平成２５年度契約分

（別記様式４）

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

契約担当官等の氏名並び
物品役務等の名称及び
にその所属する部局の名
数量
称及び所在地

契約を締結した日

契約の相手方の商号又 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競
は名称及び住所
争又は公募）

予定価格

契約金額

落札率

再就職
の役員
の数

備考

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局
Ｈ２５川中島地下道他監 長野国道事務所長
視業務
柳谷 哲
長野県長野市鶴賀字中堰
１４５

会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号
本業務は、一般国道１９号長野南バイパスにある川中島地下道
他４箇所の地下道の監視を行うものである。
本業務の履行にあたっては、監視箇所に請負者の警報機器等を
セコム上信越（株）
設置して行うものであるが、一般競争入札による「Ｈ２０川中島地
平成25年4月1日 新潟県新潟市中央区新
非公表
下道他監視業務（平成２０年１２月１５日契約締結）」において平成
光町１−１０
２６年３月３１日まで契約更新を予定する条件を付して契約を締結
しており、平成２５年度業務においても平成２０年度と同様な業務
内容及び監視機器であることから、同社と随意契約を行うものであ
る。

¥1,110,690 非公表

−

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局
Ｈ２５単価契約 長野国
長野国道事務所長
道不動産鑑定評価等業
柳谷 哲
務（北信）
長野県長野市鶴賀字中堰
１４５

会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号（企画競争）
本業務は、長野国道事務所が施行する事業のために必要となる
標準地等の鑑定評価及び鑑定評価書（意見書を含む）の作成並び
にこれらに付随する諸業務を行うものである。
（有）大蔵不動産鑑定所 本業務を遂行するためには、高度な技術や経験を必要とすること
平成25年7月4日 長野県長野市長野花咲 から、地価公示標準地の評価等に関する実績、地価調査基準地 非公表
町１２５０−５
の評価等に関する実績、鑑定評価実績、業務実施方針などを含め
た企画提案を求め、公平性、透明性及び客観性が確保される企画
競争により選定を行った。
（有）大蔵不動産鑑定所は、企画提案書において総合的に最も優
れた提案を行った業者であり、上記業者と契約を行うものである。

\152,250
非公表
（基準単価）

−

単価契約
年間予定金額
210万円程度

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局
Ｈ２５単価契約 長野国
長野国道事務所長
道不動産鑑定評価等業
柳谷 哲
務（東信）その１
長野県長野市鶴賀字中堰
１４５

会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号（企画競争）
本業務は、長野国道事務所が施行する事業のために必要となる
標準地等の鑑定評価及び鑑定評価書（意見書を含む）の作成並び
にこれらに付随する諸業務を行うものである。
（株）西入不動産鑑定事 本業務を遂行するためには、高度な技術や経験を必要とすること
務所
から、地価公示標準地の評価等に関する実績、地価調査基準地
平成25年7月4日
非公表
長野県上田市中央１−３ の評価等に関する実績、鑑定評価実績、業務実施方針などを含め
−１３
た企画提案を求め、公平性、透明性及び客観性が確保される企画
競争により選定を行った。
（株）西入不動産鑑定事務所は、企画提案書において総合的に
最も優れた提案を行った業者であり、左記業者と契約を行うもので
ある。

\152,250
非公表
（基準単価）

−

単価契約
年間予定金額
220万円程度

平成２５年度契約分

（別記様式４）

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

契約担当官等の氏名並び
物品役務等の名称及び
にその所属する部局の名
数量
称及び所在地

契約を締結した日

契約の相手方の商号又 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競
は名称及び住所
争又は公募）

予定価格

契約金額

落札率

再就職
の役員
の数

備考

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局
Ｈ２５単価契約 長野国
長野国道事務所長
道不動産鑑定評価等業
柳谷 哲
務（東信）その２
長野県長野市鶴賀字中堰
１４５

