.6 2,682,750

ザーケ日本トラテック（株）との間で締結している買入契約に
ついては、既調達物品の性能及び機能を確保するために必
要な部品の取扱業者であり、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）

20810
日本エアロスペース（株）
東京都港区南青山2-5-17

ＥＮＧＩＮＥ（ＡＲＲＩＥＬ　２Ｓ１型）１
台追加整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.1.11 31,290,000

日本エアロスペース（株）との間で締結している請負契約に
ついては、整備中に認められた不具合を履行期限内に追加
整備するものであり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20811
新潟原動機（株）
群馬県太田市西新町125-1

主機関交換部品２式買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.1.11 3,564,622

新潟原動機（株）との間で締結している買入契約について
は、既調達物品の性能及び機能を確保するために必要な部
品の取扱業者であり、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）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20812
（株）池貝ディーゼル
神奈川県横浜市鶴見区江崎
町3-43

ディーゼルエンジン（ライセンス
ＭＴＵ１６Ｖ６５２型）修理２

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.1.12 8,820,000

（株）池貝ディーゼルとの間で締結している請負契約につい
ては、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20813
三菱重工業（株）
愛知県小牧市東田中1200

ＦＣＵ　２個ほか８点整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.1.16 11,550,000

三菱重工業（株）との間で締結している請負契約について
は、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20814
（株）ジャムコ
東京都三鷹市大沢6-11-25

ＤＣ　ＣＯＮＴ　ＵＮＩＴ２個ほか５点
整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.1.17 12,999,000

（株）ジャムコとの間で締結している請負契約については、専
門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定される
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20815
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園2-4-1

ＭＡＩＮ　ＲＯＴＯＲ　ＢＬＡＤＥ２個
整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.1.19 4,515,000

三井物産エアロスペース（株）との間で締結している請負契
約については、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる
業者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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20816
（株）トキメック
東京都大田区南蒲田2-16-
46

予備品（ＡＩＳ陸上装置用）２式ほ
か１点買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.1.19 3,040,800

（株）トキメックとの間で締結している買入契約については、
既調達物品の性能及び機能を確保するために必要な部品
の取扱業者であり、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）

20817
三徳航空電装（株）
東京都大田区東糀谷2-14-5

ＳＴＡＲＴＥＲ　ＧＥＮＥＲＡＴＯＲ　８
個ほか１５点整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.1.20 4,998,000

三徳航空電装（株）との間で締結している請負契約について
は、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20818
（株）ジャムコ
東京都三鷹市大沢6-11-25

ＤＲＡＧ　ＬＥＧ　ＡＳＳＹ　ＭＡＩＮ２
個ほか１３点整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.1.20 2,950,500

（株）ジャムコとの間で締結している請負契約については、専
門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定される
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
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契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20819
富士重工業（株）
栃木県宇都宮市陽南1-1-11

ＲＯＴＯＲ　ＢＲＡＫＥ　ＱＵＩＬＬ２個
整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.1.23 3,685,500

富士重工業（株）との間で締結している請負契約について
は、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20820
（株）トキメックアビエーション
埼玉県飯能市美杉台2-1-1

３　ＡＸＩＳ　ＧＹＲＯ　９個ほか１３
点整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.1.24 11,130,000

（株）トキメックアビエーションとの間で締結している請負契約
については、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業
者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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20821
三菱重工業（株）
愛知県小牧市東田中1200

ＥＮＧＩＮＥ（ＰＴ６Ａ－６０Ａ型）１台
追加整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.1.24 4,977,000

三菱重工業（株）との間で締結している請負契約について
は、整備中に認められた不具合を履行期限内に追加整備す
るものであり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20822
（株）ジャムコ
東京都三鷹市大沢6-11-25

ＳＥＲＶＯ　ＣＹＬＩＮＤＥＲ５個ほか
１点整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.1.25 11,823,000

技術的理由により契約内容を履行できる業者が特定されて
いるため
（株）ジャムコとの間で締結している請負契約については、専
門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定される
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20823
（株）光電製作所
東京都大田区多摩川2-13-
24

予備品（灯火監視送信装置用）
４式買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.1.25 2,551,920

（株）光電製作所との間で締結している買入契約について
は、既調達物品の性能及び機能を確保するために必要な部
品の取扱業者であり、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）

20824
長野日本無線（株）
東京都渋谷区千駄ケ谷5-
33-8

船舶気象通報端局装置改修及
び試験調整

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.1.27 8,400,000
長野日本無線（株）との間で締結している請負契約について
は、既調達物品の性能を維持する管理業者であり、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）

20825
住商エアロシステム（株）
東京都中央区晴海1-8-8

ＰＲＯＰ　ＡＳＳＹ１個整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.1.27 4,479,300

住商エアロシステム（株）との間で締結している請負契約に
ついては、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者
が特定されるものであり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）



講ずる措置 備考契約を締結した日
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20826
（株）光電製作所
東京都大田区多摩川2-13-
24

静岡地区ＭＩＣＳ情報装置試験
調整

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.1.27 3,360,000
（株）光電製作所との間で締結している請負契約について
は、既調達物品の性能を維持する管理業者であり、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）

20827
（株）ジャムコ
東京都三鷹市大沢6-11-25

ＡＤＩ２個ほか２５点整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.1.30 4,567,500

（株）ジャムコとの間で締結している請負契約については、専
門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定される
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20828
日本無線（株）
東京都新宿区西新宿6-10-1

送受信機（ＪＨＰ－１８Ｓ０５Ｔ）９
台買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.1.30 2,060,100

日本無線（株）との間で締結している買入契約については、
既調達物品の性能及び機能を確保するために必要な部品
の取扱業者であり、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）

20829
石川島播磨重工業（株）
東京都江東区豊洲3-1-1

ＦＣＵ３個ほか１７点整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.2.1 6,993,000

石川島播磨重工業（株）との間で締結している請負契約につ
いては、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20830
（株）大田計器製作所
東京都杉並区成田東2-39-
20

ＴＡＣＨＯＭＥＴＥＲ　ＥＮＧ　４個
ほか７点整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.2.1 4,783,800

（株）大田計器製作所との間で締結している請負契約につい
ては、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20831
（株）池貝ディーゼル
神奈川県横浜市鶴見区江崎
町3-43

ディーゼルエンジン（ＭＡＮＤ２８
４２ＬＹＥ型）修理（追加）

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.2.2 5,775,000

（株）池貝ディーゼルとの間で締結している請負契約につい
ては、整備中に認められた不具合を履行期限内に追加整備
するものであり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20832
富永物産（株）
東京都中央区日本橋本町2-
6-3

ディーゼルエンジン（ＭＴＵ１２Ｖ
１８３ＴＥ９２型）修理

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.2.2 3,202,500

富永物産（株）との間で締結している請負契約については、
専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定さ
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）
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20833
（株）ジャムコ
東京都三鷹市大沢6-11-25

ＤＡＴＡ　ＮＡＶ　ＣＯＭＰＵＴＥＲ１
個ほか５点整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.2.3 12,915,000

（株）ジャムコとの間で締結している請負契約については、専
門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定される
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20834
セナーアンドバーンズ（株）
東京都大田区羽田空港1-6-
6

ロランＣ主局装置修理

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.2.3 3,990,000

セナーアンドバーンズ（株）との間で締結している請負契約に
ついては、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者
が特定されるものであり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20835
日本チェーンアンカー（株）
東京都新宿区新宿1-8-1

舶用部品１式製造買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.2.3 2,800,000

日本チェーンアンカー（株）との間で締結している買入契約に
ついては、既調達物品の性能及び機能を確保するために必
要な部品の取扱業者であり、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）

20836
ＪＦＥプラント＆サービス（株）
神奈川県横浜市鶴見区弁天
町3-7

ディーゼルエンジン（１２ＰＡ４Ｖ
－２００ＶＧＡ型）修理

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.2.6 9,450,000

ＪＦＥプラント＆サービス（株）との間で締結している請負契約
については、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業
者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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20837
セナーアンドバーンズ（株）
東京都大田区羽田空港1-6-
6

頭標取付金具（１個用）ほか３点
買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.2.7 2,465,400

セナーアンドバーンズ（株）との間で締結している買入契約に
ついては、既調達物品の性能及び機能を確保するために必
要な部品の取扱業者であり、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）

20838
富士重工業（株）
栃木県宇都宮市陽南1-1-11

ＴＡＩＬ　ＤＲＩＶＥ　ＳＨＡＦＴ　ＨＡＮ
ＧＥＲ６個ほか１９点整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.2.8 9,019,500

富士重工業（株）との間で締結している請負契約について
は、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20839
ユーロヘリ（株）
東京都港区南青山2-5-17

ＦＵＥＬ　ＳＹＳＴＥＭ　ＴＥＳＴ　ＣＡ
ＳＥ１個買入

横浜海上保安部長
宮内　　健
神奈川県横浜市中区新港1-
2-1

H18.2.8 2,100,000

ユーロヘリ（株）との間で締結している買入契約については、
既調達物品の性能及び機能を確保するために必要な部品
の取扱業者であり、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）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20840
三菱重工業（株）
愛知県小牧市東田中1200

ＦＵＥＬ　ＰＵＭＰ　２個ほか１点整
備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.2.10 4,084,500

三菱重工業（株）との間で締結している請負契約について
は、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20841
（株）ジャムコ
東京都三鷹市大沢6-11-25

ＶＥＲＴＩＣＡＬ　ＧＹＲＯ１個ほか４
点整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.2.13 7,014,000

（株）ジャムコとの間で締結している請負契約については、専
門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定される
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20842
（株）ジャパンエナジー
東京都港区虎ノ門2-10-1

軽油（免税）１５０，０００リットル
買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.2.14 14,616,000
（株）ジャパンエナジーとの間で締結している買入契約につい
ては、他省庁と合同で離島へ納入するものであり、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年度から一般競
争入札に移行）

20843
新潟原動機（株）
群馬県太田市西新町125-1

主機関交換部品３式買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.2.14 2,874,794

新潟原動機（株）との間で締結している買入契約について
は、既調達物品の性能及び機能を確保するために必要な部
品の取扱業者であり、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）

20844
日本飛行機（株）
神奈川県大和市草柳2-28

航空機緊急脱出訓練装置点検
一式

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.2.14 1,392,300
日本飛行機（株）との間で締結している請負契約について
は、既調達物品の性能を維持する保守業者であり、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）

20845
アンリツ（株）
神奈川県厚木市恩名5-1-1

ソフトケース１５個ほか５点買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.2.15 1,828,575

アンリツ（株）との間で締結している買入契約については、既
調達物品の性能及び機能を確保するために必要な部品の
取扱業者であり、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）

20846
三徳航空電装（株）
東京都大田区東糀谷2-14-5

ＩＮＶＥＲＴＥＲ　２個ほか２７点整
備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.2.17 8,599,500

三徳航空電装（株）との間で締結している請負契約について
は、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20847
（株）ゼンリン
東京都千代田区三崎町1-4-
17

ゼンリン住宅地図（東京都千代
田区）１冊ほか１４８点買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.2.17 1,699,391
（株）ゼンリンとの間で締結している買入契約については、市
場販売価格が維持されているものであり、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年度から一般競
争入札に移行）

20848
三菱重工業（株）
愛知県小牧市東田中1200

ＥＮＧＩＮＥ（ＰＴ６Ａ－６０Ａ型）１台
追加整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.2.20 22,890,000

三菱重工業（株）との間で締結している請負契約について
は、整備中に認められた不具合を履行期限内に追加整備す
るものであり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20849
東京航空計器（株）
東京都大田区羽田空港1-8-
2

ＳＥＮＳＯＲＡＭＰ　ＲＯＬＬＭＯＤ
ＵＬＥ３個ほか４１点整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.2.20 6,230,700

東京航空計器（株）との間で締結している請負契約について
は、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20850
渦潮電機（株）
愛媛県今治市大西町九王甲
1520

ソフトウェア（計測データ処理シ
ステム用集計表）１式買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.2.20 3,412,500

渦潮電機（株）との間で締結している買入契約については、
既調達物品の性能及び機能を確保するために必要な部品
の取扱業者であり、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）

20851
セナーアンドバーンズ（株）
東京都大田区羽田空港1-6-
6

電源トランス１個買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.2.20 2,358,300

セナーアンドバーンズ（株）との間で締結している買入契約に
ついては、既調達物品の性能及び機能を確保するために必
要な部品の取扱業者であり、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）

20852
東洋無線システム（株）
神奈川県高座郡寒川町小谷
2-1-1

予備品（モータ）２点買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.2.20 1,632,750

東洋無線システム（株）との間で締結している買入契約につ
いては、既調達物品の性能及び機能を確保するために必要
な部品の取扱業者であり、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）

20853
石川島播磨重工業（株）
東京都江東区豊洲3-1-1

ＥＮＧＩＮＥ（ＭＡＫＩＬＡ１Ａ１型）１
台追加整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.2.24 8,106,000

石川島播磨重工業（株）との間で締結している請負契約につ
いては、整備中に認められた不具合を履行期限内に追加整
備するものであり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）
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にその所属する部局の名
称及び所在地

20854
池上通信機（株）
東京都大田区池上5-6-16

武山中継所ヘリコプター画像伝
送設備固定型地上装置修理

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.2.24 3,385,840

池上通信機（株）との間で締結している請負契約について
は、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20855
（株）ジャムコ
東京都三鷹市大沢6-11-25

ＰＲＯＰ　ＡＳＳＹ１個ほか７点整
備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.2.27 13,188,000

（株）ジャムコとの間で締結している請負契約については、専
門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定される
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20856
明徳産業（株）
愛知県名古屋市中川区小碓
通5-1

沈錘（鋼製スラブ１０ｔ）ほか２点
買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.2.27 2,085,300

明徳産業（株）との間で締結している買入契約については、
既調達物品の性能及び機能を確保するために必要な部品
の取扱業者であり、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）

20857
サマユー（株）
東京都港区高輪3-25-27-
1003

推進器用部品１式買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.2.28 14,581,350

サマユー（株）との間で締結している買入契約については、
既調達物品の性能及び機能を確保するために必要な部品
の取扱業者であり、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）

20858
日本光機工業（株）
神奈川県川崎市幸区下平間
290

ＬＥＤ浮標用灯器（広発散角Ⅱ
型緑）ほか３点買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.3.1 6,800,367

日本光機工業（株）との間で締結している買入契約について
は、既調達物品の性能及び機能を確保するために必要な部
品の取扱業者であり、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）

20859
（株）光電製作所
東京都大田区多摩川2-13-
24

東京地区ＭＩＣＳ情報装置試験
調整

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.3.1 2,436,000
（株）光電製作所との間で締結している請負契約について
は、既調達物品の性能を維持する管理業者であり、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）

20860
（株）ＪＡＬＵＸ
東京都品川区東品川2-4-11

航空機用整備用具（酸素充填装
置）一式ほか１点買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.3.1 2,327,850

（株）ＪＡＬＵＸとの間で締結している買入契約については、既
調達物品の性能及び機能を確保するために必要な部品の
取扱業者であり、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）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
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20861
石川島播磨重工業（株）
東京都江東区豊洲3-1-1

ＥＮＧＩＮＥ（ＡＲＲＩＥＬ　１Ｓ１型）１
台追加整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.3.3 8,410,500

石川島播磨重工業（株）との間で締結している請負契約につ
いては、整備中に認められた不具合を履行期限内に追加整
備するものであり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20862
ユーロヘリ（株）
東京都港区南青山2-5-17

振動解析装置用ハンドタ－ミナ
ル買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.3.3 2,946,300

ユーロヘリ（株）との間で締結している買入契約については、
既調達物品の性能及び機能を確保するために必要な部品
の取扱業者であり、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）

20863
長野日本無線（株）
東京都渋谷区千駄ケ谷5-
33-8

東京地区船舶気象通報端局装
置改修及び試験調整

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.3.3 2,898,000
長野日本無線（株）との間で締結している請負契約について
は、既調達物品の性能を維持する管理業者であり、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）

20864
トーヨーセーミツ（株）
東京都品川区南大井6-27-
20

船舶機関用部品１２式買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.3.3 2,224,370

トーヨーセーミツ（株）との間で締結している買入契約につい
ては、既調達物品の性能及び機能を確保するために必要な
部品の取扱業者であり、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）

20865

ロ－ルス．ロイスマリンジャパ
ン（株）
東京都千代田区九段南２－５
－１

推進器用部品２式買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.3.8 15,467,991

ロールス・ロイス　マリン　ジャパン（株）との間で締結してい
る買入契約については、既調達物品の性能及び機能を確保
するために必要な部品の取扱業者であり、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）

20866
妙高機械工業（株）
神奈川県横浜市鶴見区元宮
2-1-64

主機関交換部品２式買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.3.9 15,907,665

妙高機械工業（株）との間で締結している買入契約について
は、既調達物品の性能及び機能を確保するために必要な部
品の取扱業者であり、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）

20867
（株）池貝ディーゼル
神奈川県横浜市鶴見区江崎
町3-43

主機関交換部品２式買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.3.9 15,000,040

（株）池貝ディーゼルとの間で締結している買入契約につい
ては、既調達物品の性能及び機能を確保するために必要な
部品の取扱業者であり、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）
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20868
（株）ジャムコ
東京都三鷹市大沢6-11-25

ＰＲＯＰ　ＡＳＳＹ１個ほか１０点整
備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.3.9 8,925,000

（株）ジャムコとの間で締結している請負契約については、専
門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定される
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20869
富永物産（株）
東京都中央区日本橋本町2-
6-3

主機関交換部品１式買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.3.13 15,583,454

富永物産（株）との間で締結している買入契約については、
既調達物品の性能及び機能を確保するために必要な部品
の取扱業者であり、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）

20870
新潟原動機（株）
群馬県太田市西新町125-1

主機関交換部品１式買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.3.13 14,039,021

新潟原動機（株）との間で締結している買入契約について
は、既調達物品の性能及び機能を確保するために必要な部
品の取扱業者であり、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）

20871
（株）ジャムコ
東京都三鷹市大沢6-11-25

ＷＸ　ＲＡＤＡＲ　ＩＮＤ　１個ほか４
個　整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.3.13 3,075,450

（株）ジャムコとの間で締結している請負契約については、専
門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定される
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20872
ＪＦＥプラント＆サービス（株）
神奈川県横浜市鶴見区弁天
町3-7

主機関交換部品２式買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.3.14 15,119,385

ＪＦＥプラント＆サービス（株）との間で締結している買入契約
については、既調達物品の性能及び機能を確保するために
必要な部品の取扱業者であり、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）

20873
富永物産（株）
東京都中央区日本橋本町2-
6-3

主機関交換部品２０式買入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.3.16 11,014,695

富永物産（株）との間で締結している買入契約については、
既調達物品の性能及び機能を確保するために必要な部品
の取扱業者であり、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）

20874
東京航空計器（株）
東京都大田区羽田空港1-8-
2

ＡＦＣＳ　ＣＯＮＴ　ＰＡＮＥＬ３個ほ
か２８点整備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.3.17 3,945,900

東京航空計器（株）との間で締結している請負契約について
は、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
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にその所属する部局の名
称及び所在地

20875

エーピーシーエアロスペシャ
ルティ（株）
東京都千代田区内神田1-9-
10

コンテナ（Ｇ－Ｖ　ＡＰＵ用）１個買
入

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.3.17 2,100,000

エーピーシーエアロスペシャルティ（株）との間で締結してい
る買入契約については、既調達物品の性能及び機能を確保
するために必要な部品の取扱業者であり、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）

20876
（株）島津製作所
東京都千代田区神田錦町1-
3

ＧＮＤ　ＣＯＯＬＩＮＧ　ＦＡＮ１個整
備

第三管区海上保安本部長
萩原　博美
神奈川県横浜市中区北仲通
5-57

H18.3.24 2,745,750

（株）島津製作所との間で締結している請負契約について
は、専門技術を必要とし、契約内容を履行できる業者が特定
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行。た
だし可能なものは１８
年度から一般競争入
札に移行。）

20877
（株）佐澤
福井県大野市鍬掛2-14-1

ＪＡＰＰＥＳＥＮＡＩＲＷＡＹＭＡＮＵ
ＡＬ５２部他６点買入

横浜海上保安部長
宮内　　健
神奈川県横浜市中区新港1-
2-1

H17.4.1 1,867,320
（株）佐澤との間で締結している買入契約については、市場
販売価格が維持されているものであり、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年度から一般競
争入札に移行）

20878
富士ゼロックス(株)
愛知県名古屋市中村区名駅
４丁目２－２８

静電子複写機保守（ゼロックス）
第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H17.4.1 7,622,783

富士ゼロックス(株)との間で締結している静電子複写機保守
は、既調達物品の性能を維持する保守業者が特定されてい
るため、技術的な理由により競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

20879
（株）ナゴヤシップサ－ビス
愛知県名古屋市港区港町１
－９

清水の買入
第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H17.4.1 3,104,083
（株）ナゴヤシップサ－ビスとの間で締結している清水の買入
は、名古屋港内において物品の取扱業者が特定されてお
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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

20880
サン・インターナショナル（株）
三重県四日市市朝日町１－４

名古屋合同庁舎電気・機械・建
築物等諸設備運転保守管理業
務

第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H17.4.1 2,730,780

サン・インターナショナル（株）との間で締結している名古屋
合同庁舎電気・機械・建築物等諸設備運転保守管理業務
は、技術的な理由により履行できる業者が特定されており、
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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

20881
(株)沖電気カスタマアドテック
名古屋市中区錦１丁目１７－
２５

海上交通情報処理システム装
置保守委託（電波）

第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H17.4.1 2,692,620

(株)沖電気カスタマアドテックとの間で締結している海上交通
情報処理システム装置保守委託は、技術的な理由により履
行できる業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
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（円）

随意契約によることとした理由
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20882
（株）トヨタレンタリース愛知
愛知県名古屋市昭和区白金
３－１７－１５

