
物品役務等の名称及
び数量

契約担当官等の氏
名並びにその所属
する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
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画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

備　　考

平成２５年度電子入札シ
ステム監視支援業務

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
森北　佳昭
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成25年4月1日

（一財）日本建設情報
総合センター
東京都港区赤坂7-10-
20

　本業務は、国土交通省等における電子入札を円滑に実施するた
め、サブシステムの監視・保全・保守及び利用者支援を行うものであ
る。
　電子入札システムは契約手続きに関する年間を通じて停止すること
が許されない重要なシステムであるため、本業務の実施にあたって
は、電子入札システムのプログラム改変した場合の稼働検証及びヘ
ルプデスクへの問い合わせ内容の検証を行えるサブシステムを確保
できるとともに、ヘルプデスク業務において、電子入札利用者へ対す
る迅速的確なサポートが実施できることが必要である。
　以上のことから、本業務は企画競争方式により業者選定を行った。
　（財）日本建設情報総合センターは、企画提案書において総合的に
優れた提案を行った者であり、上記業者との契約を締結するものであ
る。

非公表 334,215,000 － －

平成２５年度入札契約
手続支援システム改良
業務

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
森北　佳昭
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成25年4月1日
東芝ソリューション(株)
官公営業第三部
東京都港区芝浦1-1-1

　本業務の遂行にあたっては、システムを構築する際に必要な知識や
経験があるだけでなく、関東地方整備局の電算環境を把握したうえ
で、関連する各システムとの連携を図りつつ改良を行わなければなら
ないこと、また、入札契約手続事務の性質上、運用方針の変更に伴う
本システムの改良については、常に適切で迅速な対応が必要である。
以上のことから、本業務は企画競争方式により業者選定を行った。
　業者選定に当たって、企業の経験及び能力における「設備要件」及
び配置予定技術者の経験及び能力における「資格要件、業務経験」、
業務の実施方針及手法における「業務理解度、業務実施手順、工程
表」、特定テーマに関する「的確性、実現性、独創性」について、企画
提案書及びヒアリングの評価を行い、上記業者が総合的に優れた業
者として特定されたものである。
　よって、本業務を的確に遂行できる上記業者と契約を行うものであ
る。

非公表 58,485,000 － －

官報掲載料

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
森北　佳昭
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成25年4月1日
（独）国立印刷局
港区虎ノ門２－２－４

本業務は、関東地方整備局が行政に関する情報を国民に正確かつ確
実に伝達するため、官報への掲載を依頼する業務である。
内閣府が、「官報及び法令全書に関する内閣府令」に規定する官報の
編集、印刷等を独立行政法人国立印刷局に委託していることから、独
立行政法人国立印刷局は、官報掲載ができる唯一の機関である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号の規定により随意契約を行うものである。

－ 139,375 － － 単価契約

平成２５年度電子入札シ
ステム保全業務

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
森北　佳昭
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成25年4月1日
（一財）日本建設情報
総合センター
港区赤坂７－１０－２０

　本業務は、国土交通省等における電子入札を円滑に実施するた
め、国土交通省電子入札システムで利用している電子入札コアシステ
ムのソフトウェアの保全を行うものである。
　電子入札システムは契約手続きに関する年間を通して停止すること
が許されない重要なシステムであるため、本業務の実施にあたって
は、（一財）日本建設情報総合センターが著作権を有する電子入札コ
アシステムのプログラムを改変出来ることが必要である。
　このことから、本業務の実施を希望する者の有無を確認する目的
で、参加意思確認書の提出を招請する公募を実施した。
公募の結果、参加意思確認書の提出がなかったため、上記業者と契
約を行うものである。

非公表 11,445,000 － －

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）



物品役務等の名称及
び数量

契約担当官等の氏
名並びにその所属
する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商
号又は名称及び住
所

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
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備　　考

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）

Ｈ２５工事・業務実績情
報提供業務

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
森北　佳昭
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成25年4月1日
（一財）日本建設情報
総合センター
港区赤坂７－１０－２０