会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号（企画競争）
本業務は、長野国道事務所が施行する事業のために必要となる
標準地等の鑑定評価及び鑑定評価書（意見書を含む）の作成並び
にこれらに付随する諸業務を行うものである。
（株）久保田不動産鑑定 本業務を遂行するためには、高度な技術や経験を必要とすること
所
から、地価公示標準地の評価等に関する実績、地価調査基準地
平成25年7月4日
非公表
長野県上田市中央北２ の評価等に関する実績、鑑定評価実績、業務実施方針などを含め
−６−１７
た企画提案を求め、公平性、透明性及び客観性が確保される企画
競争により選定を行った。
（株）久保田不動産鑑定所は、企画提案書において総合的に最も
優れた提案を行った業者であり、左記業者と契約を行うものであ
る。

\152,250
非公表
（基準単価）

−

単価契約
年間予定金額
220万円程度

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局
Ｈ２５単価契約 長野国
長野国道事務所長
道不動産鑑定評価等業
柳谷 哲
務（東信）その３
長野県長野市鶴賀字中堰
１４５

会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号（企画競争）
本業務は、長野国道事務所が施行する事業のために必要となる
標準地等の鑑定評価及び鑑定評価書（意見書を含む）の作成並び
にこれらに付随する諸業務を行うものである。
（株）西入不動産鑑定事 本業務を遂行するためには、高度な技術や経験を必要とすること
務所
から、地価公示標準地の評価等に関する実績、地価調査基準地
平成25年7月4日
非公表
長野県上田市中央１−３ の評価等に関する実績、鑑定評価実績、業務実施方針などを含め
−１３
た企画提案を求め、公平性、透明性及び客観性が確保される企画
競争により選定を行った。
（株）西入不動産鑑定事務所は、企画提案書において総合的に
最も優れた提案を行った業者であり、左記業者と契約を行うもので
ある。

\152,250
非公表
（基準単価）

−

単価契約
年間予定金額
220万円程度

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局
Ｈ２５単価契約 長野国
長野国道事務所長
道不動産鑑定評価等業
柳谷 哲
務（東信）その４
長野県長野市鶴賀字中堰
１４５

会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号（企画競争）
本業務は、長野国道事務所が施行する事業のために必要となる
標準地等の鑑定評価及び鑑定評価書（意見書を含む）の作成並び
にこれらに付随する諸業務を行うものである。
（株）久保田不動産鑑定 本業務を遂行するためには、高度な技術や経験を必要とすること
所
から、地価公示標準地の評価等に関する実績、地価調査基準地
平成25年7月4日
非公表
長野県上田市中央北２ の評価等に関する実績、鑑定評価実績、業務実施方針などを含め
−６−１７
た企画提案を求め、公平性、透明性及び客観性が確保される企画
競争により選定を行った。
（株）久保田不動産鑑定所は、企画提案書において総合的に最も
優れた提案を行った業者であり、左記業者と契約を行うものであ
る。

\152,250
非公表
（基準単価）

−

単価契約
年間予定金額
220万円程度

平成２５年度契約分

（別記様式４）

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

契約担当官等の氏名並び
物品役務等の名称及び
にその所属する部局の名
数量
称及び所在地

契約を締結した日

契約の相手方の商号又 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競
は名称及び住所
争又は公募）

予定価格

契約金額

落札率

再就職
の役員
の数

備考

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局
Ｈ２５単価契約 長野国
長野国道事務所長
道不動産鑑定評価等業
柳谷 哲
務（中信）その１
長野県長野市鶴賀字中堰
１４５

会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号（企画競争）
本業務は、長野国道事務所が施行する事業のために必要となる
標準地等の鑑定評価及び鑑定評価書（意見書を含む）の作成並び
にこれらに付随する諸業務を行うものである。
（株）信濃不動産鑑定事 本業務を遂行するためには、高度な技術や経験を必要とすること
務所
から、地価公示標準地の評価等に関する実績、地価調査基準地
平成25年7月4日
非公表
長野県松本市本庄２−３ の評価等に関する実績、鑑定評価実績、業務実施方針などを含め
−１８
た企画提案を求め、公平性、透明性及び客観性が確保される企画
競争により選定を行った。
（株）信濃不動産鑑定事務所は、企画提案書において総合的に
最も優れた提案を行った業者であり、左記業者と契約を行うもので
ある。