小型貨物自動車賃貸借
第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H17.4.1 2,381,400

（株）トヨタレンタリース愛知との間で締結している小型貨物
自動車賃貸借は、既調達物品の継続使用のための取扱業
者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20883
（株）栗田商会
愛知県名古屋市中区上前津
二丁目１１－１

静電子複写機保守（リコー）
第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H17.4.1 2,276,738

（株）栗田商会との間で締結している静電子複写機保守は、
既調達物品の性能を維持する保守業者が特定されているた
め、技術的な理由により競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

20884
日本放送協会名古屋放送局
愛知県名古屋市東区東桜１
－１３－３

平成１７年度ＮＨＫ放送受信料
第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H17.4.1 1,995,960

日本放送協会との間で締結している請負契約については、
情報提供内容が限定されることにより、提供者が一に特定さ
れ国内唯一の提供業者であり、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20885
太平美装興業(株)
三重県四日市市大字塩浜４３
９－３

四日市港湾合同庁舎電気・機
械・建築物等諸設備運転保守管
理業

第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H17.4.1 1,225,380

太平美装興業(株)との間で締結している四日市港湾合同庁
舎電気・機械・建築物等諸設備運転保守管理業務は、技術
的な理由により履行できる業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

20886
伊藤石油（株）
三重県尾鷲市港町1番９号

軽油（免税）の買入
第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H17.7.15 2,241,750

伊藤石油（株）との間で締結している軽油（免税）の買入は、
一般競争を実施したが不調になり燃料の供給ができなくなる
ことから緊急随契したもので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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

単価契約
@77.075円

20887
明徳産業（株）
愛知県名古屋市中川区小碓
通5-1

沈すい（鋼製スラブ１０トン）ほか
２点の買入

第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H17.7.21 2,034,690

明徳産業(株)との間で締結している沈すい（鋼製スラブ１０ト
ン）ほか２点の買入は、業務上必要とする性能及び機能を有
する物品の取扱業者が特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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20888
日通商事（株）
愛知県名古屋市中村区名駅
４丁目１１－３９

灯台見回り船あいこう定検修理
（主機）

第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H17.7.29 2,833,666

日通商事（株）との間で締結している灯台見回り船あいこう
定検修理は、技術的な理由により既調達物品の性能を維持
する修理業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）
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20889
(株)沖電気カスタマアドテック
名古屋市中区錦１丁目１７－
２５

レーダー運用卓修理
第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H17.9.5 2,835,000

(株)沖電気カスタマアドテックとの間で締結しているレーダー
運用卓修理は、技術的な理由により履行できる業者が特定
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20890
ＪＦＥプラント＆サービス（株）
神奈川県横浜市鶴見区弁天
町3-7

主機関（富士６Ｓ３２Ｆ）部品の買
入

第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H17.9.5 1,888,888

ＪＦＥプラント＆サ-ビス（株）との間で締結している主機関（富
士６Ｓ３２Ｆ）部品の買入は、既調達物品の性能及び機能を
確保するために必要な部品の取扱業者であり、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）

20891
（有）ユルギ
三重県伊勢市中島２－８－１
５

主機関（８ＭＡ４０Ｘ）部品の買入
第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H17.9.9 4,938,287

（有）ユルギとの間で締結している主機関（８ＭＡ４０Ｘ）部品
の買入は、既調達物品の性能及び機能を確保するために必
要な部品の取扱業者であり、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）

20892
（有）ユルギ
三重県伊勢市中島２－８－１
５

主機関（８ＭＡ４０Ｘ）部品の買入
第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H17.9.20 2,736,529

（有）ユルギとの間で締結している主機関（８ＭＡ４０Ｘ）部品
の買入は、既調達物品の性能及び機能を確保するために必
要な部品の取扱業者であり、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）

20893

名古屋三菱ふそう自動車販
売(株)
愛知県名古屋市南区星崎２
－９６

主機関部品（１２ＤＭ２０ＭＴＫ）
の買入

第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H17.9.20 1,785,155

名古屋三菱ふそう自動車販売(株)との間で締結している主
機関部品（１２ＤＭ２０ＭＴＫ）の買入は、既調達物品の性能
及び機能を確保するために必要な部品の取扱業者であり、
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）

20894
名古屋通信工業（株）
愛知県名古屋市中村区太閤
１丁目２－１３

支援情報管理装置改修等
第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H17.9.22 15,414,000
名古屋通信工業（株）との間で締結している支援情報管理装
置改修等は、技術的な理由により履行できる業者が特定さ
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20895
長野日本無線（株）
東京都渋谷区千駄ケ谷５－３
３－８

監視制御装置一式買入
第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H17.9.27 1,648,500

長野日本無線（株）との間で締結している監視制御装置一式
買入は、既調達物品の性能及び機能を確保するために必要
な部品の取扱業者であり、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）
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20896
日新興業（株）
東京都中央区銀座６－６－７

船舶用部品の買入
第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H17.10.3 1,777,852

日新興業（株）との間で締結している船舶用部品(アモネ型防
塵対策型吹出口）ほか４点の買入は、既調達物品の性能及
び機能を確保するために必要な部品の取扱業者であり、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）

20897
セナ－アンドバ－ンズ(株)
兵庫県神戸市中央区栄町通
３－６－７

電球（Ａ－５）ほか１９点買入
第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H17.10.12 2,907,396

セナ－アンドバ－ンズ(株)との間で締結している電球（Ａ－
５）ほか１９点買入は、既調達物品の性能及び機能を確保す
るために必要な部品の取扱業者であり、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）

20898
ＪＦＥプラント＆サービス（株）
神奈川県横浜市鶴見区弁天
町3-7

主機関部品（１４ＰＣ２－５Ｖ型）
の買入

第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H17.11.17 3,785,371

ＪＦＥプラントサ－ビス（株）との間で締結している主機関部品
（１４ＰＣ２－５Ｖ型）の買入は、既調達物品の性能及び機能
を確保するために必要な部品の取扱業者であり、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）

20899
理想科学工業(株)
愛知県名古屋市中区大須４
丁目１０－３２

トナー（ＬＰ８０２６Ｎ用（Ｃ））ほか
１２点の買入

第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H17.11.30 2,068,783

理想科学工業(株)との間で締結しているトナー（ＬＰ８０２６Ｎ
用（Ｃ））ほか１２点の買入は、既調達物品の性能及び機能を
確保するために必要な部品の取扱業者であり、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）

20900
三洋コマ-シヤルサ-ビス（株）
愛知県名古屋市昭和区白金
一丁目８－７

吸収式冷温水機オーバーホー
ル工事（名古屋合庁、分担金）

第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H17.12.1 2,887,574

三洋コマ-シヤルサ-ビス（株）との間で締結している吸収式
冷温水機オーバーホール工事は、技術的な理由により履行
できる業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

20901
（株）ゼニライトブイ
愛知県名古屋市瑞穂区妙音
通３－２０－５

遠隔制御盤１台買入
第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H17.12.5 4,987,500
（株）ゼニライトブイとの間で締結している遠隔制御盤１台買
入は、既調達物品の性能及び機能を確保するために必要な
部品の取扱業者であるため（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20902
妙高機械工業 （株）
神奈川県横浜市鶴見区元宮
２丁目１－６４

左舷逆転減速機修理（復旧）
第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H17.12.14 4,231,500

妙高機械工業 （株）との間で締結している左舷逆転減速機
修理は、技術的な理由により既調達物品の性能を維持する
修理業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）
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20903
坂倉産業（株）
三重県伊勢市上地町２６９１
－５３

主機関（ＭＡＮ２８４２ＬＹＥ型）部
品他２件の買入

第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H17.12.14 1,906,244

坂倉産業（株）との間で締結している主機関（ＭＡＮ２８４２ＬＹ
Ｅ型）部品他２件の買入は、既調達物品の性能及び機能を
確保するために必要な部品の取扱業者であり、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）

20904
妙高機械工業 （株）
神奈川県横浜市鶴見区元宮
２丁目１－６４

中央逆転減速機修理（復旧）
第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H17.12.21 4,126,500

妙高機械工業 （株）との間で締結している中央逆転減速機
修理は、技術的な理由により既調達物品の性能を維持する
修理業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20905
日本無線(株)
愛知県名古屋市中区栄２－６
－１

画像伝送装置２台ほか４点買入
第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H18.1.13 3,339,000

日本無線(株)との間で締結している画像伝送装置２台ほか４
点買入は、既調達物品の性能及び機能を確保するために必
要な部品の取扱業者であり、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）

20906
（株）上永電機工業所
東京都渋谷区元代々木町２４
－１１

陸上通信所操縦通信装置試験
調整

第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H18.1.18 3,605,910

(株)上永電機工業所との間で締結している陸上通信所操縦
通信装置試験調整は、技術的な理由により既調達物品の性
能を維持する修理業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20907
(株)トキメック
東京都大田区南蒲田２丁目１
６－４６

ＡＩＳ情報表示装置買入
第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H18.2.3 2,205,000

(株)トキメックとの間で締結しているＡＩＳ情報表示装置買入
は、業務上必要とする性能及び機能を有する物品の取扱業
者が特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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20908
渦潮電機（株）
愛媛県越智郡大西町大字九
王甲１５２０

ソフトウェア（計測データ処理シ
ステム用集計表）の買入

第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H18.2.10 1,706,250

渦潮電機（株）との間で締結しているソフトウェア（計測データ
処理システム用集計表）の買入は、技術的な理由により履
行できる業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20909
（株）師崎ヤンマ－商会
愛知県半田市有楽町６－１０
８

発電原動機（Ｍ２００ＡＬ－ＳＴ
型）部品の買入

第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H18.2.15 1,741,664

（株）師崎ヤンマ－商会との間で締結している発電原動機
（Ｍ２００ＡＬ－ＳＴ型）部品の買入は、既調達物品の性能及
び機能を確保するために必要な部品の取扱業者であり、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）
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20910
ＪＦＥプラント＆サービス（株）
神奈川県横浜市鶴見区弁天
町3-7

主機関部品（１４ＰＣ２－５Ｖ型）
ほか１点の買入

第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H18.2.21 7,170,582

ＪＦＥプラントサ－ビス（株）との間で締結している主機関部品
（１４ＰＣ２－５Ｖ型）ほか１点の買入は、既調達物品の性能
及び機能を確保するために必要な部品の取扱業者であり、
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）

20911
(株)トキメック
東京都大田区南蒲田２丁目１
６－４６

変調部１式買入
第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H18.2.28 4,935,000

(株)トキメックとの間で締結している変調部１式買入は、既調
達物品の性能及び機能を確保するために必要な部品の取
扱業者であり、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）

20912
日本無線(株)
愛知県名古屋市中区栄２－６
－１

信号処理ボードほか３点の買入
第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H18.3.6 2,383,500

日本無線(株)との間で締結している信号処理ボードほか３点
の買入は、既調達物品の性能及び機能を確保するために必
要な部品の取扱業者であり、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）

20913
理想科学工業(株)
愛知県名古屋市中区大須４
丁目１０－３２

トナーほか６点の買入
第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H18.3.8 4,967,476

理想科学工業(株)との間で締結しているトナーほか６点の買
入は、既調達物品の性能及び機能を確保するために必要な
部品の取扱業者であり、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）

20914
（株）クボタ
愛知県名古屋市中村区名駅
三丁目２２－８

発電原動機（３ＬＧＭ型）部品の
買入

第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H18.3.8 1,716,792

（株）クボタとの間で締結している発電原動機（３ＬＧＭ型）部
品の買入は、既調達物品の性能及び機能を確保するために
必要な部品の取扱業者であり、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）

20915
（有）ユルギ
三重県伊勢市中島２－８－１
５

主機関（８ＭＡ４０Ｘ）部品の買入
第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H18.3.14 7,197,157

（有）ユルギとの間で締結している主機関（８ＭＡ４０Ｘ）部品
の買入は、既調達物品の性能及び機能を確保するために必
要な部品の取扱業者であり、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）

20916
長野日本無線（株）
東京都渋谷区千駄ケ谷５－３
３－８

保守コンソールほか９点の買入
第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H18.3.14 2,992,395

長野日本無線(株)との間で締結している保守コンソールほか
９点の買入は、既調達物品の性能及び機能を確保するため
に必要な部品の取扱業者であり、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）
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20917
(株)波切ヤンマ－商会
三重県志摩市大王町波切３３
２５－７番地

発電原動機（６ＫＦＬ型）部品ほ
か１点の買入

第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H18.3.14 2,466,440

(株)波切ヤンマ－商会との間で締結している発電原動機（６
ＫＦＬ型）部品ほか１点の買入は、既調達物品の性能及び機
能を確保するために必要な部品の取扱業者であり、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）

20918
日本総合システム（株）
東京都新宿区新宿６－２４－
１６

ソフトウェアほか１点の買入
第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H18.3.14 2,026,290

日本総合システム(株)との間で締結しているソフトウェアほか
１点の買入は、業務上必要とする性能及び機能を有する物
品の取扱業者が特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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20919
日通商事（株）
愛知県名古屋市中村区名駅
４丁目１１－３９

主機関部品（ＳＡＢＲＥ２５０型）
の買入

第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H18.3.22 2,024,965

日通商事（株）との間で締結している主機関部品（ＳＡＢＲＥ２
５０型）の買入は、既調達物品の性能及び機能を確保するた
めに必要な部品の取扱業者であり、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）

20920
松栄電子工業（株）
愛知県名古屋市西区大金町
１丁目３２番地

周波数計（ＭＦ２４１２Ｂ）ほか１０
点買入

第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H18.3.27 4,269,825

松栄電子工業（株）との間で締結している周波数計（ＭＦ２４
１２Ｂ）ほか１０点買入は、既調達物品の性能及び機能を確
保するために必要な部品の取扱業者であり、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）

20921
（有）ユルギ
三重県伊勢市中島２－８－１
５

主機関（８ＭＡ４０Ｘ）部品の買入
第四管区海上保安本部長
蝉谷　義明
名古屋市港区入船2-3-12

H18.3.27 2,779,034

（有）ユルギとの間で締結している主機関（８ＭＡ４０Ｘ）部品
の買入は、既調達物品の性能及び機能を確保するために必
要な部品の取扱業者であり、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）

20922
共和工業(株)
広島県福山市引野町4-4-28

デイーゼルエンジン追加修理
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.4.1 15,960,000

共和工業(株)との間で契約しているディーゼルエンジン追加
修理契約については、現契約と並行して修理を行なう必要
があり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20923
セナーアンドバーンズ(株)
東京都目黒区上目黒1-16-8

マーキング装置ほか５点購入
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.4.1 8,084,129
ｾﾅｰｱﾝﾄﾞﾊﾞｰﾝｽﾞ(株)との間で契約している買入契約について
は、業務上必要とする物品の取扱業者が特定されており、
競争を許さないため。

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）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20924
(株)松本工作所
神戸市兵庫区今出在家町3-
1-38

排気弁箱冷却水継手ゴムリング
他９６点購入

第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.4.1 4,529,089
(株)松本工作所との間で契約している買入契約については、
業務上必要とする物品の取扱業者が特定されており、競争
を許さないため。

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）

20925
共和工業(株)
広島県福山市引野町4-4-28

ﾃﾞｲｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ追加修理
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.4.1 2,744,280

共和工業(株)との間で契約しているディーゼルエンジン追加
修理契約については、現契約と並行して修理を行なう必要
があり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20926
三菱重工エンジン販売(株)
兵庫県加古郡播磨町新島1

保護亜鉛他５９点購入
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.4.1 2,661,120
三菱重工ｴﾝｼﾞﾝ販売(株)との間で契約している買入契約につ
いては、業務上必要とする物品の取扱業者が特定されてお
り、競争を許さないため。

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）

20927
日本電気(株)
東京都港区芝5-7-1

衛星映像伝送システム送信装
置修理

第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.4.1 1,937,724
日本電気(株)との間で契約している請負契約については、業
務上必要とする請負の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

20928
日本放送協会神戸放送局
兵庫県神戸市中央区中山手
２－２４－８

平成１７年度ＮＨＫ放送受信料
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.4.1 1,761,390

日本放送協会との間で締結している請負契約については、
情報提供内容が限定されることにより、提供者が一に特定さ
れ国内唯一の提供業者であり、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20929
(株)サノヤス・ヒシノ明昌
大阪市北区中之島3-6-32

デイーゼルエンジン追加修理
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.4.1 1,263,780

(株)ｻﾉﾔｽﾋｼﾉ明昌との間で契約しているディーゼルエンジン
追加修理契約については、現契約と並行して修理を行なう
必要があり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20930
兵庫リコー(株)
神戸市中央区磯辺通1-1-39

電子複写機保守
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.4.1 1,197,000
兵庫ﾘｺｰ(株)との間で契約している請負契約については、業
務上必要とする請負の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20931
(株)サノヤス・ヒシノ明昌
大阪市北区中之島3-6-32

潤滑油こし器組立他６６点購入
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.4.28 2,602,020
(株)ｻﾉﾔｽﾋｼﾉ明昌との間で契約している買入契約について
は、業務上必要とする物品の取扱業者が特定されており、
競争を許さないため。

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）

20932
アレック電子(株)
神戸市西区井吹台東町7-2-
3

水質観測装置購入
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.5.9 2,344,566
ｱﾚｯｸ電子(株)との間で契約している買入契約については、
業務上必要とする物品の取扱業者が特定されており、競争
を許さないため。

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）

20933
(株)ドットウエルビーエムエス
神戸市中央区北長狭通4-4-
18

郵便料金計器ほか４点購入
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.5.17 4,127,355
(株ﾄﾞｯﾄｳｴﾙﾋﾞｰｴﾑｴｽとの間で契約している買入契約につい
ては、業務上必要とする物品の取扱業者が特定されており、
競争を許さないため。

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）

20934
(株)サノヤス・ヒシノ明昌
大阪市北区中之島3-6-32

ﾃﾞｲｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ
(MTU12V183TE92)型追加修理

第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.5.19 4,200,000

(株)ｻﾉﾔｽﾋｼﾉ明昌との間で契約しているディーゼルエンジン
追加修理契約については、現契約と並行して修理を行なう
必要があり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20935
三菱重工業(株)
横浜市中区錦町12

栓他７２点購入
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.5.30 5,064,990
三菱重工業(株)との間で契約している買入契約につては、業
務上必要とする物品の取扱業者が特定されており、競争を
許さないため。

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）

20936
(株)松本工作所
神戸市兵庫区今出在家町3-
1-38

Ｏリング他３５９点購入
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.5.30 4,721,850
(株)松本工作所との間で契約している買入契約については、
業務上必要とする物品の取扱業者が特定されており、競争
を許さないため。

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）

20937
富士ゼロックス(株)
大阪市中央区瓦町3-6-5

電子複写機保守
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.5.31 1,315,755
富士ｾﾞﾛｯｸｽ(株)との間で契約している請負契約について
は、業務上必要とする請負の取扱業者が特定されており、
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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は
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公共工事の名称、場所、期
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契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20938
(株)光電製作所
明石市魚住町住吉1-5-9

灯火監視装置保守用物品購入
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.6.8 10,518,658
(株)光電製作所との間で契約している買入契約については、
業務上必要とする物品の取扱業者が特定されており、競争
を許さないため。

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）

20939
(株)サノヤス・ヒシノ明昌
大阪市北区中之島3-6-32

保護亜鉛AS他６３点購入
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.6.30 5,005,455
(株)ｻﾉﾔｽﾋｼﾉ明昌との間で契約している買入契約について
は、業務上必要とする物品の取扱業者が特定されており、
競争を許さないため。

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）

20940
(株)サノヤス・ヒシノ明昌
大阪市北区中之島3-6-32

デイーゼルエンジン追加修理
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.7.1 2,604,000

(株)ｻﾉﾔｽﾋｼﾉ明昌との間で契約しているディーゼルエンジン
追加修理契約については、現契約と並行して修理を行なう
必要があり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20941
(株)サノヤス・ヒシノ明昌
大阪市北区中之島3-6-32

ﾃﾞｲｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ追加修理
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.7.15 7,392,000

(株)ｻﾉﾔｽﾋｼﾉ明昌との間で契約しているディーゼルエンジン
追加修理契約については、現契約と並行して修理を行なう
必要があり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20942
(株)サノヤス・ヒシノ明昌
大阪市北区中之島3-6-32

ﾃﾞｲｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ追加修理
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.7.26 4,830,000

(株)ｻﾉﾔｽﾋｼﾉ明昌との間で契約しているディーゼルエンジン
追加修理契約については、現契約と並行して修理を行なう
必要があり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20943
共和工業(株)
広島県福山市引野町4-4-28

デイーゼルエンジン追加修理
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.8.8 2,205,000

共和工業(株)との間で契約しているディーゼルエンジン追加
修理契約については、現契約と並行して修理を行なう必要
があり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20944
（株）デイーゼルユナイテッド
神戸市中央区元町通1-1-1

主軸下部軸受他１３３点購入
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.8.9 5,066,362
(株)ﾃﾞｲｰｾﾞﾙﾕﾅｲﾃｯﾄﾞとの間で契約している買入契約につい
ては、業務上必要とする物品の取扱業者が特定されており、
競争を許さないため。

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）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）
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20945
（株）山一製作所
福岡県北九州市門司区松原
３－４－２

排気二重管他３点購入
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.8.25 3,226,650
(株)山一製作所との間で契約している買入契約については、
業務上必要とする物品の取扱業者が特定されており、競争
を許さないため。

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）

20946
エクセルテクノロジー(株)
東京都杉並区高円寺南2-
53-4

ケーブル他６点購入
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.9.6 2,282,700
ｴｸｾﾙﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(株)との間で契約している買入契約について
は、業務上必要とする物品の取扱業者が特定されており、
競争を許さないため。