本業務は、入札・契約手続きの透明性、客観性、競争性を確保するた
めに、受注業者の工事・業務実績及び技術者に係わる情報のデータ
ベースから、適宜、必要時に工事・業務実績及び技術者等のデータの
情報提供を受けるものである。
工事・業務実績及び技術者に関する情報は、入札・契約手続き時にお
ける競争参加資格の確認や業者選定の為の評価根拠情報であるた
め、正確、かつ、迅速に提供を受ける必要がある。工事・業務実績及
び技術者等の情報は、（一財）日本建設情報総合センターがプログラ
ム及びデータベースの著作権を有する、工事実績情報システム（以下
「コリンズ」）及び測量調査設計業務実績情報システム（以下「テクリ
ス」）において、一元的にデータベース化し、情報提供を受けるシステ
ムを構築しているところである。
このことから、上記コリンズ・テクリスとの同等の情報提供を受けること
が必要である為、本業務の実施を希望する者の有無を確認する目的
で、参加意思確認書の提出を招請する公募を実施した。
公募の結果、参加意思確認書の提出がなかったため、上記法人と契
約を行うものである。

非公表 7,560,000 － －

平成２５年度企業情報
提供業務

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
森北　佳昭
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成25年4月1日

（一財）建設業技術者
センター
千代田区二番町３麹
町スクエア

入札及び契約の適正化を図り、不正行為等を行う不良・不適格業者を
排除するためには、建設業者の財務や経営等の客観的な企業情報
及び技術者情報を得ることが不可欠である。
本業務は、発注者の入札参加資格確認作業の厳正化を図るとともに
工事現場における監理技術者等の適正な配置を徹底するため、建設
業者の許可情報、経営事項審査結果情報、監理技術者情報等の企
業情報をデータベース化したものである「発注者支援データベース・シ
ステム」から、上記の情報提供を受けるものである。
上記法人は、建設業法第２７条の１９第１項の規定に基づく唯一の指
定資格者証交付機関であり、建設工事の適正な施工を確保し、技術
者の専任制をより有効に担保するため、監理技術者資格者証の交付
等に関する事業を行っており、「建設業者に関する各種情報を集積
し、発注者が共同で利用できるデータベースの整備を進める必要があ
る」との中央建設業審議会の建議を受け、平成８年度からは「発注者
支援データベース・システム」を開発・運用・管理している。
また、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関す
る指針」（平成１８年５月２３日閣議決定）により、「企業選定のための
情報サービスに関すること」として、「発注者支援データベース」を各省
各庁の長等は、積極的にその活用を進めることとされている。
よって、本業務の目的を達成できる唯一の者である上記法人と随意契
約を締結するものである。
　なお、上記理由から、当該業務は、「公共調達の適正化」（平成１８年
８月２５日　財務大臣通達）１．（２）①「競争性のない随意契約によらざ
るを得ない場合」のニ（ヘ）「行政目的を達成するために不可欠な情報
について当該情報を提供することが可能な者から提供を受けるもの」
に該当すると認められる。

非公表 2,835,000 － －



物品役務等の名称及
び数量

契約担当官等の氏
名並びにその所属
する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商
号又は名称及び住
所

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
画競争又は公募）
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の役員
の数

備　　考

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）

平成２５年度関東地方
整備局ホームページ運
営支援業務

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
森北　佳昭
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成25年4月1日

日本レコードマネジメン
ト（株）
千代田区鍛冶町２－９
－１２

本業務は、関東地方整備局で展開する広報活動のうち、専門知識を
必要とするウェブを使用した広報活動に関する支援を目的とする。
本業務を遂行するためには、高度な企画立案を必要とすることから、
効率的に運営支援を実施するために必要な項目及びその理由と実施
方法等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。
日本レコードマネジメント（株）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。

9,313,500 9,292,500 99.77% －

宅地建物取引業免許事
務処理システム電算処
理等業務

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
森北　佳昭
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成25年4月1日
（一財）不動産適正取
引推進機構
港区虎ノ門３－８－２１