\152,250
非公表
（基準単価）

−

単価契約
年間予定金額
130万円程度

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局
Ｈ２５単価契約 長野国
長野国道事務所長
道不動産鑑定評価等業
柳谷 哲
務（中信）その２
長野県長野市鶴賀字中堰
１４５

会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号（企画競争）
本業務は、長野国道事務所が施行する事業のために必要となる
標準地等の鑑定評価及び鑑定評価書（意見書を含む）の作成並び
にこれらに付随する諸業務を行うものである。
（株）信濃不動産鑑定事 本業務を遂行するためには、高度な技術や経験を必要とすること
務所
から、地価公示標準地の評価等に関する実績、地価調査基準地
平成25年7月4日
非公表
長野県松本市本庄２−３ の評価等に関する実績、鑑定評価実績、業務実施方針などを含め
−１８
た企画提案を求め、公平性、透明性及び客観性が確保される企画
競争により選定を行った。
（株）信濃不動産鑑定事務所は、企画提案書において総合的に
最も優れた提案を行った業者であり、左記業者と契約を行うもので
ある。

\152,250
非公表
（基準単価）

−

単価契約
年間予定金額
180万円程度

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局
Ｈ２５北信濃地域景観阻 長野国道事務所長
害物件等整理業務
柳谷 哲
長野県長野市鶴賀字中堰
１４５

会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号（企画競争）
本業務は、北信濃地域における日本風景街道や道の駅の活動
を踏まえ、長野国道事務所で管理する国道１８号等において、観光
資源等の状況、道の駅の連携や活動の状況、道路からの景観とし
て阻害要因となっている看板などの物件等をとりまとめ、今後の維
持管理や地域連携における基礎資料を作成することを目的とす
（株）ＫＲＣ
る。
平成25年12月25日 長野県長野市稲里町中
本業務を遂行するためには、高度な技術や経験を必要とすること
央３−３３−２３
から、「配置予定技術者（主たる担当者）の業務経験及び能力」、
「業務実施方針及び手法」、「特定テーマに対する提案」について
企画提案を求め、公平性、透明性及び客観性が確保される企画競
争により選定を行った。
（株）ＫＲＣは、企画提案書をふまえ当該業務を実施するのにふさ
わしい業者であり、上記業者と契約を締結するものである。

¥2,982,000

¥2,940,000

98.59% −

平成２５年度契約分

（別記様式４）

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

契約担当官等の氏名並び
物品役務等の名称及び
にその所属する部局の名
数量
称及び所在地

Ｈ２５国道１８号大雪災
害支援その１作業

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局
長野国道事務所長
柳谷 哲
長野県長野市鶴賀字中堰
１４５

Ｈ２５国道１８号大雪災
害支援その３作業

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局
長野国道事務所長
柳谷 哲
長野県長野市鶴賀字中堰
１４５

Ｈ２５国道２０号大雪災
害支援その１作業

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局
長野国道事務所長
柳谷 哲
長野県長野市鶴賀字中堰
１４５

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局
長野国道事務所長
柳谷 哲
長野県長野市鶴賀字中堰
１４５

Ｈ２５国道２０号大雪災
害支援その２作業

契約を締結した日

契約の相手方の商号又 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競
は名称及び住所
争又は公募）

会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号
本業務は、平成２６年２月１４日からの大雪により国道１８号にお
けるスタック車両支援対応を行うものである。
（株）宮下組
本業務の履行にあたっては緊急的な復旧が求められることから、
平成26年3月20日 長野県上田市踏入２−１ 「災害時における道路災害応急対策業務に関する基本協定」に基
−１７
づく道路災害応急対策業務要請による緊急復旧対応が必要であ
り、協定締結会社から請負業者の選定を行った。
（株）宮下組は、平成２４年３月１６日に上記基本協定を締結した
業者であり、上記業者と契約を締結するものである。
会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号
本業務は、平成２６年２月１４日からの大雪により国道１８号にお
けるスタック車両支援対応を行うものである。
（株）木下組
本業務の履行にあたっては緊急的な復旧が求められることから、
平成26年3月20日 長野県佐久市中込３０８ 「災害時における道路災害応急対策業務に関する基本協定」に基
−５
づく道路災害応急対策業務要請による緊急復旧対応が必要であ
り、協定締結会社から請負業者の選定を行った。
（株）木下組は、平成２４年３月１４日に上記基本協定を締結した
業者であり、上記業者と契約を締結するものである。