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）

20947
(株)沖電気カスタマアドテック
大阪市中央区常磐町1-3-8

大阪湾センター海上交通情報処
理システム保守点検

第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.9.16 2,992,500

(株)沖電気ｶｽﾀﾏｱﾄﾞﾃｯｸとの間で契約している保守契約につ
いては、業務上必要とする機器の保守ｻｰﾋﾞｽの取扱業者が
特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

20948
日本エアコミューター(株)
鹿児島県霧島溝辺町麓787-
4

サーブ340Ｂ運航要員研修
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.9.16 1,995,000
日本ｴｱｺﾐｭｰﾀｰとの間で契約している請負契約について
は、、業務上必要とする研修の実施業者が特定されており、
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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

20949
共和工業(株)
広島県福山市引野町4-4-28

ﾃﾞｲｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ追加修理
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.9.22 9,450,000

共和工業(株)との間で契約しているディーゼルエンジン追加
修理契約については、現契約と並行して修理を行なう必要
があり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20950
(株)サノヤス・ヒシノ明昌
大阪市北区中之島3-6-32

ﾃﾞｲｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ
（MTU12V183TE92)追加修理

第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.9.22 3,150,000

(株)ｻﾉﾔｽﾋｼﾉ明昌との間で契約しているディーゼルエンジン
追加修理契約については、現契約と並行して修理を行なう
必要があり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20951
大機エンジニアリング(株)
大阪市此花区西九条5-3-28

銅電極他９点購入
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.9.22 2,264,788
大機ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)との間で契約している買入契約につい
ては、業務上必要とする物品の取扱業者が特定されており、
競争を許さないため。

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）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20952
(株)サノヤス・ヒシノ明昌
大阪市北区中之島3-6-32

ﾃﾞｲｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ追加修理
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.9.27 6,772,500

(株)ｻﾉﾔｽﾋｼﾉ明昌との間で契約しているディーゼルエンジン
追加修理契約については、現契約と並行して修理を行なう
必要があり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20953
日立ハイブリッドネットワーク
(株)
横浜市戸塚区戸塚町393

人工衛星ﾚｰｻﾞｰ測距装置保守
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.9.27 2,961,000

日立ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾈｯﾄﾜｰｸ(株)との間で契約している保守契約に
ついては、業務上必要とする機器の保守ｻｰﾋﾞｽの取扱業者
が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

20954
(株)松本工作所
神戸市兵庫区今出在家町3-
1-38

過給機ﾌﾞﾛﾜｰ用ﾌｲﾙﾀｰ他３４点
購入

第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.9.28 4,966,500
(株)松本工作所との間で契約している買入契約については、
業務上必要とする物品の取扱業者が特定されており、競争
を許さないため。

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）

20955
セナーアンドバーンズ(株)
神戸市中央区栄町3-6-7

AIS表示装置６式購入
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.9.29 7,425,347
ｾﾅｰｱﾝﾄﾞﾊﾞｰﾝｽﾞ(株)との間で契約している買入契約について
は、業務上必要とする物品の取扱業者が特定されており、
競争を許さないため。

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）

20956
渦潮電機(株)
愛媛県今治市大西町九王町
甲1520

ソフトウエア購入
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.9.30 4,628,820
渦潮電機ﾟ(株)との間で契約している買入契約については、
業務上必要とする物品の取扱業者が特定されており、競争
を許さないため。

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）

20957
リコー関西(株)
大阪市中央区谷町4-11-6

電子複写機保守
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.10.25 1,248,870
富士ｾﾞﾛｯｸｽ(株)との間で契約している請負契約について
は、業務上必要とする請負の取扱業者が特定されており、
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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

20958
日本光機工業(株)
川崎市幸区下平間290

フードほか３５点購入
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.10.28 4,662,146
日本光機工業ﾟ(株)との間で契約している買入契約について
は、業務上必要とする物品の取扱業者が特定されており、
競争を許さないため。

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）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所
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間及び種別若しくは物品役

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

20959
日本ドライケミカル(株)
大阪府吹田市垂水町3-15-
31

かいりゆう粉末消火剤充填
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.11.7 2,572,500
日本ﾄﾞﾗｲｹﾐｶﾙ(株)との間で契約している請負契約について
は、業務上必要とする請負の取扱業者が特定されており、
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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

20960
東京機器(株)
東京都中央区日本橋浜町2-
30-1

インナーシリンダー他１１点購入
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.11.8 4,662,000
東京機器ﾟ(株)との間で契約している買入契約については、
業務上必要とする物品の取扱業者が特定されており、競争
を許さないため。

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）

20961
セナーアンドバーンズ(株)
神戸市中央区栄町3-6-7

MICS情報装置用部品購入
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.11.14 5,971,510
ｾﾅｰｱﾝﾄﾞﾊﾞｰﾝｽﾞ(株)との間で契約している買入契約について
は、業務上必要とする物品の取扱業者が特定されており、
競争を許さないため。

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）

20962
新潟原動機(株)
東京都江東区辰巳3-5-3

Oリング他３３点購入
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.11.15 2,402,400
新潟原動機(株)との間で契約している買入契約については、
業務上必要とする物品の取扱業者が特定されており、競争
を許さないため。

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）

20963
ヤマハボーテイングシステム
(株)
兵庫県西宮市西宮浜4-16-2

ガソリンエンジン購入
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.12.9 2,903,565
ﾔﾏﾊﾎﾞｰﾃｲﾝｸﾞｼｽﾃﾑ(株)との間で契約している買入契約につ
いては、業務上必要とする物品の取扱業者が特定されてお
り、競争を許さないため。

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）

20964
(株)サノヤス・ヒシノ明昌
大阪市北区中之島3-6-32

ﾃﾞｲｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ追加修理
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.12.20 2,761,500

(株)ｻﾉﾔｽﾋｼﾉ明昌との間で契約しているディーゼルエンジン
追加修理契約については、現契約と並行して修理を行なう
必要があり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20965
(株)大東工作所
神戸市兵庫区在家町2-6-2

エアーフイルター他６１点
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.12.21 4,908,750
(株)大東工作所との間で契約している買入契約については、
業務上必要とする物品の取扱業者が特定されており、競争
を許さないため。

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）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

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

20966
（株）デイーゼルユナイテッド
神戸市中央区元町通1-1-1

Ｏリング他７９点購入
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H17.12.26 4,222,710
(株)ﾃﾞｲｰｾﾞﾙﾕﾅｲﾃｯﾄﾞとの間で契約している買入契約につい
ては、業務上必要とする物品の取扱業者が特定されており、
競争を許さないため。

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）

20967
電応システム（株）
横浜市戸塚区戸塚町167-1-
202

人工衛星ﾚｰｻﾞｰ測距装置
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H18.1.10 1,660,890
電応ｼｽﾃﾑ(株)との間で契約している請負契約については、
業務上必要とする請負の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

20968
(株)松本工作所
神戸市兵庫区今出在家町3-
1-38

ﾃﾞｲｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ修理
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H18.1.18 7,350,000

(株)松本工作所との間で契約しているディーゼルエンジン追
加修理契約については、現契約と並行して修理を行なう必
要があり、競争に付することが不利であるため。（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

20969
深田サルベージ建設(株)
大阪市港区築港4-1-1

明石海峡航路中央第三号灯浮
標復旧工事

第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H18.1.24 1,064,178

深田ｻﾙﾍﾞｰｼﾞ建設(株)との間で契約している請負契約につい
ては、浮体が転覆し消灯したものであるが、現場は船舶通航
の多い明石海峡であり早急の復旧が必要なため早期の復
旧対応可能な業者であり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20970
三徳航空電装(株)
東京都大田区東糀台2-14-5

充放電装置ほか２点購入
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H18.1.27 4,063,710
三徳航空電装(株)との間で契約している買入契約について
は、業務上必要とする物品の取扱業者が特定されており、
競争を許さないため。

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）

20971
積水化成品工業(株)
大阪市北区西天満2-4-4

きくかぜ軽量防舷物修理
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H18.1.31 1,602,884
積水化成品工業(株)との間で契約している請負契約につい
ては、業務上必要とする請負の取扱業者が特定されており、
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20972
日本光機工業(株)
川崎市幸区下平間290

ＬＭ型灯器灯体ほか３点購入
（翌債）

第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H18.2.3 4,745,523
日本光機工業ﾟ(株)との間で契約している買入契約について
は、業務上必要とする物品の取扱業者が特定されており、
競争を許さないため。

見直しの余地あり
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）
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20973
(株)ケンウッドテイーエムアイ
東京都町田市鶴間1850-1

テストセット購入
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H18.2.6 3,975,300
(株)ｹﾝｳｯﾄﾞﾃｲｰｴﾑｱｲとの間で契約している買入契約につい
ては、業務上必要とする物品の取扱業者が特定されており、
競争を許さないため。

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）

20974
（株）トヨタレンタリース東京
東京都千代田区九段南2-3-
38

警備業務用自動車賃貸借（国
刑・姫路・東播）

第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H18.2.6 3,066,000

(株)ﾄﾖﾀﾚﾝﾀﾘｰｽとの間で契約している自動車賃貸借契約に
ついては、調達の初年度に複数年契約を前提とした競争入
札を実施した契約の次年度以降の契約のため、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
２０年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

20975
日本エアコミューター(株)
大阪府吹田市垂水町3-15-
31

サーブ３４０運航要員研修
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H18.2.7 2,074,464
日本ｴｱｺﾐｭｰﾀｰとの間で契約している請負契約について
は、、業務上必要とする研修の実施業者が特定されており、
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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

20976
(株)松本工作所
神戸市兵庫区今出在家町3-
1-38

シリンダヘッド他１点購入
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H18.2.8 5,171,809
(株)松本工作所との間で契約している買入契約については、
業務上必要とする物品の取扱業者が特定されており、競争
を許さないため。

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）

20977
小糸工業(株)
神戸市中央区元町通6-1-1

電球ほか２点買入
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H18.2.9 4,613,794
小糸工業ﾟ(株)との間で契約している買入契約については、
業務上必要とする物品の取扱業者が特定されており、競争
を許さないため。

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）

20978
富士通ネットワークソリュー
ションズ(株)
神戸市中央区中町通2-1-18

デジタル多重化装置設定変更
作業（潮岬等）

第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H18.2.9 1,870,050
富士通ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株)との間で契約している請負契
約については、業務上必要とする請負の取扱業者が特定さ
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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

20979
(株)大東工作所
神戸市兵庫区在家町2-6-2

潤滑油エレメント他１９８点購入
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H18.2.10 2,271,797
(株)大東工作所との間で契約している買入契約については、
業務上必要とする物品の取扱業者が特定されており、競争
を許さないため。

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）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20980
三井物産エアロスペース(株)
東京都港区芝公園2-4-1

テストボックス購入
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H18.2.13 2,940,000
三井物産ｴｱﾛｽﾍﾟｰｽ(株)との間で契約している買入契約につ
いては、業務上必要とする物品の取扱業者が特定されてお
り、競争を許さないため。

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）

20981
兵庫リコー(株)
神戸市中央区磯辺通1-1-39

電子複写機保守
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H18.2.13 1,470,000
兵庫ﾘｺｰ(株)との間で契約している請負契約については、業
務上必要とする請負の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

20982
三菱電機(株)
大阪市北区堂島2-2-2

ランプほか２点購入
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H18.2.14 2,990,001
三菱電機(株)との間で契約している買入契約については、業
務上必要とする物品の取扱業者が特定されており、競争を
許さないため。

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）

20983
共和工業(株)
広島県福山市引野町4-4-28

ﾃﾞｲｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ修理
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H18.2.16 9,240,000

共和工業(株)との間で契約しているディーゼルエンジン追加
修理契約については、現契約と並行して修理を行なう必要
があり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20984
横浜電工(株)
神戸市兵庫区西出町1-2-25

蛍光灯用安定器他４点購入
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H18.2.17 2,151,450
横浜電工(株)との間で契約している買入契約については、業
務上必要とする物品の取扱業者が特定されており、競争を
許さないため。

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）

20985
サマユー(株)
神戸市中央区楠町6-2-4

メカニカルシール他４２点購入
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H18.2.20 9,492,210
サマユー(株)との間で契約している買入契約については、業
務上必要とする物品の取扱業者が特定されており、競争を
許さないため。

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）

20986
(株)松本工作所
神戸市兵庫区今出在家町3-
1-38

クランクドアパッキン他購入
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H18.2.21 12,201,000
(株)松本工作所との間で契約している買入契約については、
業務上必要とする物品の取扱業者が特定されており、競争
を許さないため。

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）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20987
(株)藤光商会
神戸市兵庫区湊町3-2-2

パーテーション他２８点購入
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H18.2.22 1,344,000
(株)藤光商会との間で契約している買入契約については、業
務上必要とする物品の取扱業者が特定されており、競争を
許さないため。

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）

20988
(株)サノヤス・ヒシノ明昌
大阪市北区中之島3-6-32

ﾃﾞｲｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ追加修理
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H18.2.24 7,875,000

(株)ｻﾉﾔｽﾋｼﾉ明昌との間で契約しているディーゼルエンジン
追加修理契約については、現契約と並行して修理を行なう
必要があり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20989
フルノ関西販売(株)
兵庫県西宮市芦原町9-52

船首方位伝達装置購入
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H18.2.27 3,178,400
フルノ関西販売(株)との間で契約している買入契約について
は、業務上必要とする物品の取扱業者が特定されており、
競争を許さないため。

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）

20990
アジレントテクノロジー(株)
東京都八王子市高倉町9-1

パワーメーター他３点購入
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H18.2.27 2,250,000
ｱｼﾞﾚﾝﾄﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(株)との間で契約している買入契約について
は、業務上必要とする物品の取扱業者が特定されており、
競争を許さないため。

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）

20991
新西宮ヨットハーバー(株)
兵庫県西宮市西宮浜4-16-1

監視取締艇管理委託料
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H18.2.27 1,992,060

新西宮ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰとの間で契約している係船保管契約につ
いては、監視取締艇の運用上等、地理的条件を考慮した場
合、他に係留施設がないことから、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

20992
共和工業(株)
広島県福山市引野町4-4-28

デイーゼルエンジン追加修理
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H18.3.1 1,984,500

共和工業(株)との間で契約しているディーゼルエンジン追加
修理契約については、現契約と並行して修理を行なう必要
があり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20993
長野日本無線（株）
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-
8

船舶気象通報端局装置(BWZ-
5B)修理

第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H18.3.1 1,711,393
長野日本無線(株)との間で契約している請負契約について
は、業務上必要とする請負の取扱業者が特定されており、
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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

20994
三鈴マシナリー(株)
神戸市中央区栄町5-2-22

ｶﾞｽｹｯﾄ他購入
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H18.3.6 7,005,503
三鈴ﾏｼﾅﾘｰ(株)との間で契約している買入契約については、
業務上必要とする物品の取扱業者が特定されており、競争
を許さないため。

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）

20995
(株)サノヤス・ヒシノ明昌
大阪市北区中之島3-6-32

ﾃﾞｲｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ修理
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H18.3.6 4,987,500

(株)ｻﾉﾔｽﾋｼﾉ明昌との間で契約しているディーゼルエンジン
追加修理契約については、現契約と並行して修理を行なう
必要があり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

20996
石川島運搬機械(株)
大阪市中央区南船場2-3-2

浮標基地ジブクレーン点検整備
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H18.3.7 1,813,295
石川島播磨機械(株)との間で契約している請負契約につい
ては、業務上必要とする請負の取扱業者が特定されており、
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

20997
セナーアンドバーンズ(株)
東京都目黒区上目黒1-16-8

電球４２個購入
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H18.3.8 9,615,841
ｾﾅｰｱﾝﾄﾞﾊﾞｰﾝｽﾞ(株)との間で契約している買入契約について
は、業務上必要とする物品の取扱業者が特定されており、
競争を許さないため。

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）

20998
横浜電工(株)
神戸市兵庫区西出町1-2-25

測温抵抗体他７点購入
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H18.3.15 2,493,750
横浜電工(株)との間で契約している買入契約については、業
務上必要とする物品の取扱業者が特定されており、競争を
許さないため。

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）

20999
富士通ネットワークソリュー
ションズ(株)
神戸市中央区中町通2-1-18

デジタル多重化装置設定変更
作業

第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H18.3.15 1,735,020
富士通ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株)との間で契約している請負契
約については、業務上必要とする請負の取扱業者が特定さ
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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

21000
三菱重工エンジン販売(株)
兵庫県加古郡播磨町新島1

ターボチャージャ他５点購入
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H18.3.17 4,335,645
三菱重工ｴﾝｼﾞﾝ販売(株)との間で契約している買入契約につ
いては、業務上必要とする物品の取扱業者が特定されてお
り、競争を許さないため。

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）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所
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間及び種別若しくは物品役

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

21001
(株)緑星社
神戸市中央区中山手通1-
25-9

波力発電装置整備（第２回）
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H18.3.17 1,611,876
(株)緑星社との間で契約している請負契約については、業務
上必要とする請負の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

21002

ロ－ルス．ロイスマリンジャパ
ン（株）
東京都千代田区九段南２－５
－１

ベアリングほか
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H18.3.24 5,308,305
ﾛｰﾙｽﾛｲｽﾏﾘﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)との間で契約している買入契約に
ついては、業務上必要とする物品の取扱業者が特定されて
おり、競争を許さないため。

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）

21003
シャープ(株)
東京都新宿区市谷八幡町8
番地

太陽電池モジュールほか４点購
入（翌債）

第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H18.3.24 4,809,000
ｼｬｰﾌﾟ(株)との間で契約している買入契約については、業務
上必要とする物品の取扱業者が特定されており、競争を許さ
ないため。

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）

21004
(株)緑星社
神戸市中央区中山手通1-
25-9

波力発電装置整備（第１回）
第五管区海上保安本部長
齋藤　芳夫
神戸市中央区波止場町１－１

H18.3.24 1,797,075
(株)緑星社神戸営業所との間で契約している請負契約につ
いては、業務上必要とする請負の取扱業者が特定されてお
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21005

（株）沖電気カスタマアドテッ
ク
香川県高松市今里町２丁目１
２番地１３

海上交通情報処理システム装
置保守委託１式ほか１件

第六管区海上保安本部長
　小川　哲郎
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H17.4.1 3,825,570

（株）沖電気カスタマアドテックとの間で締結している海上交
通情報処理システム装置保守委託１式ほか１件は、業務上
必要とする性能及び機能を有する物品の取扱業者が特定さ
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
競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行）

21006
日本放送協会広島放送局
広島県広島市中区大手町２
－１１－１０

平成１７年度ＮＨＫ放送受信料

第六管区海上保安本部長
　牛島　清
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H17.4.1 2,290,290

日本放送協会との間で締結している請負契約については、
情報提供内容が限定されることにより、提供者が一に特定さ
れ国内唯一の提供業者であり、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

21007
（株）デオデオ
広島県広島市中区紙屋町２
丁目１番１８号

電子複写機6台保守管理

第六管区海上保安本部長
　小川　哲郎
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H17.4.1 1,231,020
（株）デオデオとの間で締結している電子複写機6台保守管
理は、既調達物品の性能を保持する保守業者が特定されて
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

競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行、１８
年度は、会計法第２９
条の３第５項を適用）

21008
（株）トヨタレンタリース東京
東京都千代田区九段南2-3-
38

警備用自動車４台賃貸借

第六管区海上保安本部長
　小川　哲郎
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H17.4.1 882,000

（株）トヨタレンタリース東京との間で締結している警備用自
動車４台賃貸借は、業務上必要とする性能及び物品の取扱
業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
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（円）

随意契約によることとした理由
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21009
市川物産（株）
広島県広島市中区小町３番１
７号

主機部品２４６個ほか２式買入

第六管区海上保安本部長
　小川　哲郎
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H17.4.13 3,240,721

市川物産（株）との間で締結している主機部品２４６個ほか２
式買入は、業務上必要とする性能及び機能を有する物品の
取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

21010
（株）池貝ディ－ゼル
広島県尾道市因島重井町５４
８９－１１

ディーゼルエンジン（ＭＡＮＤ２８
４２ＬＹＥ型）２台追加修理

第六管区海上保安本部長
　小川　哲郎
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H17.5.12 2,908,500

（株）池貝デイ－ゼルとの間で締結しているディーゼルエンジ
ン（ＭＡＮＤ２８４２ＬＹＥ型）２台追加修理は、現契約と並行し
て修理を行う必要があり、競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

21011
（株）池貝ディ－ゼル
広島県尾道市因島重井町５４
８９－１１

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ（MAND2842LYE
型）2台追加修理（くがかぜ陸揚
機分）

第六管区海上保安本部長
　小川　哲郎
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H17.6.22 3,139,500

（株）池貝デイ－ゼルとの間で締結しているディーゼルエンジ
ン（ＭＡＮＤ２８４２ＬＹＥ型）２台追加修理（くがかぜ陸揚機分）
は、現契約と並行して修理を行う必要があり、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

21012
市川物産（株）
広島県広島市中区小町３番１
７号

主機部品571個買入

第六管区海上保安本部長
　小川　哲郎
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H17.6.24 1,699,229

市川物産（株）との間で締結している主機部品５７１個買入
は、業務上必要とする性能及び機能を有する物品の取扱業
者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

21013
（株）池貝ディ－ゼル
広島県尾道市因島重井町５４
８９－１１

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ（12V175RTC型）
1台追加修

第六管区海上保安本部長
　小川　哲郎
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H17.7.1 3,255,000

（株）池貝デイ－ゼルとの間で締結しているディーゼルエンジ
ン（12V175RTC型）１台追加修理は、現契約と並行して修理
を行う必要があり、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

21014
朝日航洋（株）
大阪府吹田市垂水町３丁目３
５番３１号

航空レーザー測深機点検整備
業務

第六管区海上保安本部長
　小川　哲郎
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H17.7.8 5,250,000