宅地建物取引業免許事務処理システム電算処理等業務は、宅地建
物取引業（以下「宅建業」という。）に係る免許事務等を行う国土交通
省（地方支分部局及び沖縄総合事務局を含む。）及び４７都道府県
（以下「免許行政庁」という。）に設置される専用端末機から送信される
宅地建物取引業者に関するデータを、電算機を使用してデータベース
化するとともに、当該データベースの稼働状況の運用管理等を行うも
のである。
免許行政庁が登録する業者データを電算処理によりデータベース化
することにより、宅地建物取引業者間における専任の取引主任者の
名義貸し等の防止や免許情報等を免許行政庁間で共有することによ
る免許審査及び指導監督業務の適正化が図られるものであるが、そ
の稼働処理にあたっては、きわめて公益性の高い行政事務の一部を
分担するため、営利を目的としない中立公正な組織であって免許行政
庁の強い監督下におかれる法人で、非常時の対応等、専門的知識を
有する相当数の人員が確保できる相手と契約しなければならない。
また、全ての免許行政庁が同一のシステムを活用する必要があること
から、システムの管理・運営については、国土交通省（当時：建設省）
と４７都道府県との間での取り決めにより、上記法人を管理運営機関
として特定しているものであり、現在まで安定的な稼働が行われてい
ることから、引き続き上記法人を唯一の契約相手方とせざるを得ない
ものである。

1,642,750 1,642,750 100.00% －

平成２５年度新技術情
報提供システム改良等
業務

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
森北　佳昭
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成25年4月1日
（一財）日本建設情報
総合センター
港区赤坂７－１０－２０

新技術情報提供システム（以下「NETIS」という）とは、国土交通省が運
用している新技術に係る情報を、共有及び提供するためのデータベー
スであり、平成１０年度より運用を開始し、平成１３年度よりインター
ネットで一般にも公開している。平成２５年１月現在で約４，３００件の
申請情報が登録されている。
本業務は、新技術の活用及び普及を推進するため整備している
NETISについて、システム利用者の利便性向上のための改良及び保
守を行うことを目的とする。
本業務の遂行にあたっては、NETISの役割を熟知したうえで、システム
利用者の利便性向上のための改良を行う必要があることから、企画
競争方式により業者選定を行った。
（一財）日本建設情報総合センターは、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、上記業者と契約を行うもので
ある。

非公表 10,059,000 － －



物品役務等の名称及
び数量

契約担当官等の氏
名並びにその所属
する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商
号又は名称及び住
所

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

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）

「ｉ－ＪＡＭＰ」情報提供業
務

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
森北　佳昭
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成25年4月1日
（株）時事通信社
中央区銀座５－１５－
８

時々刻々発生する事項を国土交通行政に反映するため、常日頃から
の情報収集活動は非常に大きな役割を担っている。
選定業者が有している情報提供内容は、インターネットを利用して、各
省大臣会見及び首長会見などの会見速報をはじめとする中央官庁・
地方自治体の動静やニュース、時々刻々と発生するリアルタイムな政
治・社会ニュース、災害情報など他のメディアにはない情報を有してお
り、その提供も迅速である。
また、当該情報提供内容が体系別に整理され、検索もし易くなってい
るため瞬時の検索に適しており、特に行政、経済情報等必要な専門
情報を２４時間リアルタイムで入手することができるサービスを行って
いるのは、(株)時事通信社のみであるため、同社を選定するものであ
る。

非公表 11,592,000 － －

建設業情報管理システ
ム電算処理業務(単価契
約)

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
森北　佳昭
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成25年4月1日

（一財）建設業情報管
理センター
中央区築地２－１１－
２４

１．建設業情報管理システム電算処理業務は、建設業許可事務等を
行う国土交通省（地方支分部局及び沖縄総合事務局）及び都道府県
（以下「許可行政庁」という。）が、同一のデータベースに自らが許可し
た建設業者に係る技術者等のデータを登録することにより、
①　建設業者間における技術者の名義貸し等を防止する
② 建設業者の許可情報等を許可行政庁間で共有することにより、建
設業者に対する指導監督業務を適正に行う
こと等を目的として行うものであるが、国及び都道府県においては、上
記業務を行うためのシステムを自ら所有していないことから、外部の
法人等が所有する「上記を可能とするシステム」を利用せざるを得な
い。
２．現時点では、
① （一財）建設業情報管理センターが開発・所有する建設業情報管理
システム以外には、本業務に利用可能なシステムが存在しておらず、
② また、本業務については、上記１．のとおり、すべての許可行政庁
が同一のシステムを活用して行う必要があることから、国土交通省と４
７都道府県との間における取り決めにおいて、本業務については上記
財団法人が所有するシステムを活用して審査事務と情報管理のＯＡ
化を行うこととしていることから、上記財団法人を唯一の契約先とせざ
るを得ないものである。
したがって、本業務については（一財）建設業情報管理センターと随意
契約を締結するものである。