予定価格

契約金額

落札率

再就職
の役員
の数

¥5,712,000

¥5,640,000

98.74% −

¥1,480,500

¥1,375,500

92.91% −

会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号
本業務は、平成２６年２月１４日からの大雪により国道２０号にお
けるスタック車両支援対応を行うものである。
常盤工業（株）諏訪支店 本業務の履行にあたっては緊急的な復旧が求められることから、
平成26年3月20日 長野県諏訪市諏訪２−１ 「災害時における道路災害応急対策業務に関する基本協定」に基
１−３６
づく道路災害応急対策業務要請による緊急復旧対応が必要であ
り、協定締結会社から請負業者の選定を行った。
常盤工業（株）諏訪支店は、平成２４年３月１３日に上記基本協定
を締結した業者であり、上記業者と契約を締結するものである。

¥3,265,500

¥3,234,000

99.04% −

会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号
本業務は、平成２６年２月１４日からの大雪により国道２０号にお
けるスタック車両支援対応を行うものである。
藤森土木建設（株）
本業務の履行にあたっては緊急的な復旧が求められることから、
平成26年3月20日 長野県諏訪市上川２−２ 「災害時における道路災害応急対策業務に関する基本協定」に基
１９２−２
づく道路災害応急対策業務要請による緊急復旧対応が必要であ
り、協定締結会社から請負業者の選定を行った。
藤森土木建設（株）は、平成２４年３月１４日に上記基本協定を締
結した業者であり、上記業者と契約を締結するものである。

¥2,005,500

¥1,904,327

94.96% −

備考

平成２５年度契約分

（別記様式４）

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

契約担当官等の氏名並び
物品役務等の名称及び
にその所属する部局の名
数量
称及び所在地

Ｈ２５国道２０号大雪災
害支援その３作業

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局
長野国道事務所長
柳谷 哲
長野県長野市鶴賀字中堰
１４５

Ｈ２５国道２０号大雪災
害支援その４作業

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局
長野国道事務所長
柳谷 哲
長野県長野市鶴賀字中堰
１４５

契約を締結した日

契約の相手方の商号又 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競
は名称及び住所
争又は公募）

会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号
本業務は、平成２６年２月１４日からの大雪により国道２０号にお
けるスタック車両支援対応を行うものである。
スワテック建設（株）
本業務の履行にあたっては緊急的な復旧が求められることから、
平成26年3月20日 長野県諏訪市城南２−２ 「災害時における道路災害応急対策業務に関する基本協定」に基
３５３
づく道路災害応急対策業務要請による緊急復旧対応が必要であ
り、協定締結会社から請負業者の選定を行った。
スワテック建設（株）は、平成２４年３月１４日に上記基本協定を締
結した業者であり、上記業者と契約を締結するものである。
会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号
本業務は、平成２６年２月１４日からの大雪により国道２０号にお
けるスタック車両支援対応を行うものである。
本業務の履行にあたっては緊急的な復旧が求められることから、
（株）岡谷組
平成26年3月20日
「災害時における道路災害応急対策業務に関する基本協定」に基
長野県岡谷市幸町６−６
づく道路災害応急対策業務要請による緊急復旧対応が必要であ
り、協定締結会社から請負業者の選定を行った。
（株）岡谷組は、平成２４年３月１５日に上記基本協定を締結した
業者であり、上記業者と契約を締結するものである。

予定価格

契約金額

落札率

再就職
の役員
の数

¥3,906,000

¥3,853,500

98.66% −

¥5,575,500

¥5,061,000

90.77% −

備考