朝日航洋（株）との間で締結している航空レーザー測深機点
検整備業務は、業務上必要とする性能及び機能を有する物
品の取扱業者が特定されており、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

21015
（株）池貝ディ－ゼル
広島県尾道市因島重井町５４
８９－１１

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ（MAND2842LYE
型）2台追加

第六管区海上保安本部長
　牛島　清
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H17.8.9 5,565,000

（株）池貝デイ－ゼルとの間で締結しているﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ
（MAND2842LYE型）2台追加修理は、現契約と並行して修理
を行う必要があり、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

21016
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－２
汐留シティ－センタ－

ラインセット（Ｄ１４）６個ほか１件
買入

第六管区海上保安本部長
　牛島　清
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H17.8.17 2,782,500

富士通（株）との間で締結しているラインセット（Ｄ１４）６個ほ
か１件買入は、業務上必要とする性能及び機能を有する物
品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）
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21017

クボタエンジン販売サービス
（株）
神奈川県横浜市港北区新横
浜１丁目２５番１１号

発電機用原動機部品1584個買
入

第六管区海上保安本部長
　牛島　清
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H17.8.26 1,850,103

クボタエンジン販売サービス（株）との間で締結している発電
機用原動機部品1584個買入は、業務上必要とする性能及び
機能を有する物品の製造及び取扱業者が特定されており、
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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

21018
セナーアンドバーンズ（株）
福岡県北九州市小倉北区浅
野１－２－３９

マーキング装置（本体・完成品）
３０個ほか１４件買入

第六管区海上保安本部長
　牛島　清
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H17.8.29 9,012,885

セナーアンドバーンズ（株）との間で締結しているマーキング
装置（本体・完成品）３０個ほか１４件買入は、業務上必要と
する性能及び機能を有する物品の取扱業者が特定されてお
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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

21019
セナーアンドバーンズ（株）
福岡県北九州市小倉北区浅
野１－２－３９

航路標識用電球（A-５）11個ほ
か12件買入

第六管区海上保安本部長
　牛島　清
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H17.9.16 4,770,379

セナーアンドバーンズ（株）との間で締結している航路標識用
電球（A-５）11個ほか12件買入は、業務上必要とする性能及
び機能を有する物品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

21020
（株）池貝ディ－ゼル
広島県尾道市因島重井町５４
８９－１１

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ（MAND2842LYE
型）2台追加修理（おとかぜ陸揚
機分）

第六管区海上保安本部長
　牛島　清
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H17.9.26 5,565,000

（株）池貝デイ－ゼルとの間で締結しているﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ
（MAND2842LYE型）2台追加修理（おとかぜ陸揚機分）は、
現契約と並行して修理を行う必要があり、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

21021
明徳産業（株）
愛知県名古屋市中川区小碓
通5-1

沈錘（SC6ｔ）１個ほか２件買入

第六管区海上保安本部長
　牛島　清
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H17.9.29 2,295,090

明徳産業（株）との間で締結している沈錘（SC6ｔ）１個ほか２
件買入は、業務上必要とする性能及び機能を有する物品の
取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

21022
市川物産（株）
広島県広島市中区小町３番１
７号

主機部品687個買入

第六管区海上保安本部長
　牛島　清
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H17.9.30 2,054,302

市川物産（株）との間で締結している主機部品６８７個買入
は、業務上必要とする性能及び機能を有する物品の取扱業
者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

21023
(株)サノヤス・ヒシノ明昌
大阪府大阪市北区中之島３
丁目６番３２号

設標船ぎんが追加修理

第六管区海上保安本部長
　牛島　清
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H17.10.7 5,040,000
(株)サノヤス・ヒシノ明昌との間で締結している設標船ぎんが
追加修理は、現契約と並行して修理を行う必要があり、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

21024
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－２
汐留シティ－センタ－

搬送端局装置試験調整

第六管区海上保安本部長
　牛島　清
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H17.11.10 2,373,000

富士通（株）との間で締結している搬送端局装置試験調整
は、業務上必要とする性能及び機能を有する物品の取扱業
者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行）
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21025
（株）光電製作所
福岡県福岡市博多区榎田１
－９－１

データ通信部２台ほか１件買入

第六管区海上保安本部長
　牛島　清
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H17.11.28 8,977,500

（株）光電製作所との間で締結しているデータ通信部２台ほ
か１件買入は、業務上必要とする性能及び機能を有する物
品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

21026
日本無線（株）
広島県広島市中区八丁堀１４
番４号

ＡＩＳ陸上局装置改修

第六管区海上保安本部長
　牛島　清
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H17.12.5 5,470,500

日本無線（株）との間で締結しているＡＩＳ陸上局装置改修
は、業務上必要とする性能及び機能を有する物品の取扱業
者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行）

21027
（株）池貝ディ－ゼル
広島県尾道市因島重井町５４
８９－１１

ディーゼルエンジン（１２Ｖ１７５Ｒ
ＴＣ型）１台追加修理（はやぎり
陸揚機分）

第六管区海上保安本部長
　牛島　清
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H17.12.8 2,845,000

（株）池貝デイ－ゼルとの間で締結しているディーゼルエンジ
ン（１２Ｖ１７５ＲＴＣ型）１台追加修理（はやぎり陸揚機分）は、
現契約と並行して修理を行う必要があり、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

21028
（株）ケー・デー・シー
東京都渋谷区笹塚1-57-7

インフラ設計図面電子化

第六管区海上保安本部長
　牛島　清
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H17.12.9 3,024,000

（株）ケー．デー．シーとの間で締結しているインフラ設計図
面電子化は、業務上必要とする性能及び機能を有する物品
の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行）

21029
（株） トキメック
東京都大田区南蒲田２－１６
－４６

来島海峡海上交通センター情報
管理装置等試験調整

第六管区海上保安本部長
　牛島　清
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H17.12.12 47,250,000

（株）トキメックとの間で締結している来島海峡海上交通セン
ター情報管理装置等試験調整は、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、競争が
存在しない。（特例政令）

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）

21030
(株)高岳製作所
香川県高松市寿町１－２－５

来島センター中容量無停電電源
装置整備

第六管区海上保安本部長
　牛島　清
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H17.12.12 3,100,000

(株)高岳製作所との間で締結している来島センター中容量無
停電電源装置整備は、業務上必要とする性能及び機能を有
する物品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度以降に一般
競争入札に移行）

21031
（株）池貝ディ－ゼル
広島県尾道市因島重井町５４
８９－１１

ディーゼルエンジン（ＭＡＮＤ２８
４２ＬＹＥ型）２台追加修理（くれ
かぜ陸揚機分）

第六管区海上保安本部長
　牛島　清
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H17.12.16 4,315,500

（株）池貝デイ－ゼルとの間で締結しているディーゼルエンジ
ン（ＭＡＮＤ２８４２ＬＹＥ型）２台追加修理（くれかぜ陸揚機分）
は、現契約と並行して修理を行う必要があり、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

21032
（株） トキメック
東京都大田区南蒲田２－１６
－４６

基板（ﾚｰﾀﾞｰ運用卓PVSﾎﾞｰﾄﾞ）1
枚買入

第六管区海上保安本部長
　牛島　清
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H18.1.4 9,975,000

（株） トキメックとの間で締結している基板（ﾚｰﾀﾞｰ運用卓
PVSﾎﾞｰﾄﾞ）1枚買入は、業務上必要とする性能及び機能を有
する物品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

21033
セナーアンドバーンズ（株）
福岡県北九州市小倉北区浅
野１－２－３９

空中線（G06B-8025-B301)１個
ほか１件買入

第六管区海上保安本部長
　牛島　清
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H18.1.4 2,226,000

セナーアンドバーンズ（株）との間で締結している空中線
（G06B-8025-B301)１個ほか１件買入は、業務上必要とする
性能及び機能を有する物品の取扱業者が特定されており、
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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

21034
（株）光電製作所
福岡県福岡市博多区榎田１
－９－１

基板（K68-710A)3枚ほか5件買
入

第六管区海上保安本部長
　牛島　清
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H18.1.16 2,697,975

（株）光電製作所との間で締結している基板（K68-710A)3枚
ほか5件買入は、業務上必要とする性能及び機能を有する
物品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

21035
市川物産（株）
広島県広島市中区小町３番１
７号

主機部品５１７個ほか1件買入

第六管区海上保安本部長
　牛島　清
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H18.1.26 2,115,804

市川物産（株）との間で締結している主機部品５１７個ほか１
件買入は、業務上必要とする性能及び機能を有する物品の
取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

21036
（株）池貝ディ－ゼル
広島県尾道市因島重井町５４
８９－１１

ディーゼルエンジン（１２Ｖ１７５Ｒ
ＴＣ型）１台追加修理（おきなみ
陸揚機）

第六管区海上保安本部長
　牛島　清
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H18.2.16 2,719,500

（株）池貝デイ－ゼルとの間で締結しているディーゼルエンジ
ン（１２Ｖ１７５ＲＴＣ型）１台追加修理（おきなみ陸揚機）は、現
契約と並行して修理を行う必要があり、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

21037
（株）カナデン
東京都港区新橋４丁目２２番
４号

海上監視・航行支援装置部品１
個買入

第六管区海上保安本部長
　牛島　清
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H18.2.21 1,575,000

（株）カナデンとの間で締結している海上監視・航行支援装置
部品１個買入は、業務上必要とする性能及び機能を有する
物品の製造及び取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

21038
朝日航洋（株）
広島県広島市西区観音新町
４－１０－５６

航空レーザー測深機内部点検・
整備

第六管区海上保安本部長
　牛島　清
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H18.2.22 13,178,600

朝日航洋（株）との間で締結している航空レーザー測深機内
部点検・整備は、業務上必要とする性能及び機能を有する
物品の取扱業者が特定されており、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

21039
（株）池貝ディ－ゼル
広島県尾道市因島重井町５４
８９－１１

主機部品２０７個買入

第六管区海上保安本部長
　牛島　清
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H18.2.28 12,035,976

（株）池貝デイ－ゼルとの間で締結している主機部品２０７個
買入は、業務上必要とする性能及び機能を有する物品の取
扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

21040
明陽電機（株）
静岡県静岡市清水区七ツ新
屋４８５番地

監視装置２式製造買入

第六管区海上保安本部長
　牛島　清
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H18.3.1 4,960,000

明陽電気（株）との間で締結している監視装置２式製造買入
は、業務上必要とする性能及び機能を有する物品の製造、
取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所
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契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

21041
市川物産（株）
広島県広島市中区小町３番１
７号

CPP変節装置部品５３４個ほか
１件買入

第六管区海上保安本部長
　牛島　清
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H18.3.6 2,000,713

市川物産（株）との間で締結しているCPP変節装置部品５３４
個ほか１件買入は、業務上必要とする性能及び機能を有す
る物品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

21042

（株）ティ・エス・エス・ソフト
ウェア
広島県広島市南区出汐２丁
目３番１９号

物品標示票作成システム１０式
買入

第六管区海上保安本部長
　牛島　清
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H18.3.13 4,284,000

（株）ティ・エス・エス・ソフトウェアとの間で締結している物品
標示票作成システム１０式買入は、業務上必要とする性能
及び機能を有する物品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21043
共和工業(株)
広島県福山市引野町4-4-28

主機部品５７９個買入

第六管区海上保安本部長
　牛島　清
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H18.3.16 5,138,141

共和工業（株）との間で締結している主機部品５７９個買入
は、業務上必要とする性能及び機能を有する物品の取扱業
者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

21044
渦潮電機（株）
愛媛県今治市大西町大字九
王甲１５２０番地

ソフトウェア（計測データ処理シ
ステム用集計表）１個買入

第六管区海上保安本部長
　牛島　清
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H18.3.16 2,100,000

渦潮電機（株）との間で締結しているソフトウェア（計測データ
処理システム用集計表）１個買入は、業務上必要とする性能
及び機能を有する物品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

21045
（株）高澤製作所
大阪府大阪市生野区巽北４
丁目３番４号

軸封装置等部品７０個買入

第六管区海上保安本部長
　牛島　清
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H18.3.17 2,053,170

（株）高澤製作所との間で締結している軸封装置等部品７０
個買入は、業務上必要とする性能及び機能を有する物品の
取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

21046
市川物産（株）
広島県広島市中区小町３番１
７号

主機部品７個買入

第六管区海上保安本部長
　牛島　清
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H18.3.22 6,000,000

市川物産（株）との間で締結している主機部品７個買入は、
業務上必要とする性能及び機能を有する物品の取扱業者が
特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

21047
（株）池貝ディ－ゼル
広島県尾道市因島重井町５４
８９－１１

主機部品５９２個ほか１件買入

第六管区海上保安本部長
　牛島　清
広島市南区宇品海岸3-10-
17

H18.3.22 2,023,685

（株）池貝デイ－ゼルとの間で締結している主機部品５９２個
ほか１件買入は、業務上必要とする性能及び機能を有する
物品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

21048
リコー九州（株）
福岡県北九州市小倉北区東
港１－１－５

複写機等保守

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.4.1 20,599,200
リコー九州（株）との間で締結している複写機等保守は、同
社製の複写機であり同社以外保守を行なうことができず、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年度から一般競
争入札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
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21049
（財）九州電気保安協会
福岡県北九州市門司区原町
別院１５－５

平成１７年度自家用電気工作物
保守業務委託

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.4.1 3,158,064
（財）九州電気保安協会との間で締結している平成１７年度
自家用電気工作物保守業務委託は、管内　調査した結果、
履行可能な業者は同社のみであるため

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）

21050
日本放送協会北九州放送局
福岡県北九州市小倉北区室
町１－１－１－２０

平成１７年度ＮＨＫ放送受信料

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.4.1 2,447,600

日本放送協会との間で締結している請負契約については、
情報提供内容が限定されることにより、提供者が一に特定さ
れ国内唯一の提供業者であり、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

21051
沖ウィンテック（株）
福岡県福岡市中央区長浜１
－１－３５

構内電話交換設備保守委託

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.4.1 1,525,860

沖ウィンテック（株）との間で締結している構内電話交換設備
保守委託は、同設備製造業者のメンテナンス部門を担当す
る同社以外に履行可能な業者がなく、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年度から一般競
争入札に移行）

21052

（株）沖電気カスタマアドテッ
ク
福岡県福岡市南区向野２－９
－２６

海上交通情報処理システム装
置保守

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.4.1 1,118,880

（株）沖電気カスタマアドテックとの間で締結している海上交
通情報処理システム装置保守は、沖電気工業が設計・製造
した装置であり、保守可能な業者は同社のサービス部門で
ある同社のみで、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年度から一般競
争入札に移行）

21053

九州三菱ふそう自動車販売
（株）
福岡県北九州市小倉北区西
港町１５－６０

ディーゼルエンジン（ＭＡＮＤ２８
４２ＬＹＥ型）追加修理

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.5.16 6,475,000

九州三菱ふそう自動車販売（株）との間で締結している
ディーゼルエンジン（ＭＡＮＤ２８４２ＬＹＥ型）追加修理は、同
エンジン整備中に発見された不具合箇所の修理であり現契
約と並行して修理を行なう必要があり、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

21054
（株）光電製作所
福岡県福岡市博多区榎田1-
9-1

中継端子筺ほか２４点買入れ
25点

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.5.20 4,141,935
（株）光電製作所との間で締結している中継端子筺ほか２４
点買入れは、技術的理由により取扱業者が特定されており、
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21055
（社）北九州市門司区医師会
福岡県北九州市門司区小森
江３－１２－１１

採用試験身体検査

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.6.7 1,901,166
（社）北九州市門司区医師会との間で締結している採用試験
身体検査は、検診車を有し履行可能な医療機関が他に無
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）

21056
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園２－４－１

航空機緊急操作技能維持研修
（ベル４１２）

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.6.16 1,446,445

三井物産エアロスペース（株）との間で締結している航空機
緊急操作技能維持研修（ベル４１２）は、国内での代理店が
特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



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）
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称及び所在地

21057
郷ノ浦町漁業（同）
長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ
浦４０５－６

軽油（免税）買入れ　７・８・９月
分（壱岐地区）
60,000L

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.6.28 3,710,700

郷ノ浦町漁業（同）との間で締結している軽油（免税）買入れ
７・８・９月分（壱岐地区）は、壱岐市内で給油施設を保有す
るのは同社のみで業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21058
富士電機システムズ（株）
福岡県福岡市博多区店屋町
５－１８

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置点検修理

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.7.5 1,942,500

富士電機システムズ（株）との間で締結しているﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電
装置点検修理は、同社が設計・製造した装置であり、修理可
能な業者は同社のみで、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）

21059

ロ－ルス．ロイスマリンジャパ
ン（株）
東京都千代田区九段南２－５
－１

ウォータージェット部品（ｶﾒﾜ
W/J71SII型）ほか一式
29点

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.7.8 8,084,571

ロールス・ロイス　マリン　ジャパン（株）との間で締結してい
るウォータージェット部品（ｶﾒﾜW/J71SII型）ほか一式は、代
理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21060
日本海洋産業（株）
山口県下関市伊崎町２－１１
－１

主機関部品（12PC2-5VX2）ほか
一式買入れ
85点

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.7.22 2,137,633

日本海洋産業（株）との間で締結している主機関部品
（12PC2-5VX2）ほか一式買入れは、日本鋼管製の部品の買
入れであり、当地区での販売は同社のみであるため業者が
特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21061
（株）筑豊製作所
福岡県北九州市小倉北区西
港町８６－２

ディーゼルエンジン
（MTU12V183-TE92型）追加修
理

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.8.4 4,580,000

（株）筑豊製作所との間で締結しているディーゼルエンジン
（MTU12V183-TE92型）追加修理は、同エンジン整備中に発
見された不具合箇所の修理であり現契約と並行して修理を
行なう必要があり、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

21062
（有）ハマヤ商会
山口県下関市新地町５－２６

主機関部品買入れ
48点

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.8.5 3,282,179

（有）ハマヤ商会との間で締結している主機関部品買入れ
は、㈱新潟鐵工所製の部品であり、当地区での部品の販売
は同社のみで業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21063
新潟原動機（株）
群馬県太田市西新町１２５－
１

過給機ローター軸単体（ブレード
付）買入れ
1本

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.8.11 4,770,045

新潟原動機（株）との間で締結した過給機ローター軸単体
（ブレード付）買入れは、、至急の修理（巡視船はかた搭載の
右舷主機関過給機の不具合復旧修理）により必用となった
ため官給品であり、早急に納入可能な同部品の製造元であ
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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

21064
（株）ゼニライトブイ
福岡県福岡市東区土井２－３
－２４

レスキューブイ修理

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.8.15 1,015,665

（株）ゼニライトブイとの間で締結しているレスキューブイ修理
は、同社が設計・製造した製品であり、修理可能な業者は同
社のみで、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年度から一般競
争入札に移行）
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21065
長野日本無線（株）
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-
8

ユニット（ＭＰＵ）ほか１４点買入
れ
15点

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.8.25 4,703,409

長野日本無線（株）との間で締結しているユニット（ＭＰＵ）ほ
か１４点買入れは、業務上必要とする性能及び機能を有す
る物品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21066
サンセイ（株）
山口県下関市彦島本村町３
－５－１

油水分離器カートリッジほか２４
点買入れ
25点

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.8.30 1,749,466

サンセイ（株）との間で締結している油水分離器カートリッジ
ほか２４点買入れは、池貝ディーゼル製の部品であり、当地
区での部品販売は同社のみであるため業者が特定されてお
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21067

九州三菱ふそう自動車販売
（株）
福岡県北九州市小倉北区西
港町１５－６０

ディーゼルエンジン
（MAND2842LYE型）追加修理

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.9.6 5,410,511

九州三菱ふそう自動車販売（株）との間で締結している
ディーゼルエンジン（MAND2842LYE型）追加修理は、同エン
ジン整備中に発見された不具合箇所の修理であり現契約と
並行して修理を行なう必要があり、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

21068
三井物産エアロスペース（株）
東京都港区芝公園２－４－１

航空機緊急操作技能維持研修
（ベル４１２）

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.9.8 2,892,890

三井物産エアロスペース（株）との間で締結している航空機
緊急操作技能維持研修（ベル４１２）は、国内での代理店が
特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

21069
（株）光電製作所
福岡県福岡市博多区榎田１
－９－１

ＭＩＣＳ情報装置試験調整

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.9.9 8,925,000

（株）光電製作所との間で締結しているＭＩＣＳ情報装置試験
調整は、同社が設計・製造した装置であり、試験調整が可能
な業者は同社のみであり、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
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21070
(株)ブイメンテ
福岡県北九州市若松区浜町
１－６－１５

地ノ島北西灯浮標ほか２基復旧
工事

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.9.9 3,990,000

(株)ブイメンテとの間で締結している地ノ島北西灯浮標ほか
２基復旧工事は９月６日来襲した台風１４号による強風浪で
地ノ島北西灯浮標が南南東方向３００m移動し灯器部分が損
壊消灯に至り備前碆灯浮標は、北方向１９０ｍ移動し入津灯
浮標については、太陽電池パネルが破損したため、緊急の
復旧工事であり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

21071
長野日本無線（株）
東京都渋谷区千駄ヶ谷５－３
３－８

船舶気象通報端局装置試験調
整

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.9.13 1,491,000

長野日本無線（株）との間で締結している船舶気象通報端局
装置試験調整は、同社が設計・製造した装置であり、試験調
整が可能な業者は同社のみで、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年度から一般競
争入札に移行）

21072
九州日産ディーゼル（株）
福岡県北九州市小倉北区西
港町１７－１

ディーゼルエンジン（RD10TA06
型）追加修理

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.9.20 2,453,000

九州日産ディーゼル（株）との間で締結しているディーゼルエ
ンジン（RD10TA06型）追加修理は、同エンジン整備中に発
見された不具合箇所の修理であり現契約と並行して修理を
行なう必要があり、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
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21073
日本海洋産業（株）
山口県下関市伊崎町２－１１
－１