52,500
（基準月額）

52,500
（基準月額）

100.00% －

単価契約
単価×予定
数量
＝7,008,000

第６２回利根川水系連
合水防演習運営実施業
務

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
森北　佳昭
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成25年4月1日
（株）サードセンス
千代田区猿楽町2－1
－16

本業務は、第６２回利根川水系連合水防演習を円滑かつ効果的に行
うための運営・進行を行う業務であり、演習及び会場の運営・進行管
理、実施に向けた関係各機関の調整、演習記録の撮影、演習を円滑
かつ効果的に行うために必要な音響や電気関係設備の設営・撤去、
演習に必要な施設及び設備の設営及び撤去を行うものである。
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か
ら、演習を円滑かつ安全に進めるための運営計画、進行管理の内容
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。
株式会社サードセンスは、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。

73,899,000 73,888,500 99.99% －



物品役務等の名称及
び数量

契約担当官等の氏
名並びにその所属
する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商
号又は名称及び住
所

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

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）

平成２５年度東京国道
共同溝監視業務

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
森北　佳昭
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成25年4月1日

日本ユーティリティサ
ブウェイ（株）
中央区日本橋小伝馬
町11番9号

　本業務は、東京国道事務所が管理する共同溝（約１１４．４ｋｍ）のセ
キュリティの確保を目的に、監視施設等による常時監視、有事の際の
通報及び附帯設備の点検等を行う業務である。
　本業務の遂行にあたっては、都市の重要なライフラインの有事への
対策が極めて重要な課題であることから、共同溝の構造や特性・機能
等を熟知した上で、共同溝を一元的に監視することができる統合的な
設備を用いた監視・保安体制が必要である。
　さらには、共同溝施設の監視体制、センサー類の種類・配置などは、
テロ行為などの防止のため、秘密にすべき事項であり、特殊性が要求
される業務である。
　また、共同溝のセキュリティの確保については、関東地方整備局と
共同溝占用者（ライフライン事業者）との間で「共同溝のセキュリティの
確保に関する基本協定書」並びに「東京地区共同溝のセキュリティの
確保の運用に関する細目協定書」を締結しており、セキュリティ確保の
為に実施する常時監視については、警備業法による機械警備により
行うことが協定書に規定されるなど、極めて高いセキュリティレベルが
要求されているものである。
　共同溝は、複数のライフラインを集約して収容している施設であり、
共同溝としてのセキュリティを確保するためには、共同溝の本体施設
のセキュウリティを確保するとともに、収容されている共同溝占用者の
施設について、共同溝占用者の持つ監視に係わるノウハウを熟知し
たうえで、その機密を保持しながら統合的に監視を行う必要がある。
　ちなみに、共同溝占用者が単独で管理している洞道（トンネル）にお
いては、セキュリティを確保するためのセンサー類の種類・配置や監
視体制等の独自のノウハウが外部に漏洩するのを防止するために、
監視業務を自社あるいは監視会社によって実施している。
　日本ユーティリティサブウェイ株式会社は、以上のような実情を背景
に、共同溝の監視・維持管理を目的として、各共同溝占用者の出資に
より設立された会社である。
　同社は、警備業法による機械警備業務の実施可能な会社であり、監
視施設の設置を含めた監視業務を実施する能力を有しているととも
に、共同溝占用者から入手した情報の機密保持を図りつつ共同溝全
体のセキュリティを確保して管理できる信頼性を有する唯一の事業者
である。
よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号」の規定により、日本ユーティリティサブウェイ株式会社
と随意契約を締結するものである。

非公表 904,050,000 － －



物品役務等の名称及
び数量

契約担当官等の氏
名並びにその所属
する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商
号又は名称及び住
所

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

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）

平成２５年度横浜国道
共同溝監視業務

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
森北　佳昭
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成25年4月1日

日本ユーティリティサ
ブウェイ（株）
中央区日本橋小伝馬
町11番9号

　本業務は、横浜国道事務所が管理する共同溝（約５０．３ｋｍ）のセ
キュリティの確保を目的に、監視施設等による常時監視、有事の際の
通報及び附帯設備の点検等を行う業務である。
　本業務の遂行にあたっては、都市の重要なライフラインの有事への
対策が極めて重要な課題であることから、共同溝の構造や特性・機能
等を熟知した上で、共同溝を一元的に監視することができる統合的な
設備を用いた監視・保安体制が必要である。
　さらには、共同溝施設の監視体制、センサー類の種類・配置などは、
テロ行為などの防止のため、秘密にすべき事項であり、特殊性が要求
される業務である。
　また、共同溝のセキュリティの確保については、関東地方整備局と
共同溝占用者（ライフライン事業者）との間で「共同溝のセキュリティの
確保に関する基本協定書」並びに「神奈川地区共同溝のセキュリティ
の確保の運用に関する細目協定書」を締結しており、セキュリティ確保
の為に実施する常時監視については、警備業法による機械警備によ
り行うことが協定書に規定されるなど、極めて高いセキュリティレベル
が要求されているものである。
　共同溝は、複数のライフラインを集約して収容している施設であり、
共同溝としてのセキュリティを確保するためには、共同溝の本体施設
のセキュウリティを確保するとともに、収容されている共同溝占用者の
施設について、共同溝占用者の持つ監視に係わるノウハウを熟知し
たうえで、その機密を保持しながら統合的に監視を行う必要がある。
　ちなみに、共同溝占用者が単独で管理している洞道（トンネル）にお
いては、セキュリティを確保するためのセンサー類の種類・配置や監
視体制等の独自のノウハウが外部に漏洩するのを防止するために、
監視業務を自社あるいは監視会社によって実施している。
　日本ユーティリティサブウェイ株式会社は、以上のような実情を背景
に、共同溝の監視・維持管理を目的として、各共同溝占用者の出資に
より設立された会社である。
　同社は、警備業法による機械警備業務の実施可能な会社であり、監
視施設の設置を含めた監視業務を実施する能力を有しているととも
に、共同溝占用者から入手した情報の機密保持を図りつつ共同溝全
体のセキュリティを確保して管理できる信頼性を有する唯一の事業者
である。
よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号」の規定により、日本ユーティリティサブウェイ株式会社
と随意契約を締結するものである。

非公表 280,350,000 － －



物品役務等の名称及
び数量

契約担当官等の氏
名並びにその所属
する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商
号又は名称及び住
所

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

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）

平成２５年度千葉国道
共同溝監視業務

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
森北　佳昭
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成25年4月1日

日本ユーティリティサ
ブウェイ（株）
中央区日本橋小伝馬
町11番9号

　本業務は、千葉国道事務所が管理する共同溝（約２３．７ｋｍ）のセ
キュリティの確保を目的に、監視施設等による常時監視、有事の際の
通報及び附帯設備の点検等を行う業務である。
　本業務の遂行にあたっては、都市の重要なライフラインの有事への
対策が極めて重要な課題であることから、共同溝の構造や特性・機能
等を熟知した上で、共同溝を一元的に監視することができる統合的な
設備を用いた監視・保安体制が必要である。
　さらには、共同溝施設の監視体制、センサー類の種類・配置などは、
テロ行為などの防止のため、秘密にすべき事項であり、特殊性が要求
される業務である。
　また、共同溝のセキュリティの確保については、関東地方整備局と
共同溝占用者（ライフライン事業者）との間で「共同溝のセキュリティの
確保に関する基本協定書」並びに「千葉地区共同溝のセキュリティの
確保の運用に関する細目協定書」を締結しており、セキュリティ確保の
為に実施する常時監視については、警備業法による機械警備により
行うことが協定書に規定されるなど、極めて高いセキュリティレベルが
要求されているものである。
　共同溝は、複数のライフラインを集約して収容している施設であり、
共同溝としてのセキュリティを確保するためには、共同溝の本体施設
のセキュウリティを確保するとともに、収容されている共同溝占用者の
施設について、共同溝占用者の持つ監視に係わるノウハウを熟知し
たうえで、その機密を保持しながら統合的に監視を行う必要がある。
　ちなみに、共同溝占用者が単独で管理している洞道（トンネル）にお
いては、セキュリティを確保するためのセンサー類の種類・配置や監
視体制等の独自のノウハウが外部に漏洩するのを防止するために、
監視業務を自社あるいは監視会社によって実施している。
　日本ユーティリティサブウェイ株式会社は、以上のような実情を背景
に、共同溝の監視・維持管理を目的として、各共同溝占用者の出資に
より設立された会社である。
　同社は、警備業法による機械警備業務の実施可能な会社であり、監
視施設の設置を含めた監視業務を実施する能力を有しているととも
に、共同溝占用者から入手した情報の機密保持を図りつつ共同溝全
体のセキュリティを確保して管理できる信頼性を有する唯一の事業者
である。
よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号」の規定により、日本ユーティリティサブウェイ株式会社
と随意契約を締結するものである。