主機関部品買入れ
96点

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.9.22 2,223,192

日本海洋産業（株）との間で締結している主機関部品買入れ
は、富士ディーゼル製主機関部品の買入れであり、当地区
での販売は同社のみであるため業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21074
（株）カンノ製作所
福岡県北九州市小倉北区上
富野１－５－２５

管制情報編集装置改修

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.9.26 2,100,000

（株）カンノ製作所との間で締結している管制情報編集装置
改修は、同社が設計・製造した装置であり、改修可能な業者
は同社のみで、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年度から一般競
争入札に移行）

21075
（株）筑豊製作所
福岡県北九州市小倉北区西
港町８６－２

ディーゼルエンジン
（MTU12V183－TE92型）追加修
理

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.9.30 3,290,000

（株）筑豊製作所との間で締結しているディーゼルエンジン
（MTU12V183-TE92型）追加修理は、同エンジン整備中に発
見された不具合箇所の修理であり現契約と並行して修理を
行なう必要があり、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

21076
郷ノ浦町漁業（同）
長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ
浦４０５－６

軽油（免税）買入れ　１０・１１・１
２月分（壱岐地区）
30,000L

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.9.30 1,981,350

郷ノ浦町漁業（同）との間で締結している軽油（免税）買入れ
１０・１１・１２月分（壱岐地区）は、壱岐市内で給油施設を保
有するのは同社のみで業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21077

九州三菱ふそう自動車販売
（株）
福岡県北九州市小倉北区西
港町１５－６０

排気温度センサーほか４６点買
入れ
47点

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.10.7 1,771,269

九州三菱ふそう自動車販売（株）との間で締結している排気
温度センサーほか４６点買入れは、ドイツMAN社製の部品買
入れで、当地区での販売は同社のみであり、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
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21078
セナ－アンドバ－ンズ（株）
福岡県北九州市小倉北区浅
野1-2-39

ユニット（Ｄ１４）ほか２点買入れ
3点

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.10.11 3,622,500

セナ－アンドバ－ンズ（株）との間で締結しているユニット（Ｄ
１４）ほか２点買入れは、業務上必要とする性能及び機能を
有する物品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21079
大石電機工業(株)
東京都品川区東大井２－１７
－９

境界灯ほか３点買入れ
4点

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.10.17 3,344,250

大石電機工業(株)との間で締結している境界灯ほか３点買
入れは、同社の製品であり、他に販売しているものがいない
ため業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21080

九州三菱ふそう自動車販売
（株）
福岡県北九州市小倉北区西
港町１５－６０

ディーゼルエンジン
(MAND2842LE401型)追加修理

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.10.24 7,190,274

九州三菱ふそう自動車販売（株）との間で締結している
ディーゼルエンジン（MAND2842LE401型）追加修理は、同エ
ンジン整備中に発見された不具合箇所の修理であり現契約
と並行して修理を行なう必要があり、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
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21081
日本海洋産業（株）
山口県下関市大和町１－５－
８

主機関部品（富士８Ｓ４０Ｂ）ほか
１式買入れ
90点

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.10.28 1,762,988

日本海洋産業（株）との間で締結している主機関部品（富士
８Ｓ４０Ｂ）ほか１式買入れは、富士ディーゼル製主機関部品
であり、当地区での販売は同社のみであるため業者が特定
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21082
（株）筑豊製作所
福岡県北九州市小倉北区西
港町８６－２

ディーゼルエンジン
(MTU12V183TE92型)追加修理

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.11.14 2,980,000

（株）筑豊製作所との間で締結しているディーゼルエンジン
（MTU12V183TE92型）追加修理は、同エンジン整備中に発
見された不具合箇所の修理であり現契約と並行して修理を
行なう必要があり、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

21083
サンセイ（株）
山口県下関市彦島本村町３
－５－１

設標船かいおう臨時修理

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.11.15 2,830,000

サンセイ（株）との間で締結している設標船かいおう臨時修
理は、冷却海水管に破口が生じた等のため早急に復旧しな
ければ運行に支障が出ることから緊急の修理を行なう必要
があり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

21084

九州三菱ふそう自動車販売
（株）
福岡県北九州市小倉北区西
港町１５－６０

ディーゼルエンジン
（MAND2842LE401型）追加修理

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.11.25 7,249,991

九州三菱ふそう自動車販売（株）との間で締結している
ディーゼルエンジン（MAND2842LE401型）追加修理は、同エ
ンジン整備中に発見された不具合箇所の修理であり現契約
と並行して修理を行なう必要があり、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

21085
富永物産（株）
福岡県古賀市青柳２８４８

ディーゼルエンジン(GM12V71TI
型)追加修理

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.12.2 1,024,600

富永物産（株）との間で締結しているディーゼルエンジン
(GM12V71TI型)追加修理は、同エンジン整備中に発見され
た不具合箇所の修理であり現契約と並行して修理を行なう
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

21086
日本無線（株）
福岡県福岡市博多区店屋町
１－３１

中波標識送信装置修理

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.12.9 1,260,000

日本無線（株）との間で締結している中波標識送信装置修理
は、同社が設計・製造した装置であり、修理可能な業者は同
社のみで、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年度から一般競
争入札に移行）

21087

東芝電力放射線テクノサ－ビ
ス(株)
神奈川県横浜市磯子区新杉
田町８

放射能測定器精密点検整備

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.12.14 1,263,870

東芝電力放射線テクノサ－ビス(株)との間で締結している放
射能測定器精密点検整備は、同社が設計・製造した製品で
あり、保守可能な業者は同社のみで、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年度から一般競
争入札に移行）

21088
九州日産ディーゼル（株）
福岡県北九州市小倉北区西
港町１７－１

ディーゼルエンジン(RD10TA06
型)追加修理

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.12.19 2,040,000

九州日産ディーゼル（株）との間で締結しているディーゼルエ
ンジン（RD10TA06型）追加修理は、同エンジン整備中に発
見された不具合箇所の修理であり現契約と並行して修理を
行なう必要があり、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
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21089
（株）カイジョーソニック
福岡県福岡市博多区豊１－２
－１５

超音波式波高観測装置修理

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.12.21 1,281,000

（株）カイジョーソニックとの間で締結している超音波式波高
観測装置修理は、同社が設計・製造した装置であり、修理可
能な業者は同社のみで、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）

21090
（社）長崎県公共嘱託登記土
地家屋調査士協会
長崎県長崎市五島町８－７

宇久（航）用地測量登記業務委
託

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H17.12.22 2,520,000
（社）長崎県公共嘱託登記土地家屋調査士協会との間で締
結している宇久（航）用地測量登記業務委託は、競争入札に
附したが、応札者がなかったため。（予決令第９９条の２）

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）

21091
（有）ハマヤ商会
山口県下関市新地町２－２６

主機関部品買入れ
74点

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H18.1.6 1,693,074

（有）ハマヤ商会との間で締結している主機関部品買入れ
は、㈱新潟鐵工所製の部品の買入れであり、当地区での販
売は同社のみであるため業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21092

九州三菱ふそう自動車販売
（株）
福岡県北九州市小倉北区西
港町１５－６０

クランクケースキットほか１点買
入れ
2点

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H18.1.11 14,755,146
九州三菱ふそう自動車販売（株）との間で締結しているクラン
クケースキットほか１点買入れは、代理店が特定されてお
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21093
昌永産業（株）
山口県下関市東大和町２－１
３－２２

主機関部品ほか一式買入れ
63点

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H18.1.11 1,641,040

昌永産業（株）との間で締結している主機関部品ほか一式買
入れは、阪神内燃機製の主機関部品の買入れであり、当地
区での販売は同社のみであるため業者が特定されており、
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21094
（株）富士通ビジネスシステム
福岡県北九州市小倉北区米
町２－２－１

電話回線増設等整備

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H18.1.12 1,921,500

富士電機システムズ（株）との間で締結している電話回線増
設等整備は、回線を増設する機器等を設計した業者の調整
部門を担当する同社以外に履行可能な業者がなく、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）

21095

九州三菱ふそう自動車販売
（株）
福岡県北九州市小倉北区西
港町１５－６０

シリンダーヘッドキットほか３点
買入れ
4点

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H18.1.25 14,844,844
九州三菱ふそう自動車販売（株）との間で締結しているシリ
ンダーヘッドキットほか３点買入れは、代理店が特定されて
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21096

九州三菱ふそう自動車販売
（株）
福岡県北九州市小倉北区西
港町15番60号

オイルシステムキットほか５点買
入れ
6点

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H18.2.3 13,830,594
九州三菱ふそう自動車販売（株）との間で締結しているオイ
ルシステムキットほか５点買入れは、物品の代理店が特定さ
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）
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21097

九州三菱ふそう自動車販売
（株）
福岡県北九州市小倉北区西
港町15番60号

ディーゼルエンジン
(MAND2842LYE型)追加修理

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H18.2.3 3,767,000

九州三菱ふそう自動車販売（株）との間で締結している
ディーゼルエンジン(MAND2842LYE型)追加修理は、同エン
ジン整備中に発見された不具合箇所の修理であり現契約と
並行して修理を行なう必要があり、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

21098

九州三菱ふそう自動車販売
（株）
福岡県北九州市小倉北区西
港町１５－６０

エキゾーストシステムキットほか
３点買入れ
4点

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H18.2.13 13,595,064
九州三菱ふそう自動車販売（株）との間で締結しているエキ
ゾーストシステムキットほか３点買入れは、代理店が特定さ
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21099
サンセイ（株）
山口県下関市彦島本村町３
－５－１

設標船かいおう追加修理

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H18.2.15 3,520,000
サンセイ（株）との間で締結している設標船かいおうの追加
修理は、現契約と並行して修理を行なう必要があり、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

21100

九州三菱ふそう自動車販売
（株）
福岡県北九州市小倉北区西
港町15番60号

ヒューエルシステムキットほか３
点買入れ
4点

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H18.2.23 14,054,202

九州三菱ふそう自動車販売（株）との間で締結している
ヒューエルシステムキットほか３点買入れは、物品の代理店
が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21101
三信船舶電具（株）
福岡県福岡市中央区港３－１
－６６

汽笛回転装置買入れ
4式

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H18.2.23 1,734,600

三信船舶電具（株）との間で締結している汽笛回転装置買入
れは、同社製製品の構成部品であり同社以外取り扱ってい
ないため業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21102
ザーケ日本トラテック（株）
東京都杉並区高円寺北２－３
９－３３

海洋生物付着防止装置部品ほ
か２式買入れ
14点

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H18.2.27 2,661,750

ザーケ日本トラテック（株）との間で締結している海洋生物付
着防止装置部品ほか２式買入れは、同装置の製造元であ
り、ほかには販売していないため業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21103
セナ－アンドバ－ンズ（株）
福岡県北九州市小倉北区浅
野１－２－３９

ＧＰＳ型同期点滅制御装置修理
ほか１９件

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H18.2.27 2,380,000

セナ－アンドバ－ンズ（株）との間で締結しているＧＰＳ型同
期点滅制御装置修理ほか１９件は、同社が設計・製造した装
置であり、修理可能な業者は同社のみで、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年度から一般競
争入札に移行）

21104
長野日本無線（株）
東京都渋谷区千駄ヶ谷５－３
３－８

陸上通信所送信機改修

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H18.3.1 5,999,700

長野日本無線（株）との間で締結している陸上通信所送信機
改修は、同社が設計・製造した装置であり、改修可能な業者
は同社のみで、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年度から一般競
争入札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

21105
三菱ふそうトラック．バス（株）
福岡県北九州市小倉北区西
港町15番60号

ディーゼルエンジン
(MAND2842LE401型)追加修理

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H18.3.2 6,090,000

三菱ふそうトラック．バス（株）との間で締結しているディーゼ
ルエンジン(MAND2842LE401型)追加修理は、同エンジン整
備中に発見された不具合箇所の修理であり現契約と並行し
て修理を行なう必要があり、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

21106
東洋化工商事（株）
福岡県北九州市門司区浜町
１０－１６

エレメント(K35×5)ほか２点買入
れ
3点

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H18.3.2 2,046,701

東洋化工商事（株）との間で締結しているエレメント(K35×5)
ほか２点買入れは、アメロイド社製部品の買入れであり、当
地区での部品販売は同社以内にないため業者が特定されて
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21107
三菱ふそうトラック．バス（株）
福岡県北九州市小倉北区西
港町15番60号

マリンギヤオーバーホールキット
買入れ
69点

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H18.3.3 14,339,997
三菱ふそうトラック．バス（株）との間で締結しているマリンギ
ヤオーバーホールキット買入れは、物品の代理店が特定さ
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21108
（株）ゼニライトブイ
福岡県福岡市東区土井2-3-
24

暗視スコープ買入れ
8式

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H18.3.6 3,998,400
（株）ゼニライトブイとの間で締結している暗視スコープ買入
れは、国内での取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21109
三菱ふそうトラック．バス（株）
福岡県北九州市小倉北区西
港町15番60号

クランクシャフトキットほか３点買
入れ
4点

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H18.3.7 14,494,200
三菱ふそうトラック．バス（株）との間で締結しているクランク
シャフトキットほか３点買入れは、物品の代理店が特定され
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21110
新日本製鐵（株）
東京都千代田区大手町２－６
－３

排気二重管ほか２点買入れ
3点

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H18.3.8 4,620,000

新日本製鐵（株）との間で締結している排気二重管ほか２点
買入れは、純チタンの供給、製品の製作は同社以外に行
なっていないため業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21111
アンリツ（株）
福岡県福岡市博多区博多駅
南1-3-11

ＣＭ型方向性結合器ほか７点買
入れ
8点

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H18.3.8 3,739,050
アンリツ（株）との間で締結しているＣＭ型方向性結合器ほか
７点買入れは、物品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21112
日本光機工業（株）
神奈川県川崎市幸区下平間
２９０

LED灯器（Ⅱ型赤）修理ほか１３
件

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H18.3.9 4,604,250

日本光機工業（株）との間で締結しているLED灯器（Ⅱ型赤）
修理ほか１３件は、同社が設計・製造した製品であり、修理
可能な業者は同社のみで、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年度から一般競
争入札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

21113
渦潮電機（株）
愛媛県今治市大西町九王甲
１５２０

ソフトウェア（計測データ処理シ
ステム用集計表）買入れ
1個

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H18.3.9 3,281,250

渦潮電機（株）との間で締結しているソフトウェア（計測データ
処理システム用集計表）買入れは、現使用中のソフトウェア
の開発元であり、連携可能なソフトウェアであるため業者が
特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21114
池上通信機（株）福岡市博多
区博多駅東3-1-1

ヘリコプター画像伝送設備機上
装置空中線部ほか１点買入れ
2点

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H18.3.10 2,362,500

池上通信機（株）との間で締結しているヘリコプター画像伝送
設備機上装置空中線部ほか１点買入れは、業務上必要とす
る性能及び機能を有する物品の取扱業者が特定されてお
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21115
三菱ふそうトラック．バス（株）
福岡県北九州市小倉北区西
港町15番60号

リプレイスメントキットほか１点買
入れ
2点

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H18.3.13 9,124,591

九州三菱ふそう自動車販売（株）との間で締結しているシリ
ンダーヘッドキットほか３点買入れは、物品の代理店が特定
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21116
（財）日本航路標識協会
東京都千代田区麹町４－５

沖ノ島灯台太陽電池設計業務
委託

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H18.3.15 4,305,000

（財）日本航路標識協会との間で締結している沖ノ島灯台太
陽電池設計業務委託は、灯台の改修に関し、太陽エネル
ギー電源装置への変更、大型レンズの解体等、航路標識用
機器に精通し高度な技術が必要であり、これら条件を満たす
業者が他に無く、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

21117
日本光機工業（株）
神奈川県川崎市幸区下平間
290番地

GPS型同期点滅制御装置ほか１
５点買入れ
16点

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H18.3.22 2,344,408

日本光機工業（株）との間で締結しているGPS型同期点滅制
御装置ほか１５点買入れは、業務上必要とする性能及び機
能を有する物品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21118
シャープ（株）
東京都新宿区市谷八幡町8
番地

太陽電池装置配電盤
（JH737R7）ほか３点買入れ
4点

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

H18.3.23 3,811,500

シャープ（株）との間で締結している太陽電池装置配電盤
（JH737R7）ほか３点買入れは、業務上必要とする性能及び
機能を有する物品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21119
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－２

搬送端局装置改修

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

17.12.16 4,410,000
富士通（株）との間で締結している搬送端局装置改修は、同
社が設計・製造した装置であり、改修可能な業者は同社の
みで、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年度から一般競
争入札に移行）

21120
サマユー（株）
山口県下関市長府扇町４－３
１

ウォータージェット部品買入れ
49点

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

2005/10/2005 9,450,000
サマユー（株）との間で締結しているウォータージェット部品
買入れは、代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
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21121
（有）ハマヤ商会
山口県下関市新地町２－２６

主機関部品買入れ
18点

第七管区海上保安本部長
高尾　留雄
福岡県北九州市門司区西海
岸1-3-10

2006/2/2005 2,194,756

（有）ハマヤ商会との間で締結している主機関部品買入れ
は、㈱新潟鐵工所製の部品の買入れであり、当地区での部
品の販売は同社のみであるため業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21122
（株）三井田商事
京都府福知山市土師宮町２
－１５

電子複写機保守・本部（リコー）
八管区海上保安本部長　渡
部　典正
京都府舞鶴市字下福井901

H17.4.1 4,960,393
（株）三井田商事との間に締結している電子複写機保守は、
性能を維持する保守業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21123
（株）トヨタレンタリース東京
東京都千代田区九段南2-3-
38

警備用自動車借上げ（部署分）
八管区海上保安本部長　渡
部　典正
京都府舞鶴市字下福井901

H17.4.1 3,219,300

（株）トヨタレンタリース東京との間に締結している警備自動
車借上げは、当初複数年契約を前提とした一般競争を実施
した結果継続使用するもであり、競争を許さないため（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

21124
沖ウィンテック（株）
京都府京都市下京区烏丸通
四条下る水銀屋町６２５番地

舞鶴港湾合同庁舎構内電話交
換設備保守

八管区海上保安本部長　渡
部　典正
京都府舞鶴市字下福井901

H17.4.1 2,394,000
沖ウインテック（株）との間に締結している電話交換設備保
守は、性能を維持する保守業者が特定されており、競争を許
さないため（会計法第２９条の３第５項）

見直しの余地あり
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

21125
キャノン販売（株）
大阪府大阪市北区梅田３－３
－１０

電子複写機保守・本部ほか
キャノン

八管区海上保安本部長　渡
部　典正
京都府舞鶴市字下福井901

H17.4.1 2,210,040
キャノン販売（株）との間に締結している電子複写機保守は、
性能を維持する保守業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

21126
京都トヨタ自動車（株）
京都府舞鶴市字京田小字大
角１３４

普通貨物自動車借上
八管区海上保安本部長　渡
部　典正
京都府舞鶴市字下福井901

H17.4.1 1,789,200

京都トヨタ自動車（株）との間に締結している普通貨物自動
車借上は、当初複数年契約を前提とした一般競争を実施し
た結果継続使用するもであり、競争を許さないため（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
２０年度以降において
当該事務・事業の委
託等を行わないもの

21127
富士ゼロツクス（株）
島根県松江市袖師町２－３８
－３０１

電子複写機保守（境　ゼロック
ス）

八管区海上保安本部長　渡
部　典正
京都府舞鶴市字下福井901

H17.4.1 1,717,253
富士ゼロックス（株）との間に締結している電子複写機保守
は、性能を維持する保守業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

21128

三菱電機ビルテクノサ－ビス
（株）
大阪府大阪市北区天満橋１
－８－３０

舞鶴港湾合同庁舎エレベーター
保守

八管区海上保安本部長　渡
部　典正
京都府舞鶴市字下福井901

H17.4.1 1,562,400
三菱電機ビルテクノサービス（株）との間に締結しているエレ
ベーター保守は、性能を維持する保守業者が特定されてお
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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）
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21129
富士ゼロツクス（株）
島根県松江市袖師町２－３８
－３０１

電子複写機保守（浜田　ゼロック
ス）

八管区海上保安本部長　渡
部　典正
京都府舞鶴市字下福井901

H17.4.1 1,479,731
富士ゼロックス（株）との間に締結している電子複写機保守
は、性能を維持する保守業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

21130
個人情報保護法により非公
表

見回り用船（境港等）
八管区海上保安本部長　渡
部　典正
京都府舞鶴市字下福井901

H17.4.1 1,380,000

＊＊＊＊との間に締結している見回り用船の契約について
は、要求する内容に合致した契約を履行できる唯一の者で
あり、他に履行できる者がないことから、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
から公募手続を行う）

21131
鳥取県知事
鳥取県鳥取市東町一丁目２２
０番地

平成１７年度　鳥取海上保安署
庁舎敷地借上

八管区海上保安本部長　渡
部　典正
京都府舞鶴市字下福井901

H17.4.1 1,165,441

鳥取県知事との間に締結している鳥取海上保安書庁舎敷地
借上は、当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能
であることから供給者が一に特定され、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

21132
日本放送協会京都放送局
京都府京都市上京区智恵光
院通丸太町下る主税町９６４

平成１７年度ＮＨＫ放送受信料
八管区海上保安本部長　渡
部　典正
京都府舞鶴市字下福井901

H17.4.1 1,021,430

日本放送協会との間で締結している請負契約については、
情報提供内容が限定されることにより、提供者が一に特定さ
れ国内唯一の提供業者であり、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

21133
内外商事（株）
京都府舞鶴市浜５０

潤滑油コシ器エレメント３８個ほ
か２２点買入

八管区海上保安本部長　渡
部　典正
京都府舞鶴市字下福井901

H17.4.18 1,875,096

内外商事（株）との間に締結している潤滑油こし器エレメント
３８個ほか２２点買入は、性能及び機能を確保するために必
要な部品の取扱業者であり、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８月から一般
競争入札に移行）