非公表 117,600,000 － －



物品役務等の名称及
び数量

契約担当官等の氏
名並びにその所属
する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商
号又は名称及び住
所

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

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）

平成２５年度相武国道
共同溝監視業務

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
森北　佳昭
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成25年4月1日

日本ユーティリティサ
ブウェイ（株）
中央区日本橋小伝馬
町11番9号

　本業務は、相武国道事務所が管理する共同溝（約１０．３ｋｍ）のセ
キュリティの確保を目的に、監視施設等による常時監視、有事の際の
通報及び附帯設備の点検等を行う業務である。
　本業務の遂行にあたっては、都市の重要なライフラインの有事への
対策が極めて重要な課題であることから、共同溝の構造や特性・機能
等を熟知した上で、共同溝を一元的に監視することができる統合的な
設備を用いた監視・保安体制が必要である。
　さらには、共同溝施設の監視体制、センサー類の種類・配置などは、
テロ行為などの防止のため、秘密にすべき事項であり、特殊性が要求
される業務である。
　また、共同溝のセキュリティの確保については、関東地方整備局と
共同溝占用者（ライフライン事業者）との間で「共同溝のセキュリティの
確保に関する基本協定書」並びに「東京地区共同溝のセキュリティの
確保の運用に関する細目協定書」を締結しており、セキュリティ確保の
為に実施する常時監視については、警備業法による機械警備により
行うことが協定書に規定されるなど、極めて高いセキュリティレベルが
要求されているものである。
　共同溝は、複数のライフラインを集約して収容している施設であり、
共同溝としてのセキュリティを確保するためには、共同溝の本体施設
のセキュウリティを確保するとともに、収容されている共同溝占用者の
施設について、共同溝占用者の持つ監視に係わるノウハウを熟知し
たうえで、その機密を保持しながら統合的に監視を行う必要がある。
　ちなみに、共同溝占用者が単独で管理している洞道（トンネル）にお
いては、セキュリティを確保するためのセンサー類の種類・配置や監
視体制等の独自のノウハウが外部に漏洩するのを防止するために、
監視業務を自社あるいは監視会社によって実施している。
　日本ユーティリティサブウェイ株式会社は、以上のような実情を背景
に、共同溝の監視・維持管理を目的として、各共同溝占用者の出資に
より設立された会社である。
　同社は、警備業法による機械警備業務の実施可能な会社であり、監
視施設の設置を含めた監視業務を実施する能力を有しているととも
に、共同溝占用者から入手した情報の機密保持を図りつつ共同溝全
体のセキュリティを確保して管理できる信頼性を有する唯一の事業者
である。
よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号」の規定により、日本ユーティリティサブウェイ株式会社
と随意契約を締結するものである。

非公表 57,750,000 － －



物品役務等の名称及
び数量

契約担当官等の氏
名並びにその所属
する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商
号又は名称及び住
所

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

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）

平成２５年度大宮国道
共同溝監視業務

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
森北　佳昭
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成25年4月1日

日本ユーティリティサ
ブウェイ（株）
中央区日本橋小伝馬
町11番9号

　本業務は、大宮国道事務所が管理する共同溝（約２．９ｋｍ）のセ
キュリティの確保を目的に、監視施設等による常時監視、有事の際の
通報及び附帯設備の点検等を行う業務である。
　本業務の遂行にあたっては、都市の重要なライフラインの有事への
対策が極めて重要な課題であることから、共同溝の構造や特性・機能
等を熟知した上で、共同溝を一元的に監視することができる統合的な
設備を用いた監視・保安体制が必要である。
　さらには、共同溝施設の監視体制、センサー類の種類・配置などは、
テロ行為などの防止のため、秘密にすべき事項であり、特殊性が要求
される業務である。
　また、共同溝のセキュリティの確保については、関東地方整備局と
共同溝占用者（ライフライン事業者）との間で「共同溝のセキュリティの
確保に関する基本協定書」並びに「埼玉地区共同溝のセキュリティの
確保の運用に関する細目協定書」を締結しており、セキュリティ確保の
為に実施する常時監視については、警備業法による機械警備により
行うことが協定書に規定されるなど、極めて高いセキュリティレベルが
要求されているものである。
　共同溝は、複数のライフラインを集約して収容している施設であり、
共同溝としてのセキュリティを確保するためには、共同溝の本体施設
のセキュウリティを確保するとともに、収容されている共同溝占用者の
施設について、共同溝占用者の持つ監視に係わるノウハウを熟知し
たうえで、その機密を保持しながら統合的に監視を行う必要がある。
　ちなみに、共同溝占用者が単独で管理している洞道（トンネル）にお
いては、セキュリティを確保するためのセンサー類の種類・配置や監
視体制等の独自のノウハウが外部に漏洩するのを防止するために、
監視業務を自社あるいは監視会社によって実施している。
　日本ユーティリティサブウェイ株式会社は、以上のような実情を背景
に、共同溝の監視・維持管理を目的として、各共同溝占用者の出資に
より設立された会社である。
　同社は、警備業法による機械警備業務の実施可能な会社であり、監
視施設の設置を含めた監視業務を実施する能力を有しているととも
に、共同溝占用者から入手した情報の機密保持を図りつつ共同溝全
体のセキュリティを確保して管理できる信頼性を有する唯一の事業者
である。
よって、「会計法第２９条の３第４項」及び「予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号」の規定により、日本ユーティリティサブウェイ株式会社
と随意契約を締結するものである。

非公表 14,700,000 － －



物品役務等の名称及
び数量

契約担当官等の氏
名並びにその所属
する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商
号又は名称及び住
所

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

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）

営繕積算システム（ＲＩＢ
Ｃ２）賃貸借

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
森北　佳昭
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成25年4月1日

（一財）建築コスト管理
システム研究所
港区西新橋３－２５－
３３

　営繕積算システムＲＩＢＣ２は、国土交通省、各都道府県及び政令指
定都市で構成されている「営繕積算システム等開発利用協議会」にお
いて共同利用する営繕積算システムとして、同協議会の意向を基に
（一財）建築コスト管理システム研究所が開発したものであり、公共建
築工事積算基準等に基づく予定価格の算出をすることが出来る唯一
のシステムである。　また、営繕積算ＲＩＢＣ２の賃貸借及びサポートに
ついては同研究所のみが行っているところである。
　また、公共調達の適正化については、平成１８年８月２５日付け、財
計第２０１７号により定められているところであるが、１．（２）①イ（ニ）
地方公共団体との取決めにより、契約の相手方が一に定められてい
るものについては、随意契約によらざるを得ないとしている。
上記の理由により、（一財）建築コスト管理システム研究所と随意契約
を結ぶものである。

非公表 2,847,600 － －

Ｈ２５月刊「積算資料」材
料単価等電子データ購
入

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
森北　佳昭
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成25年4月9日
（一財）経済調査会
中央区銀座５－１３－
１６

　本購入は、関東地方整備局が発注する土木工事の積算に用いる設
計単価を決定する基礎資料とて、月刊「積算資料」に掲載がある材料
単価及び機械賃料から指定するものを、正確かつ効率的に処理する
必要があることから電子データにより購入するものである。
　購入したデータは、別途購入する月刊「建設物価」のデータと平均化
処理を行い関東地方整備局が利用している新土木工事標準積算シス
テムへ登録し、局統一設計単価として積算に活用するものである。
　月刊「積算資料」の発行者に、本購入のためのデータ提供について
書面による了解を得て、毎月２０日迄、２０日が土曜・日曜・祝日の場
合はその前後直近の平日迄に納品が可能な者があれば、本購入の
参加資格者となることができる。
　このことから、本件の実施を希望する者の有無を確認する目的で、
参加意思確認書の提出を招請する公募を実施した。公募の結果、参
加意思確認書の提出がなかったため、上記法人と契約を行うものであ
る。