21134
宮川商事（株）
京都府舞鶴市余部下１１５９

オーバーホールキット１式買入
八管区海上保安本部長　渡
部　典正
京都府舞鶴市字下福井901

H17.5.20 1,620,633

宮川商事（株）との間に締結しているオーバーホールキット１
式買入は、性能及び機能を確保するために必要な部品の取
扱業者であり、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８月から一般
競争入札に移行）

21135

ロ－ルス．ロイスマリンジャパ
ン（株）
東京都千代田区九段南２－５
－１

オーバーホールキット１式買入
八管区海上保安本部長　渡
部　典正
京都府舞鶴市字下福井901

H17.7.22 5,031,660

ロールスロイスマリンジャパン（株）との間に締結している
オーバーホールキット１式買入は、性能及び機能を確保する
ために必要な部品の取扱業者であり、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８月から一
般競争入札に移行）

21136
（株）ヨネイ
東京都中央区銀座２－８－２
０

オーバーホールキット１式買入
八管区海上保安本部長　渡
部　典正
京都府舞鶴市字下福井901

H17.7.29 3,383,730

（株）ヨネイとの間に締結しているオーバーホールキット１式
買入は、性能及び機能を確保するために必要な部品の取扱
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８月から一般
競争入札に移行）
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21137
セナーアンドバーンズ（株）
東京都大田区羽田空港１丁
目６番６号

電球（A-5）24個ほか18点買入
八管区海上保安本部長　渡
部　典正
京都府舞鶴市字下福井901

H17.8.5 4,347,830

セナーアンドバーンズ（株）との間に締結している電球２４個
ほか１８点買入は、性能及び機能を確保するために必要な
部品の取扱業者であり、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）

21138
三井物産エアロスペ－ス
（株）
東京都港区芝公園２－４－１

航空機緊急操作技能維持研修
（ベル４１２）

八管区海上保安本部長　渡
部　典正
京都府舞鶴市字下福井901

H17.8.31 1,446,445

三井物産エアロスペース（株）との間に締結している航空機
緊急操作維持研修は、本邦内に訓練施設がないため国外で
しか訓練を行うことができないことから、国内での代理店が
特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21139
三井物産エアロスペ－ス
（株）
東京都港区芝公園２－４－１

航空機緊急操作技能維持研修
（ベル４１２）

八管区海上保安本部長　渡
部　典正
京都府舞鶴市字下福井901

H17.9.16 1,446,445

三井物産エアロスペース（株）との間に締結している航空機
緊急操作維持研修は、本邦内に訓練施設がないため国外で
しか訓練を行うことができないことから、国内での代理店が
特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21140
神山産業（株）
東京都港区新橋４－５－１－
１２０３

高圧空気圧縮機開放点検
八管区海上保安本部長　渡
部　典正
京都府舞鶴市字下福井901

H17.9.26 1,155,000
神山産業（株）との間に締結している高圧空気圧縮機解放点
検は、性能を維持する唯一の製造業者から委託された業者
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）

21141

音羽電機工業（株）音羽電機
工業㈱
兵庫県尼崎市名神町３－７－
１８

枕木山送信所雷害対策整備工
事

八管区海上保安本部長　渡
部　典正
京都府舞鶴市字下福井901

H17.10.17 21,900,000

音羽電機工業（株）との間で締結している枕木山送信所雷害
対策整備工事は、電機設備等の防雷、耐雷方法の技術的
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21142
内外商事（株）
京都府舞鶴市浜５０

オーバーホールキット２式買入
八管区海上保安本部長　渡
部　典正
京都府舞鶴市字下福井901

H17.10.21 1,788,701

内外商事（株）との間に締結しているオーバーホールキット２
式買入は、性能及び機能を確保するために必要な部品の取
扱業者であり、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８月から一般
競争入札に移行）

21143
弥栄電設工業（株）
京都府舞鶴市引土２７５－１

高速回線避雷ﾕﾆｯﾄ
(PWA30100)10個ほか4点買入

八管区海上保安本部長　渡
部　典正
京都府舞鶴市字下福井901

H17.11.24 2,106,720

弥栄電設工業（株）との間に締結している高速回線ユニット１
０個ほか４点買入は、性能及び機能を確保するために必要
な部品の取扱業者であり、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）

21144
（株）ヨネイ
東京都中央区銀座２－８－２
０

油圧シリンダ完備品４台買入
八管区海上保安本部長　渡
部　典正
京都府舞鶴市字下福井901

H17.11.25 5,229,000
（株）ヨネイとの間に締結している油圧シリンダ完備品買入
は、性能及び機能を確保するために必要な部品の取扱業者
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８月から一
般競争入札に移行）
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21145
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－２

陸上通信所ＤＭＭ多重端局装
置等修理

八管区海上保安本部長　渡
部　典正
京都府舞鶴市字下福井901

H17.12.7 1,102,500
富士通（株）との間に締結している陸上通信所通信所DMM
多重端局装置等修理は、性能を維持する唯一の製造業者で
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）

21146
長野日本無線（株）
東京都渋谷区千駄ケ谷５－３
３－８

陸上通信所送信機5台ほか1点
修理

八管区海上保安本部長　渡
部　典正
京都府舞鶴市字下福井901

H17.12.8 1,199,100
長野日本無線（株）との間に締結している陸上通信所送信機
５台１点修理は、性能を維持する唯一の製造業者であり、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）

21147
弥栄電設工業（株）
京都府舞鶴市引土２７５－１

高速回線避雷ﾕﾆｯﾄ
(PWA30200)10個ほか３点買入

八管区海上保安本部長　渡
部　典正
京都府舞鶴市字下福井901

H17.12.19 1,778,280

弥栄電設工業（株）との間に締結している高速回線ユニット１
０個ほか３点買入は、性能及び機能を確保するために必要
な部品の取扱業者であり、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）

21148
日本光機工業（株）
神奈川県川崎市幸区下平間
２９０番地

光学系ユニット組立１個ほか４
点買入

八管区海上保安本部長　渡
部　典正
京都府舞鶴市字下福井901

H18.2.6 1,659,500

日本光機工業（株）との間に締結している光学系ユニット組
立１個ほか４点買入は、性能及び機能を確保するために必
要な部品の取扱業者であり、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）

21149
渦潮電機（株）
愛媛県今治市大西町九王甲
１５２０

ソフトウェア（計測データ処理シ
ステム用集計表）１式買入

八管区海上保安本部長　渡
部　典正
京都府舞鶴市字下福井901

H18.2.15 2,362,500

渦潮電機(株)との間に締結しているソフトウエア１式買入は、
既調達物品の性能及び機能を確保するために必要な部品
の取扱業者であり、他に対応可能な業者が存在しないこと
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21150
内外商事（株）
京都府舞鶴市浜５０

オーバーホールキット１式買入
八管区海上保安本部長　渡
部　典正
京都府舞鶴市字下福井901

H18.2.16 11,171,072
内外商事（株）との間に締結しているオーバーホールキット１
式は、性能及び機能を確保するために必要な部品の取扱業
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８月から一
般競争入札に移行）

21151

ロ－ルス．ロイスマリンジャパ
ン（株）
東京都千代田区九段南２－５
－１

オーバーホールキット１式買入
八管区海上保安本部長　渡
部　典正
京都府舞鶴市字下福井901

H18.2.16 4,527,934

ロールスロイスマリンジャパン（株）との間に締結している
オーバーホールキット１式買入は、性能及び機能を確保する
ために必要な部品の取扱業者であり、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８月から一
般競争入札に移行）

21152
テクノアルフア㈱
東京都品川区西五反田２－２
７－４

アンカーストッパー４組買入
八管区海上保安本部長　渡
部　典正
京都府舞鶴市字下福井901

H18.2.16 1,890,000
テクノアルファ(株)との間に締結しているアンカーストッパー４
組買入は、物品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）
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21153
宮川商事（株）
京都府舞鶴市余部下１１５９

オーバーホールキット１式買入
八管区海上保安本部長　渡
部　典正
京都府舞鶴市字下福井901

H18.2.20 3,658,349

宮川商事（株）との間に締結しているオーバーホールキット１
式買入は、性能及び機能を確保するために必要な部品の取
扱業者であり、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）

21154
弥栄電設工業（株）
京都府舞鶴市引土２７５－１

高速回線避雷ﾕﾆｯﾄ
(PWD2048)18個ほか4点買入

八管区海上保安本部長　渡
部　典正
京都府舞鶴市字下福井901

H18.2.20 1,999,480

弥栄電設工業（株）との間に締結している高速回線ユニット１
８個ほか４点買入は、性能及び機能を確保するために必要
な部品の取扱業者であり、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）

21155
三菱重工業（株）
神奈川県横浜市中区錦町１２

オーバーホールキット１式買入
八管区海上保安本部長　渡
部　典正
京都府舞鶴市字下福井901

H18.2.22 2,400,930

三菱重工業（株）との間に締結しているオーバーホールキッ
ト１式買入は、性能及び機能を確保するために必要な部品
の取扱業者であり、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８月から一般
競争入札に移行）

21156
（株）カネヤス
山口県下関市菊川町大字楢
崎６４４－１

油処理剤散布装置５式買入
八管区海上保安本部長　渡
部　典正
京都府舞鶴市字下福井901

H18.2.24 2,520,000
(株)カネヤスとの間に締結している油処理剤散布装置５式買
入は、物品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21157
内外商事（株）
京都府舞鶴市浜５０

オーバーホールキット２式買入
八管区海上保安本部長　渡
部　典正
京都府舞鶴市字下福井901

H18.2.28 4,741,152

内外商事（株）との間に締結しているオーバーホールキット２
式買入は、性能及び機能を確保するために必要な部品の取
扱業者であり、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８月から一
般競争入札に移行）

21158
（株）文武堂
新潟県新潟市古町通５番町６
０９番地

電子複写機保守
第九管区海上保安本部長
錦郡　満
新潟市万代２－２－１

H17.4.1 9,743,424
（株）文武堂との間で締結している電子複写機保守契約は、
電子複写機の性能を維持する保守業者が特定されており、
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
（１８年度から一般競
争入札に移行）

単価契約
＠5.3円ほ
か

21159
（株）コバリキ
新潟県新潟市下大川前通四
之町２１８５番地

航空タービン燃料油（小松・富山
空港）

第九管区海上保安本部長
錦郡　満
新潟市万代２－２－１

H17.4.1 4,357,080
（株）コバリキとの間で締結している航空タービン燃料油（小
松・富山空港）の買入契約は、物品の取扱業者が特定され
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
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
＠76.44円

21160
（株）東亜メンテナンス
石川県金沢市増泉４丁目２番
１５号

航空タービン燃料油（能登港）
第九管区海上保安本部長
錦郡　満
新潟市万代２－２－１

H17.4.1 3,284,400
（株）東亜メンテナンスとの間で締結している航空タービン燃
料油（能登空港）の買入契約は、物品の取扱業者が特定さ
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
競争入札に移行
（平成１８年度から一
般競争入札に移行）

単価契約
＠96.6円ほ
か
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21161
住商オートリース（株）
新潟県新潟市東大通１－２－
３０

車両借上げ
第九管区海上保安本部長
錦郡　満
新潟市万代２－２－１

H17.4.1 1,921,500
住商オートリース（株）との間で締結している車両借上げ契
約は、借上げ車両の継続使用のための契約であって競争を
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
（２０年度（リース契約
終了）から一般競争
入札に移行）

21162
理光商事（株）
石川県金沢市問屋町２－３８

電子複写機保守
第九管区海上保安本部長
錦郡　満
新潟市万代２－２－１

H17.4.1 1,730,472
理光商事（株）との間で締結いている電子複写機保守契約
は、電子複写機の性能を維持する保守業者が特定されてお
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
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
＠7.38円ほ
か

21163
クレハ事務機販売（株）
富山県高岡市角８７７－７

電子複写機保守（伏木海上保安
部）

第九管区海上保安本部長
錦郡　満
新潟市万代２－２－１

H17.4.1 1,494,864
クレハ事務機販売（株）との間で締結いている電子複写機保
守契約は、電子複写機の性能を維持する保守業者が特定さ
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
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
＠6.80円ほ
か

21164
敦井産業（株）
新潟県新潟市下大川前通４-
２２３０-１２

軽油（免税）（直江津海上保安
署）

第九管区海上保安本部長
錦郡　満
新潟市万代２－２－１

H17.4.4 2,887,500
敦井産業（株）との間で締結している軽油（免税）（直江津海
上保安署）の買入契約は、物品の取扱業者が特定されてお
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
競争入札に移行
（平成１８年度から一
般競争入札に移行）

単価契約
＠57.75円

21165
敦井産業（株）
新潟県新潟市下大川前通４
－２２３０－１２

軽油（免税）（上越海上保安署）
第九管区海上保安本部長
錦郡　満
新潟市万代２－２－１

H17.6.1 2,457,000
敦井産業（株）との間で締結している軽油（免税）（上越海上
保安署）の買入契約は、物品の取扱業者が特定されており
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
競争入札に移行
（平成１８年度から一
般競争入札に移行）

単価契約
＠61.425円

21166

ロ－ルス．ロイスマリンジャパ
ン（株）
東京都千代田区九段南２－５
－１

メカニカルシールほか22点
第九管区海上保安本部長
錦郡　満
新潟市万代２－２－１

H17.6.9 14,099,305

ロールス・ロイスマリンジャパン（株）との間で締結しているメ
カニカルシールほか22点の買入契約は、既調達物品の性能
及び機能を確保するために必要な部品の取扱業者が特定さ
れており、他に対応可能な業者が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）

21167
三菱商事（株）
東京都千代田区丸の内２－６
－３

シコルスキーS76C運航要員研
修（操縦（国外））

第九管区海上保安本部長
錦郡　満
新潟市万代２－２－１

H17.6.13 4,048,807
三菱商事（株）との間で締結しているシコルフスキーS76C運
航要員研修（操縦（国外））は、研修内容等技術的理由により
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第四項）

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）

21168
三菱商事（株）
東京都千代田区丸の内２－６
－３

航空機緊急操作技能維持研修
（ｼｺﾙｽｷｰS76C)

第九管区海上保安本部長
錦郡　満
新潟市万代２－２－１

H17.6.20 1,618,986
三菱商事（株）との間で締結している航空機緊急操作技能維
持研修（シコルフスキーS76C）は、研修内容等技術的理由に
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）
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21169

(有)プログレッシブ．トレー
ディング．アンド．タクティカル
サービス
千葉県千葉市美浜区高洲３
丁目６番１棟１４０９号

携帯投光器ほか12点
第九管区海上保安本部長
錦郡　満
新潟市万代２－２－１

H17.7.26 2,804,235

（有）プログレッシブトレーディングアンドタクティカルサービス
との間で締結している携帯投光器ほか12点の買入契約は、
調達物品の国内での代理店が特定されており競争を許さな
いため。

見直しの余地あり
競争入札に移行
（平成１８年度から一
般競争入札に移行）

21170
ワールドダイブ（株）
大阪府松原市東新町４－７－
２１

耐寒耐水作業服
第九管区海上保安本部長
錦郡　満
新潟市万代２－２－１

H17.7.26 1,932,000

ワールドダイブ（株）との間で締結している耐寒淡水作業服
の買入契約は、業務上必要とする性能及び機能を有する物
品の取扱業者が特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
競争入札に移行
（平成１８年度から一
般競争入札に移行）

21171
音羽電機工業（株）
東京中央区日本橋町３－９－
４　日幸小津ビル

荒川送信所防雷・耐雷対策工事
第九管区海上保安本部長
錦郡　満
新潟市万代2-2-1

H17.8.30 22,050,000

音羽電機工業（株）との間で締結している荒川送信所防雷・
耐雷対策工事は、電機設備等の防雷、耐振方法の技術的
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21172
三井造船（株）
岡山県玉野市玉３丁目１番１
号

防衝リングほか83点
第九管区海上保安本部長
錦郡　満
新潟市万代２－２－１

H17.9.20 11,421,354

三井造船（株）との間で締結している防衡リングほか８３点の
買入契約は、既調達物品の性能及び機能を確保するために
必要な部品の取扱業者が特定されており、他に対応可能な
業者が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）

21173
古野電気（株）
東京都千代田区神田和泉町
２－６

送受波器（CI-240-1)ほか4点
第九管区海上保安本部長
錦郡　満
新潟市万代２－２－１

H17.12.5 2,843,295

古野電気（株）との間で締結している受話波器（CI-240-1)ほ
か4点の買入契約は、既調達物品の性能を機能を確保する
ために必要な部品の取扱業者が特定されており、他に対応
可能な業者が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
（平成１８年度から一
般競争入札に移行）

21174
サマユー（株）
東京都港区高輪３－２５－２
７アベニュー高輪１００３号

トルクアクチェーターほか2点
第九管区海上保安本部長
錦郡　満
新潟市万代２－２－１

H17.12.14 2,612,925

サマユー（株）との間で締結しているトルクアクチェーターほ
か2点の買い入れ契約は、既調達物品の性能及び機能を確
保するために必要な部品の業者が特定されており、他に対
応可能な業者が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
（平成１８年度から一
般競争入札に移行）

21175
（株）山一製作所
福岡県北九州市門司区松原
３－４－２

チタン製中央機排気二重管
第九管区海上保安本部長
錦郡　満
新潟市万代２－２－１

H17.12.21 1,974,000

（株）山一製作所との間で締結しているチタン製中央機排気
二重管の買入契約は、既調達物品の性能及び機能を確保
するために必要な部品の取扱業者が特定されており、他に
対応可能な業者が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
（平成１８年度から一
般競争入札に移行）

21176
三菱商事（株）
東京都千代田区丸の内２－６
－３

シコルスキーS76C運航要員研
修（整備（国外））

第九管区海上保安本部長
錦郡　満
新潟市万代２－２－１

H17.12.21 1,952,640
三菱商事（株）との間で締結しているシコルフスキーS76C運
航要員研修（整備（国外））は、研修内容等技術的理由により
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）
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21177
（株）上永電機工業所
東京都渋谷区元代々木町２４
－１１

ボタン電話装置
第九管区海上保安本部長
錦郡　満
新潟市万代２－２－１

H18.1.17 3,187,485

（株）上永電機工業所との間で締結しているボタン電話装置
の買入契約は、業務上必要とする性能及び機能を有する物
品の取扱業者が特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
競争入札に移行
（平成１８年度から一
般競争入札に移行）

21178
昭和産業（株）
東京都中央区日本橋人形町
１－５－１０

発電機清水冷却器用水室ほか7
点

第九管区海上保安本部長
錦郡　満
新潟市万代２－２－１

H18.1.18 1,654,800

昭和産業（株）との間に締結している発電機清水冷却器用水
室ほか７点の買入契約は、、既調達物品の性能及び機能を
確保するために必要な部品の取扱業者が特定されており、
他に対応可能な業者が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
（平成１８年度から一
般競争入札に移行）

21179
（株）イワタ技研
東京都江戸川区東小松川３
－９－１４

イーサー（ESR)
第九管区海上保安本部長
錦郡　満
新潟市万代２－２－１

H18.1.19 3,339,000

（株）イワタ技研との間で締結しているイーサー（ESR)の買入
契約は、既調達物品の性能及び機能を確保するために必要
な部品の取扱業者が特定されており、他に対応可能な業者
がなく競争を許さないため。

見直しの余地あり
競争入札に移行
（平成１８年度から一
般競争入札に移行）

21180
新潟原動機（株）
群馬県太田市西新町１２５－
１

クランクケースドアガスケットほ
か81点

第九管区海上保安本部長
錦郡　満
新潟市万代２－２－１

H18.1.25 5,580,907

新潟原動機（株）との間で締結しているクランクケースドアガ
スケットほか81点の買入契約は、既調達物品の性能及び機
能を確保するために必要な部品の取扱業者が特定されてお
り、他に対応可能な業者が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）

21181
(株)サノヤス・ヒシノ明昌
大阪府大阪市北区中之島３
－６－３２

プレッシャーホースほか9点
第九管区海上保安本部長
錦郡　満
新潟市万代２－２－１

H18.1.30 2,297,211

（株）サノヤス・ヒシノ明昌との間で締結しているプレッシャー
ホスほか9点の買入契約は、既調達物品の性能を機能を確
保するために必要な部品の取扱業者が特定されており、他
に対応可能な業者が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
（平成１８年度から一
般競争入札に移行）

21182
（株）トステック
神奈川県横浜市西区戸部町
４－１５８－１２

接舷用軽量防舷物（簡易型20m
型巡視艇用）

第九管区海上保安本部長
錦郡　満
新潟市万代２－２－１

H18.2.2 2,310,000

（株）トステックとの間で締結している接舷用軽量防舷物（簡
易型20m型巡視艇用）の買入契約は、業務上必要とする性
能及び機能を有する物品の取扱業者が特定されており競争
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
競争入札に移行
（平成１８年度から一
般競争入札に移行）

21183
（株）ハイメックスキタヤマ
新潟県新潟市東入船町３７７
５

ＬＯエレメントほか32点
第九管区海上保安本部長
錦郡　満
新潟市万代２－２－１

H18.2.3 2,136,768

（株）ハイメックスキタヤマとの間で締結しているLOエレメント
ほか32点の買入契約は、既調達物品の性能及び機能を確
保するために必要な部品の取扱業者が特定されており、他
に対応可能な業者が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
（平成１８年度から一
般競争入札に移行）

21184
（株）ハイメックスキタヤマ
新潟県新潟市東入船町３７７
５

バルブステムシール（シリンダカ
バー）ほか154点

第九管区海上保安本部長
錦郡　満
新潟市万代２－２－１

H18.2.15 1,621,487

（株）ハイメックスキタヤマとの間に締結しているバルブステ
ムシール（シリンダカバー）ほか154点の買入契約は、既調
達物品の性能及び機能を確保するために必要な部品の取
扱業者が特定されており、他に対応可能な業者がなく競争を
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
（平成１８年度から一
般競争入札に移行）
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21185
ＪＦＥプラント＆サービス（株）
神奈川県横浜市鶴見区弁天
町3-7

廻り止め線ほか176点
第九管区海上保安本部長
錦郡　満
新潟市万代２－２－１

H18.2.20 5,584,351

JFEプラント＆サービス（株）との間で締結している廻り止め
線ほか176点の買入契約は、既調達物品の性能及び機能を
確保するために必要な部品の取扱業者が特定されており、
他に対応可能な業者が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）

21186
渦潮電機（株）
愛媛県今治市大西町九王甲
１５２０

ソフトウエア
第九管区海上保安本部長
錦郡　満
新潟市万代２－２－１

H18.2.20 2,231,250
渦潮電機（株）との間で締結しているソフトウエアの買入契約
は、ソフトウエアの技術的理由により契約内容を履行できる
業者が特定されており競争を許さないため。

見直しの余地あり
競争入札に移行
（平成１８年度から一
般競争入札に移行）

21187
（株）戸高製作所
大分県大分市青崎１丁目３番
２１号

巡視艇用電子海図表示装置
第九管区海上保安本部長
錦郡　満
新潟市万代２－２－１

H18.2.24 6,216,000

（株）戸高製作所との間で締結している巡視艇用電子海図表
示装置の買入契約は、業務上必要とする性能及び機能を有
する物品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21188
アンリツ（株）
新潟県新潟市米山３－１－６
３マルヤマビル

電池パック（１ｊ１用）ほか3点
第九管区海上保安本部長
錦郡　満
新潟市万代２－２－１

H18.3.3 1,794,450

アンリツ（株）との間で締結している電池パック（１ｊ1用）ほか3
３点の買入契約は、既調達物品の性能及びを機能を確保す
るために必要な部品の取扱業者が特定されており、他に対
応可能な業者が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
（平成１８年度から一
般競争入札に移行）

21189
新潟原動機（株）
群馬県太田市西新町１２５－
１

LOクーラーOリングほか59点
第九管区海上保安本部長
錦郡　満
新潟市万代２－２－１

17.6.28 1,961,778

新潟原動機（株）との間で締結しているLOクーラーOリングほ
か59点の買入契約は、既調達物品の性能及び機能を確保
するために必要な部品の取扱業者が特定されており、他に
対応可能な業者が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
（平成１８年度から一
般競争入札に移行）

21190
大島石油（株）
鹿児島県奄美市矢之脇町２４
-１９

航空タ－ビン燃料油購入（奄美
空港）

支出負担行為担当官
第十管区海上保安本部長橋
本　工
鹿児島市東郡元町4-1

H17.4.1 6,035,400

大島石油（株）との間で締結している航空タ－ビン燃料油購
入（奄美空港）は、業務上必要とする物品の取扱業者が特
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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

単価契約
100.59円/Ｌ

21191
鹿児島船舶給水（株）
鹿児島市城南町２２－１

船艇給水
第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H17.4.1 5,176,400
鹿児島船舶給水（株）との間で締結している船艇給水は、販
売店が地域ごとに特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

単価契約
630円/Ｌ
628円/Ｌ

21192
日本放送協会鹿児島放送局
鹿児島県鹿児島市天保山町
１９－２０

平成１７年度ＮＨＫ放送受信料
第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H17.4.1 1,005,280

日本放送協会との間で締結している請負契約については、
情報提供内容が限定されることにより、提供者が一に特定さ
れ国内唯一の提供業者であり、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの
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21193
（株）南洲石油
鹿児島県奄美市小俣２９-２５

船舶燃料　軽油(免)購入(4/5ほ
うおう)

第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H17.4.5 2,226,000

（株）南洲石油との間で締結している船舶燃料　軽油(免)購
入(4/5ほうおう)は、急遽領海警備の対応のため、電報（Ｈ
17.4.１～4）により他管区船舶に搭載するため緊急の調達で
あり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

単価契約
55.65円/Ｌ

21194
（株）菊川鉄工
鹿児島市宇宿２－５－１３

主機関交換部品ほか２点購入
第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H17.4.21 6,883,587

（株）菊川鉄鋼との間で締結している主機関交換部品ほか２
点購入は、既調達物品の性能及び機能を確保するために必
要な部品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21195
（株）南洲石油
鹿児島県奄美市小俣２９-２５

船舶燃料　軽油(免)購入
第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H17.4.28 6,288,600

（株）南洲石油との間で締結している船舶燃料　軽油(免)購
入は、急遽領海警備の対応のため、電報（Ｈ17.4.24～27）に
より他管区船舶に搭載する緊急の調達であり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

単価契約
60円/Ｌ

21196
（株）奥村組
福岡県北九州市八幡東区山
王２-１９-１

免新装置購入
第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H17.4.28 5,502,000
（株）奥村組との間で締結している免新装置購入は、調達物
品の国内での取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21197
（株）南洲石油
鹿児島県奄美市小俣２９-２５

船舶燃料　軽油(免)購入
第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H17.5.9 5,874,120

（株）南洲石油との間で締結している船舶燃料　軽油(免)購
入は、急遽領海警備の対応のため、電報（Ｈ17.5.3～5.8）に
より他管区船舶に搭載する緊急の調達であり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

単価契約
56.7円/Ｌ

21198
宮崎県漁連（同）
宮崎県日南市字石河５８８-１
２７

船舶燃料　軽油(免)購入
第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H17.5.10 1,672,650

宮崎県漁連との間で締結している船舶燃料　軽油(免)購入
は、急遽領海警備の対応のため、電報（Ｈ17.5.8～9）により
他管区船舶に搭載する緊急の調達であり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

単価契約
61.95円/Ｌ

21199
（株）南洲石油
鹿児島県奄美市小俣２９-２５

船舶燃料軽油（免）購入（6月
TKC)

第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H17.6.8 11,566,800

（株）南洲石油との間で締結している船舶燃料軽油（免）購入
は、Ｈ17.6.7に決定した訓練対応のため当管区及び他管区
船舶に搭載する緊急の調達であり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

単価契約
56.7円/Ｌ

21200
（株）共進組
鹿児島市易居町１１-１９

船舶燃料　軽油(免)購入（高特
船訓練)

第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H17.6.10 5,304,222

（株）共進組との間で締結している船舶燃料　軽油(免)購入
は、Ｈ17.6.7に決定した高速船訓練対応のため当管区及び
他管区船舶に搭載する緊急の調達であり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

単価契約
56.7円/Ｌ



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

21201
（有）後藤石油
鹿児島市南林寺町３０－４

船舶燃料A重油購入
第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H17.6.29 4,242,000

（有）後藤石油との間で締結している船舶燃料A重油購入
は、一般競争を実施したが不調になったことから緊急に調達
しないと船艇の運航に支障があり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

21202
マルセ工販（株）
鹿児島市南栄５丁目１０-７

オーバーホールキット購入
第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H17.8.16 4,276,020
マルセ工販（株）との間で締結しているオーバーホールキット
購入は、物品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21203
三井物産エアロスペ－ス
（株）
東京都港区芝公園２－４－１

航空機緊急操作技能維持研修
第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H17.8.16 1,446,445

三井物産エアロスペ－ス（株）との間で締結している航空機
緊急操作技能維持研修は、要求する内容に合致した契約を
履行できるものが他になく、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21204

ロ－ルス．ロイスマリンジャパ
ン（株）
東京都千代田区九段南２－５
－１

メカニカルシールほか2点購入
第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H17.8.19 2,380,350
ロ－ルスロイスマリンジャパン（株）との間で締結しているメカ
ニカルシールほか2点購入は、物品の取扱業者が特定され
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21205
山川造船鉄工（株）
鹿児島県指宿市山川福元５７
６３

灯台見回り船ずいうん定期追加
修理

第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H17.9.2 4,830,000

山川造船鉄工（株）との間で締結している灯台見回り船ずい
うん定期追加修理は、現契約と平行して修理を行う必要が
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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

21206
（有）後藤石油
鹿児島市南林寺町３０－４

船舶燃料　軽油(免)購入
第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H17.9.8 6,629,700

（有）後藤石油との間で締結している船舶燃料　軽油(免)購
入は、Ｈ17.9.6に決定した訓練対応のため当管区及び他管
区船舶に搭載する緊急の調達であり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

単価契約
60.27円/Ｌ

21207
（株）菊川鉄工
鹿児島市宇宿２－５－１３

オーバーホールキット（受検機）
ほか３点購入

第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H17.9.8 1,604,037
（株）菊川鉄工との間で締結しているオーバーホールキット
（受検機）ほか３点購入は、物品の取扱業者が特定されてお
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21208
セナーアンドバーンズ（株）
福岡県北九州市小倉北区浅
野１-２-３９

電球ほか２１点購入
第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H17.9.9 3,683,360
セナーアンドバーンズ（株）との間で締結している電球ほか２
１点購入は、物品の代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）
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随意契約によることとした理由
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21209
てらだ石油（株）
鹿児島県いちき串木野市西
浜町１８

船舶燃料軽油（免）購入
第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H17.9.30 7,665,000

てらだ石油（株）との間で締結している船舶燃料軽油（免）購
入は、一般競争を実施したが不調になったことから緊急に調
達しないと船艇の運航に支障があり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

単価契約
61.32円/Ｌ

21210
天草漁業（同）
熊本県天草市牛深１５５０-５
０

船舶燃料軽油（免）購入
第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H17.9.30 2,560,215
天草漁業（同）との間で締結している船舶燃料軽油（免）購入
は、緊急の調達であり、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

単価契約
69.195円/Ｌ

21211
大石電機工業（株）
東京都品川区東大井２－１７
－９

水平指示灯購入
第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H17.9.30 1,953,000
大石電機工業（株）との間で締結している水平指示灯購入
は、調達物品の国内での取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21212
（株）KTSクリエイティブ
鹿児島市照国町１２－１０

救命胴衣着用啓発テレビコマー
シャル企画業務

第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H17.10.14 1,884,750

（株）KTSクリエイティブとの間で締結している救命胴衣着用
啓発テレビコマーシャル企画業務は、企画競争を実施した結
果、技術力等評価事項を満たした業者であり、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
企画競争を実施（１８
年度から企画競争を
実施）

21213
サマユー（株）
山口県下関市長府扇町４-３
１

オーバーホールキット購入
第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H17.10.27 9,450,000
サマユー（株）との間で締結しているオーバーホールキット購
入は、物品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21214
日本光機工業（株）
神奈川県川崎市幸区下平間
２９０

灯体ほか６点購入
第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H17.11.8 2,083,200
日本光機工業（株）との間で締結している灯体ほか６点購入
は、物品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21215
サンセイ（株）
山口県下関市彦島本村３－５
－１

巡視艇いそなみ追加修理
第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H17.12.14 4,080,000
サンセイ（株）巡視艇いそなみ追加修理は、現契約と平行し
て修理を行う必要があり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

21216
（株）菊川鉄工
鹿児島市宇宿２－５－１３

オーバーホールキット（受検機）
ほか１点購入

第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H17.12.20 4,331,722
（株）菊川鉄工との間で締結しているオーバーホールキット
（受検機）ほか１点購入は、物品の取扱業者が特定されてお
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）
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21217
岩崎産業（株）
鹿児島市照国町１２-１０

船舶燃料　軽油(免)購入
第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H17.12.22 1,683,990

岩崎産業（株）との間で締結している船舶燃料　軽油(免)購
入は、電報（Ｈ17.12.22）により事件対応のための当管区船
舶に搭載する緊急の調達であり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

21218
三菱電線工業（株）
福岡市博多区上呉服町１０－
１０

長距離無線LAN装置購入
第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H17.12.28 2,367,750
三菱電線工業（株）との間で締結している長距離無線LAN装
置購入は、物品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21219
山川造船鉄工（株）
鹿児島県指宿市山川福元５７
６３

ヒュ－ズボックスほか19点購入
第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H18.1.13 3,419,225
山川造船鉄工（株）との間で締結しているヒュ－ズボックスほ
か19点購入は、物品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21220
マルセ工販（株）
鹿児島市南栄５丁目１０-７

インペラライナー他３点購入
第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H18.1.20 8,925,000
マルセ工販（株）との間で締結しているインペラライナー他３
点購入は、物品の代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21221

ロ－ルス．ロイスマリンジャパ
ン（株）
東京都千代田区九段南２－５
－１

メカニカルシール購入
第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H18.1.24 2,435,727
ロ－ルスロイスマリンジャパン（株）との間で締結しているメカ
ニカルシール購入は、物品の取扱業者が特定されており、
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21222
長野日本無線（株）
東京都渋谷区千駄ヶ谷５－３
３－８

陸上通信所送信機基板修理
第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H18.1.24 1,987,650
長野日本無線（株）との間で締結している陸上通信所送信機
基板修理は、技術的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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21223
サンセイ（株）
山口県下関市彦島本村３－５
－１

巡視船こしき臨時（ｱｽﾍﾞｽﾄ対
策）修理

第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H18.1.26 4,389,000

サンセイ（株）との間で締結している巡視船こしき臨時（ｱｽﾍﾞ
ｽﾄ対策）修理は、現契約と平行して修理を行う必要があり、
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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

21224
（株）光電製作所
福岡県福岡市博多区榎田１-
９-１

名瀬（保）MICS情報装置改修
第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H18.1.27 2,436,000
（株）光電製作所との間で締結している名瀬（保）MICS情報
装置改修は、技術的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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）
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21225
東洋無線システム（株）
神奈川県高座郡寒川町小谷
二丁目１－１

モ－タ－購入
第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H18.1.27 1,953,000
東洋無線システム（株）との間で締結しているモ－タ－購入
は、物品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21226
（株）菊川鉄工
鹿児島市宇宿２－５－１３

オーバーホールキット（受検機）
ほか１点購入

第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H18.2.6 1,722,957

（株）菊川鉄工との間で締結しているオーバーホールキット
（受検機）ほか１点購入は、調達物品の国内での取扱業者が
特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21227
鹿児島ドック鉄工（株）
鹿児島市七ツ島１-２-２

灯台見回り船ずいうん臨時（ｱｽ
ﾍﾞｽﾄ対策）修理

第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H18.2.16 4,230,000

鹿児島ドック鉄工（株）との間で締結している灯台見回り船ず
いうん臨時（ｱｽﾍﾞｽﾄ対策）修理は、現契約と平行して修理を
行う必要があり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

21228
（株）戸高製作所
大分市青崎１－３－２１

巡視艇用電子海図表示装置ほ
か１点購入

第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H18.2.17 1,711,500
（株）戸高製作所との間で締結している巡視艇用電子海図表
示装置ほか１点購入は、物品の取扱業者が特定されてお
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21229
鹿児島船用品（株）
鹿児島市住吉町７-９

主機関交換部品ほか１点購入
第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H18.2.20 3,004,113
鹿児島船用品（株）との間で締結している主機関交換部品ほ
か１点購入は、物品の代理店が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21230
（株）南九エンジンドック
鹿児島市下福元町６７８４－
２

発電機用原動機交換部品ほか
１点購入

第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H18.2.20 2,286,269
（株）南九エンジンドックとの間で締結している発電機用原動
機交換部品ほか１点購入は、物品の代理店が特定されてお
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21231
鹿児島ドック鉄工（株）
鹿児島市七ツ島１-２-２

巡視船おおよど追加修理
第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H18.2.21 4,550,000

鹿児島ドック鉄工（株）との間で締結している巡視船おおよど
追加修理は、現契約と平行して修理を行う必要があり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

21232
（株）光電製作所
福岡県福岡市博多区榎田１-
９-１

ＭＩＣＳ情報装置データ編集部ほ
か２点購入

第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H18.2.23 4,943,610

（株）光電製作所との間で締結しているＭＩＣＳ情報装置デー
タ編集部ほか２点購入は、業務上必要とする性能及び機能
を有する物品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所
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にその所属する部局の名
称及び所在地

21233
渦潮電機（株）
愛媛県越智郡大西町大字九
王甲１５２０

ソフトウェア購入
第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H18.3.9 2,756,250
渦潮電機（株）との間で締結しているソフトウェア購入は、物
品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21234
（株）丸山製作所
東京都千代田区内神田３－４
－１５

機体洗浄装置購入
第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H18.3.13 4,830,000
（株）丸山製作所との間で締結している機体洗浄装置購入
は、物品の取扱業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21235
（株）菊川鉄工
鹿児島市宇宿２－５－１３

オーバーホールキット（受検機）
ほか２点購入

第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H18.3.14 3,456,334
（株）菊川鉄工との間で締結しているオーバーホールキット
（受検機）ほか２点購入は、物品の代理店が特定されてお
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21236
（有）善衛商事
東京都中央区日本橋茅場町
３－６－４

救命衣購入
第十管区海上保安本部長
橋本　工
鹿児島市東郡元町4-１

H18.3.15 3,806,250
（有）善衛商事との間で締結している救命衣購入は、業務上
必要とする性能及び機能を有する物品の取扱業者が特定さ
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21237
東村軍用地等地主会
沖縄県国頭郡東村慶佐次１９

慶佐次ロランＣ局用地借上げ
第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H17.4.1 51,762,560

東村軍用地等地主会との間で締結している慶佐次ロランC
局用地借上げは、当該場所でなければ行政事務を行うこと
が不可能であることから供給者が一に特定され、競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

21238
東村軍用地等地主会
沖縄県国頭郡東村慶佐次１９

慶佐次ロランＣ局用地借上げ
第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H17.4.1 24,419,389

東村軍用地等地主会との間で締結している慶佐次ロランC
局用地借上げは、当該場所でなければ行政事務を行うこと
が不可能であることから供給者が一に特定され、競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

21239
沖縄リコー（株）
沖縄県那覇市寄宮１-３-３７

複写機保守
第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H17.4.1 6,229,511
沖縄リコー（株）との間で締結している複写機保守は既調達
物品の性能を維持する保守業者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

単価契約
5.1円ほか

21240
（株）沖航燃
沖縄県那覇市字鏡水４０３

水メタノール　18,000リットル
第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H17.4.1 4,347,000
（株）沖航燃との間で締結した水メタノール18,000リットルは、
搭載場所が那覇港空港内にあり、許可等が特定されている
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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

単価契約
244.65円/
ﾘｯﾄﾙ



講ずる措置 備考契約を締結した日
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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）
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21241
沖縄第一倉庫（株）
沖縄県那覇市西２-２６-１８

第十一管区海上保安本部倉庫・
船艇倉庫借上げ

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H17.4.1 2,595,600

沖縄第一倉庫（株）との間で締結している第十一管区海上保
安本部倉庫・船艇倉庫借上げは、当該物件でなければ行政
事務を行うことが不可能であることから場所が限定され、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
から公募手続を行う）

21242
（学） 嘉数学園
沖縄県那覇市国場５５５

無線航行援助施設（ロランＣ）の
空中線及びその付属施設用地

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H17.4.1 2,414,008

（学）嘉数学園との間で締結している無線航行援助施設（ロ
ランＣ）の空中線及びその付属施設用地借上げは、当該場
所でなければ行政事務を行うことが不可能であることから供
給者が一に特定され、競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

21243
住商オートリース(株)
東京都新宿区西新宿３-２０-
２

小型貨物自動車借上
第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H17.4.1 2,396,520
住商オートリース（株）との間で締結している小型貨物自動
車借上は、既契約と並行して履行させる必要があり、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

21244
パイオニア電設（株）
沖縄県浦添市伊祖４-２１-２

自動電話交換装置ほか設備保
守

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H17.4.1 2,091,600

パイオニア電設（株）との間で締結している自動電話交換装
置ほか設備保守は、既調達物品の性能を維持する保守業
者が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

21245
（学） 尚学学園
沖縄県那覇市国場７４７

無線航行援助施設（ロランＣ）の
空中線及びその付属施設用地

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H17.4.1 1,609,339

（学）尚学学園との間で締結している無線航行援助施設（ロ
ランＣ）の空中線及びその付属施設用地は、当該場所でなけ
れば行政事務を行うことが不可能であることから場所が限定
され、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

21246
個人情報保護法により非公
表

平良海上保安署船艇用品庫借
上げ

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H17.4.1 1,440,000

＊＊＊＊との間で締結している平良海上保安署船艇用品庫
借上げは、当該物件でなければ行政事務を行うことが不可
能であることから場所が限定され、競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４号）

見直しの余地あり
公募を実施（１９年度
から公募手続を行う）

21247
富士ゼロックス（株）
沖縄県那覇市久茂地１-７-１

複写機保守
第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H17.4.1 1,412,970
富士ゼロックス（株）との間で締結している複写機保守は、既
調達物品の性能を維持する保守業者が特定されていること
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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

単価契約
3,000枚まで
7.1円/枚ほ
か

21248
（株）オキジム
沖縄県浦添市港川４５８

複写機保守
第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H17.4.1 1,395,878
（株）オキｼﾞﾑとの間で締結している複写機保守は、既調達物
品の性能を維持する保守業者が特定されていることから、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

単価契約
3,000枚まで
6.2円/枚ほ
か



講ずる措置 備考契約を締結した日
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（円）
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21249
日本放送協会
沖縄県那覇市前島２-２１-１
３

平成１７年度ＮＨＫ放送受信料
第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H17.4.1 1,137,500

日本放送協会との間で締結している請負契約については、
情報提供内容が限定されることにより、提供者が一に特定さ
れ国内唯一の提供業者であり、競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

21250
琉球内燃機（株）
沖縄県那覇市西１-１-１６

空気冷却器メンテヒン（９８８６０
０３０Ａ）ほか２５点

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H17.4.15 1,636,120
琉球内燃機（株）との間で締結した空気冷却器メンテヒン（９
８８６００３０Ａ）ほか２５点購入は、代理店が特定されている
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21251
ヤンマー沖縄（株）
沖縄県宜野湾市大山７-１１-
１２

オーバーホールキット（ヤンマー
８Ｎ３３０－ＵＮ）ほか１点

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H17.4.27 2,705,692

ヤンマー沖縄（株）との間で締結したオーバーホールキット
（ヤンマー８Ｎ３３０ＵＮ）ほか１点購入は、代理店が特定され
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21252
琉球内燃機（株）
沖縄県那覇市西１-１-１６

オーバーホールキット（ニイガタ
８ＭＡ４０Ｘ）

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H17.4.28 2,640,655
琉球内燃機（株）との間で締結したオーバーホールキット（ニ
イガタ８ＭＡ４０Ｘ）購入は、代理店が特定されていることか
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21253
にしき産業（株）
沖縄県那覇市天久１１６７-３

救命無線設備整備
第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H17.4.28 2,106,510
にしき産業（株）との間で締結している救命無線設備整備
は、既調達物品の性能を維持する保守業者が特定されてお
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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

21254
新糸満造船（株）
沖縄県糸満市西崎町１-６-２

オーバーホールキット（富士８Ｓ
４０Ｂ型　受検機、非受検機）

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H17.5.18 1,796,098

新糸満造船（株）との間で締結したオーバーホールキット（富
士８Ｓ４０Ｂ型　受検機、非受検機）購入は、代理店が特定さ
れていることから、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21255
ダイハツディーゼル西日本
（株）
沖縄県那覇市港町１-１-１６

オーバーホールキット（クボタＬ６
Ｄ１７ＢＨＣＳＭ型）ほか３点

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H17.5.19 2,627,539

ダイハツディーゼル西日本（株）との間で締結したオーバー
ホールキット（クボタＬ６Ｄ１７ＢＨＣＳＭ型）ほか３点購入は、
代理店が特定されていることから、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21256
日本トランスオーシャン航空
（株）
沖縄県那覇市山下町３-２４

ＹＳ－１１Ａ及びファルコン型機
体外部洗浄

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H17.6.1 2,254,224

日本トランスオーシャン航空（株）との間で締結しているＹＳ－
１１Ａ及びファルコン型機体外部洗浄は、搭載場所が那覇港
空港内にあり、許可等が特定されており、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
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名称及び住所
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にその所属する部局の名
称及び所在地

21257
日本トランスオーシャン航空
（株）
沖縄県那覇市山下町３-２４

ラバトリーサービス作業
第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H17.6.1 1,016,550

日本トランスオーシャン航空（株）との間で締結しているラバ
トリーサービス作業は、搭載場所が那覇港空港内にあり、許
可等が特定されていることから、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
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

単価契約
6,777円/回

21258

ロ－ルス．ロイスマリンジャパ
ン（株）
東京都千代田区九段南２－５
－１

オーバーホールキット（カメワＷ
／Ｊ　７１ＳⅡ）

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H17.6.6 2,123,572

ロースル・ロイス　マリンジャパン（株）との間で締結したオー
バーホールキット（カメワＷ／Ｊ７１ＳⅡ）購入は、代理店が特
定されていることから、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21259
（株）りゅうせき
沖縄県浦添市西州２-２-３

軽油（免税）７・８・９月分（石垣
港）　　399,000リットル

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H17.6.29 26,435,745

（株）りゅうせきとの間で締結している軽油（免税）７・８・９月
分（石垣港）399,000リットルは一般競争を実施したが、予定
価格との差が僅差であることから不落随意契約とした。（予
決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

単価契約
66.255円/
ﾘｯﾄﾙ

21260
（株）りゅうせき
沖縄県浦添市西州２-２-３

軽油（免税）７・８・９月分（那覇港
等）　179,000リットル

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H17.6.29 11,277,000

（株）りゅうせきとの間で締結している軽油（免税）７･８･９月分
（那覇港等）は、一般競争を実施したが、予定価格との差が
僅差であることから不落随意契約とした。（予決令第９９条の
２）

見直しの余地あり
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

単価契約
63.0円/ﾘｯﾄ
ﾙ

21261
（株）山浩商事
沖縄県名護市城２-１-２１

軽油（免税）7・8・9月分（名護漁
港）　4,600リットル

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H17.6.29 2,555,070

（株）山浩商事との間で締結している軽油（免税）７･８･９月分
（名護漁港）4,600リットルは、緊急に調達しないと、船艇の運
航に支障があることから、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

単価契約
55.545円/
ﾘｯﾄﾙ

21262
琉球内燃機（株）
沖縄県那覇市西１-１-１６

オーバーホールキット(池貝
MTU16V 652)購入

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H17.7.5 4,254,152
琉球内燃機（株）との間で締結したオーバーホールキット（池
貝ＭＴＵ１６Ｖ６５２）購入は、代理店が特定されていることか
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21263

ロ－ルス．ロイスマリンジャパ
ン（株）
東京都千代田区九段南２－５
－１

メカニカルシールほか４点 (カメ
ワ W/J  71SⅡ)

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H17.7.5 3,613,890

ロールス・ロイス　マリンジャパン（株）との間で締結したメカ
ニカルシールほか４点（カメワＷ／Ｊ７１ＳⅡ）購入は、代理店
が特定されていることから、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21264
沖縄ユアサ電池販売（株）
沖縄県浦添市港川２-２３-６

リチウム電池（ＣＬ－１３００Ｌ）ほ
か１点購入

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H17.7.5 3,333,750
沖縄ユアサ電池販売（株）との間で締結したリチウム電池（Ｃ
Ｌ－１３００Ｌ）ほか１点購入は、代理店が特定されていること
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
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21265
地域開発（有）
沖縄県平良市荷川取２１４-１

平良港第二号灯浮標ほか４基
交換工事ほか３件

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H17.7.8 6,457,500
地域開発（有）との間で締結している平良港第二号灯浮標ほ
か４基交換工事ほか３件は、競争入札に付しても落札者が
なかったため。（予決令第９９条の２）

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）

21266
三井物産エアロスペ－ス
（株）
東京都港区芝公園２-４-１

航空機緊急操作技能維持研修
（ベル４１２）

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H17.7.8 1,446,445
三井物産エアロスペース（株）との間で締結している航空機
緊急操作技能維持研修（ベル４１２）は、技術的な理由によ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４号）

見直しの余地あり
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

21267
ソニー（株）
東京都品川区北品川６-７-３
５

ファルコン９００運航要員研修
（整備（国外））

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H17.9.5 1,636,726
ソニー（株）との間で締結しているファルコン900運行要員研
修は、技術的な理由により競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

21268
三井物産エアロスペ－ス
（株）
東京都港区芝公園２-４-１

航空機緊急操作技能維持研修
(ベル412)

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H17.9.21 1,446,445
三井物産エアロスペース（株）との間で締結している航空機
緊急操作技能維持研修（ベル４１２）は、技術的な理由によ
り、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４号）

見直しの余地あり
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

21269
デルタ電気工業（株）
沖縄県宜野湾市我如古２-３
６-１５

石垣海上保安部ＭＩＣＳ改良改
修工事

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H17.9.27 12,579,000
デルタ電気工業（株）との間で締結している石垣海上保安部
ＭＩＣＳ改良改修工事は、競争入札に付しても落札者がな
かったため。（予決令第９９条の２）

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）

21270
ミヤギ産業（株）
沖縄県那覇市港町２-４-１２

軽油(免税)10月分(石垣港)
49,000リットル

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H17.9.30 3,313,380

ミヤギ産業（株）との間で締結した軽油（免税）１０月分（石垣
港）49,000リットルは、一般競争を実施したが不調になったこ
とから緊急に調達しないと、船艇の運航に支障があることか
ら、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

単価契約
67.62円/ﾘｯ
ﾄﾙ

21271
新糸満造船（株）
沖縄県糸満市西崎町１-６-２

オーバーホールキット(ニイガタ
SEMTピールスチックPC2-6V
型）購入

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H17.10.26 2,739,712

新糸満造船（株）との間で締結したオーバーホールキット（ニ
イガタＳＥＭＴビールスチックＰＣ２－６Ｖ型購入は、代理店が
特定されていることから、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
（１８年度から一般競
争入札に移行）
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21272
ソニー（株）
東京都品川区北品川６-７-３
５

ファルコン900運航要員研修(操
縦(国外))

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H17.11.25 10,903,035
ソニー（株）との間で締結しているファルコン900運行要員研
修（操縦）（国外））は技術的な理由により、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

21273
日本無線（株）
沖縄県那覇市壺川３-２-４

CHANGE OVER UNITほか8点
購入

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H17.11.25 3,990,000
日本無線（株）との間で締結したＣＨＡＮＧＥ　ＯＶＥＲ　ＵＮＩＴ
ほか８点購入は、代理店が特定されていることから、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21274
ダイハツディーゼル西日本
（株）
沖縄県那覇市港町１-１-１６

ノズルチップ(０００－５０１０－２
３３ほか２０点)ほか１点購入

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H17.12.2 2,268,028

ダイハツディーゼル西日本（株）との間で締結したノズルチッ
プ(０００－５０１０－２３３ほか２０点)ほか１点購入は、代理店
が特定されていることから、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21275
ヤンマー沖縄（株）
沖縄県宜野湾市大山７-１１-
１２

回転計タワミ軸ほか３０点購入
第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H17.12.16 1,640,919
ヤンマー沖縄（株）との間で締結した回転計タワミ軸ほか３０
点購入は、代理店が特定されていることから、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21276
（株）りゅうせき
沖縄県浦添市西州２-２-３

軽油(免税)1・2・3月分(平良港)
122,000リットル

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H18.1.6 7,448,710

（株）りゅうせきとの間で締結している軽油（免税）１･２･３月分
（平良港）122,000リットルは、一般競争を実施したが、予定
価格との差が僅差であることから不落随意契約とした。（予
決令第９９条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行
（１９年度から一般競
争入札に移行）

単価契約
65.625円/
ﾘｯﾄﾙ

21277
（株）りゅうせき
沖縄県浦添市西州２-２-３

A重油1・2月分(那覇港)
482,000リットル

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H18.1.10 28,037,940

（株）りゅうせきとの間で締結しているＡ重油１・２月分（那覇
港）482,000リットルは、、一般競争を実施したが不調になっ
たことから緊急に調達しないと、船艇の運航に支障があるこ
とから、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

単価契約
58.17円/ﾘｯ
ﾄﾙ

21278
（株）ギマ石油
沖縄県那覇市泊３-１-８

軽油(免税)1・2月分(那覇港)
100,000リットル

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H18.1.10 6,457,500

（株）ギマ石油との間で締結している軽油（免税）１・２月分
（那覇港）100,000リットルは、、一般競争を実施したが不調に
なったことから緊急に調達しないと、船艇の運航に支障があ
ることから、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

単価契約
64.05円/ﾘｯ
ﾄﾙ

21279
（資）沖縄機械整備
沖縄県糸満市西崎町４-８

ディーゼルエンジンＧＭ１２Ｖ－９
２ＴA型追加修理

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H18.1.20 2,436,000

（資）沖縄機械整備との間で締結しているディーゼルエンジン
ＧＭ１２Ｖ－９２ＴＡ型追加修理は現契約と並行して修理を行
う必要があり、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの
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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）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

21280
セナーアンドバーンズ（株）
東京都大田区羽田空港１-６
-６

組コンデンサーほか６件購入
第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H18.1.26 6,300,000
セナーアンドバーンズ（株）との間で締結している組コンデン
サーほか６件購入は代理店が特定されていることから、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21281

パシフィックコンサルタンツ
（株）
沖縄県那覇市前島２-２１-１
３

新石垣空港海上保安庁地区実
施設計

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H18.1.27 3,570,000

パシフィックコンサルタンツ（株）との間で締結している新石垣
空港海上保安庁地区実施設計は同設計に当初から参加し、
要求するデータを蓄積していることから、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21282
日本無線（株）
沖縄県那覇市壺川３-２-４

巡視船りゅうきゅうヘリテレ受信
装置空中線部筐体等整備工事

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H18.2.9 9,450,000
日本無線（株）との間で締結している巡視船りゅうきゅうヘリ
テレ受信装置空中線部筐体等整備工事は、技術的な理由に
より、競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21283
（株）りゅうせき
沖縄県浦添市西州２-２-３

A重油2・3月分(那覇港)
640,000リットル

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H18.2.10 38,976,000

（株）りゅうせきとの間で締結しているＡ重油２･３月分（那覇
港）640,000リットルは、、一般競争を実施したが不調になっ
たことから緊急に調達しないと、船艇の運航に支障があるこ
とから、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）

その他
随意契約によらざるを
得ないもの

単価契約
60.9円/ﾘｯﾄ
ﾙ

21284
三徳航空電装（株）
東京都大田区東糀谷２-１４-
５

直流安定化電源購入
第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H18.2.13 2,151,240
三徳航空電装（株）との間で締結した直流安定化電源購入
は、契約目的物に代価性がないことから、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21285
アンリツ（株）
神奈川県厚木市村町８-５

スペクトラムアナライザー購入
第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H18.2.13 2,089,500
アンリツ（株）との間で締結したスペクトラムアナライザー購
入は、契約目的物に代価性がないことから、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21286
川崎重工業（株）
兵庫県神戸市中央区川崎町
３-１-１

油圧ホース(L=480)ほか１４点購
入

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H18.2.14 2,539,110
川崎重工業（株）との間で締結した油圧ホース（Ｌ＝４８０）ほ
か14点購入は、代理店が特定されていることから、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21287

ロ－ルス．ロイスマリンジャパ
ン（株）
東京都千代田区九段南２－５
－１

オーバーホールキット
(KaMeWa80SⅡ型)購入

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H18.2.16 5,233,011

ロールス・ロイス　マリン　ジャパン（株）との間で締結してい
るオーバーホールキット（KaMeWa80SⅡ型）購入は、代理店
が特定されていることから、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）
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21288

日立協和エンジニアリング
（株）
茨城県日立市弁天町３-１０-
２

可搬式油回収装置一式購入
第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H18.2.21 2,737,350
日立協和エンジニアリング（株）との間で締結した可搬式油
回収装置一式購入は、契約目的物に代価性がないことか
ら、競争を許さないため。（会計法２９条の３第４号）

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）

21289
（株）ゼニライトブイ
福岡県福岡市東区土井２-３
-２４

レスキューブイ整備 5台
第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H18.2.21 1,188,075
（株）ゼニライトブイとの間で締結しているレスキューブイ整備
５台は、技術的な理由により競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21290
セナーアンドバーンズ（株）
東京都大田区羽田空港１-６
-６

ＡＩＳ解析装置購入
第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H18.2.24 3,827,250
セナーアンドバーンズ（株）との間で締結したＡＩＳ解析装置購
入は、代理店が特定されていることから、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21291
新糸満造船（株）
沖縄県糸満市西崎町１-６-２

排気弁完備品（右）ほか２９点購
入

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H18.2.28 7,951,503
新糸満造船所（株）との間で締結している俳気弁完備品（右）
ほか２９点購入は、代理店が特定されていることから、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21292
（株）エスマック
群馬県高崎市倉賀町２４５７-
１

高所作業車購入
第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H18.2.28 4,515,000
（株）エスマックとの間で締結した高所作業車購入は、契約
目的物に代価性がないことから、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21293
渦潮電機(株)
愛媛県今治市大西町九王甲
１５２０

ソフトウェア（計測データ処理シ
ステム用集計表）購入

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H18.3.1 2,625,000
渦潮電機（株）との間で締結したソフトウェア（計測データ処
理システム用集計表）購入は契約目的物に代価性がないこ
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21294
（株）樫村
東京都千代田区鍛冶町１-６
-１４

像静止双眼鏡11式修理
第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H18.3.1 1,822,947
（株）樫村との間で締結している像静止双眼鏡１１式修理は、
既調達物品の性能を維持する保守業者が特定されており、
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21295
（有）善衛商事
東京都中央区日本橋茅場町
３-６-４

防弾防刃救命衣購入
第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H18.3.3 7,927,500
（有）善衛商事との間で締結している防弾防刃救命衣購入
は、代理店が特定されていることから、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）
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21296
（資）沖縄機械整備
沖縄県糸満市西崎町４-８

潤滑油エレメントほか４０点（主
機関ＧＭ１２Ｖ９２ＴＡ）購入

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H18.3.3 7,490,101

（資）沖縄機械整備との間で締結している潤滑油エレメントほ
か４０点（主機関ＧＭ１２Ｖ９２ＴＡ）購入は、代理店が特定さ
れていることから、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21297
（有）丸伊産業
沖縄県那覇市曙２-２７-１

メカニカルシール（ＬＨ９ＵＡ１０５
ＶＸＶＶＳ）ほか１点購入

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H18.3.3 4,917,150

（有）丸伊産業との間で締結しているメカニカルシール（ＬＨ９
ＵＡ１０５　ＶＸＶＶＳ）ほか１点購入は、代理店が特定されてい
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21298
ヤンマー沖縄（株）
沖縄県宜野湾市大山７-１１-
１２

オーバーホールキット(ﾔﾝﾏｰ８Ｎ
３３０－ＵＮ受検機)他６点購入

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H18.3.3 3,355,873
ヤンマー沖縄（株）との間で締結したオーバーホールキット
（ﾔﾝﾏｰ８Ｎ３３０－ＵＮ受検機）他６点購入は、代理店が特定
されていることから、競争を許さないため。

見直しの余地あり
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）
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21299
琉球内燃機（株）
沖縄県那覇市西１-１-１６

燃料油水分離器カートリッジほ
か１７点購入

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H18.3.3 2,562,854
琉球内燃機（株）との間で締結した燃料油水分離器カート
リッジほか１７点購入は、代理店が特定されていることから、
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21300
ダイハツディーゼル西日本
（株）
沖縄県那覇市港町１-１-１６

オーバーホールキット(クボタＬ６
Ｄ１７ＢＨＣＳＭ受検機用)ほ

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H18.3.6 3,398,395

ダイハツディーゼル西日本（株）との間で締結したオーバー
ホールキット（クボタＬ６Ｄ１７ＢＨＣＳＭ受検機用）ほか購入
は、代理店が特定されていることから、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21301
海外アビオテック（株）
東京都港区六本木２-２-５

テストハーネス１個ほか３点購入
第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H18.3.6 1,715,700
海外アビオテック（株）との間で締結したテストハーネス１個
ほか３点購入は、代理店が特定されていることから、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21302
三徳航空電装（株）
東京都大田区東糀谷２-１４-
５

充放電装置ほか３点購入
第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H18.3.10 4,500,000
三徳航空電装（株）との間で締結した充放電装置ほか３点購
入は、契約目的物に代価性がないことから、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21303
新糸満造船（株）
沖縄県糸満市西崎町１-６-２

オーバーホールキット(富士８Ｓ４
０Ｂ型受検機)ほか１点購入

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H18.3.10 4,297,062

新糸満造船（株）との間で締結したオーバーホールキット（富
士8Ｓ４０Ｂ型受検機）ほか1点購入は、代理店が特定されて
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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21304
琉球内燃機（株）
沖縄県那覇市西１-１-１６

燃料弁(完備品)ノズル付ほか５
点購入

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H18.3.10 3,820,372
琉球内燃機（株）との間で締結した燃料弁（完備品）ノズル付
ほか５点購入は、代理店が特定されていることから、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21305
（有）アイオーテクニック
東京都町田市南つくし野２-２
８-１９

波高・波向・流速計購入
第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H18.3.13 9,450,000
（有）アイオーテクニックとの間で締結している波高・波向・流
速計購入は、代理店が特定されていることから、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21306
（有）丸伊産業
沖縄県那覇市曙２-２７-１

羽根車J18A0Y01A(石垣　IWJ-
A049)購入

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H18.3.13 3,491,250
（有）丸伊産業との間で締結した羽根車J18AOY01A（石垣Ｉ
ＷＪ－Ａ０４９）購入は、代理店が特定されていることから、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）



講ずる措置 備考契約を締結した日
契約金額
（円）

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

点検結果件数
契約の相手方の商号又は

名称及び住所

公共工事の名称、場所、期
間及び種別若しくは物品役

務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

21307
セナーアンドバーンズ（株）
東京都大田区羽田空港１-６
-６

GPS受信装置購入
第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H18.3.13 3,160,500
セナーアンドバーンズ（株）との間で締結したＧＰＳ受信装置
購入は、代理店が特定されていることから、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21308
ヤンマー沖縄（株）
沖縄県宜野湾市大山７-１１-
１２

排気伸縮継手（上側）ほか４６点
購入

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H18.3.14 9,482,172
ﾔﾝﾏｰ沖縄（株）との間で締結している排気伸縮継手（上側）
ほか４６点購入は、代理店が特定されていることから、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21309
新糸満造船（株）
沖縄県糸満市西崎町１-６-２

吸気弁(３２１０－1)ほか４７点購
入

第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H18.3.14 4,047,288
新糸満造船（株）との間で締結した吸気弁（３２１０-1ほか４７
点購入は、代理店が特定されていることから、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21310
明徳産業（株）
愛知県名古屋市中川区小碓
通5-1

沈錘(Ｓ６ｔ)ほか１点買入
第十一管区海上保安本部長
石橋　幹夫
沖縄県那覇市港町2-11-1

H18.3.14 2,164,050
明徳産業（株）との間で締結した沈錘(Ｓ６ｔ)ほか１点買入は、
契約目的物に代価性がないことから、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
競争入札に移行
（１８年度から一般競
争入札に移行）

21311
沖縄リコー（株）
沖縄県那覇市寄宮１-３-３７

複写機保守　６台
石垣海上保安部長　新城　達
郎
沖縄県石垣市浜崎町1-1-8

H17.4.1 1,508,963
沖縄リコー（株）との間で締結した複写機保守６台は、既調達
物品の性能を維持する保守業者が特定されおり、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年度から一般競
争入札に移行）

単価契約
6.5円/枚ほ
か