5,023,200 4,987,500 99.29% －

Ｈ２５月刊「建設物価」材
料単価等電子データ購
入

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
森北　佳昭
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成25年4月9日

（一財）建設物価調査
会
中央区日本橋大伝馬
町１１－８

　本購入は、関東地方整備局が発注する土木工事の積算に用いる設
計単価を決定する基礎資料とて、月刊「建設物価」に掲載がある材料
単価及び機械賃料から指定するものを、正確かつ効率的に処理する
必要があることから電子データにより購入するものである。
　購入したデータは、別途購入する月刊「積算資料」のデータと平均化
処理を行い関東地方整備局が利用している新土木工事標準積算シス
テムへ登録し、局統一設計単価として積算に活用するものある。
　月刊「建設物価」の発行者に、本購入のためのデータ提供について
書面による了解を得て、毎月２０日迄、２０日が土曜・日曜・祝日の場
合はその前後直近の平日迄に納品が可能な者であれば、本購入の
参加資格者となる事が出来る。
　このことから、本件の実施を希望する者の有無を確認する目的で、
参加意思確認書の提出を招請する公募を実施した。公募の結果、参
加意思確認書の提出がなかったため、上記法人と契約を行うものであ
る。

5,364,450 5,355,000 99.82% －



物品役務等の名称及
び数量

契約担当官等の氏
名並びにその所属
する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商
号又は名称及び住
所

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

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）

平成２５年度関東地方
整備局説明力向上研修
支援業務

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
森北　佳昭
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成25年4月23日

（一財）ＮＨＫ放送研修
センター
世田谷区砧１－１０－
１１

本業務は、国民へのアカウンタビリティを果たし社会資本整備を進め
るために必要な、関東地方整備局職員の責任ある説明力の向上を目
的とする。
本業務を遂行するためには、高度な企画立案を必要とすることから、
研修実施における留意点及びその理由と実施方法等を含めた企画提
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。
一般財団法人ＮＨＫ放送研修センターは、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、上記業者と契約を行うもの
である。

3,412,500 3,400,000 99.63% －

日刊建設通信新聞購入

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
森北　佳昭
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成25年4月1日

（株）日刊建設通信新
聞社北関東支局
さいたま市中央区上落
合９－１３－６

本件は、新聞を購入するものであるが、各新聞の価格は決まっていて
競争を許さないものであるため、当方所在地域における当該新聞の
販売を担当する契約の相手方と随意契約をすることとしたものであ
る。

1,927,800 1,927,800 100.00% －

日刊建設工業新聞購入

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
森北　佳昭
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成25年4月1日

（株）日刊建設工業新
聞社
港区東新橋２－２－１
０

本件は、新聞を購入するものであるが、各新聞の価格は決まっていて
競争を許さないものであるため、当方所在地域における当該新聞の
販売を担当する契約の相手方と随意契約をすることとしたものであ
る。

2,463,300 2,463,300 100.00% －

平成２５年度管内スマー
トＩＣ地域影響効果資料
作成業務

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
森北　佳昭
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成25年5月28日
(株)三菱総合研究所
千代田区永田町２－１
０－３

　本業務は、スマートＩＣ事業の効果検証及び今後の整備優先順位検
討の際の一資料として活用するため、工業統計調査や商業統計調査
等の各種統計データを整理する業務である。
　本業務を遂行するためには、その企画内容等により大きく成果が左
右されると考えられることから、「配置予定技術者（主たる担当者）の
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。
　株式会社三菱総合研究所は、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。

10,227,000 10,027,500 98.05% －

平成２５年度大規模津
波防災総合訓練計画業
務

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
森北　佳昭
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成25年5月30日
ＴＳＰ太陽（株）
目黒区東山１－１７－
１６

　津波訓練を通じ、国土交通省の防災への取り組みや津波に関する
知識の普及、災害対策の必要性・重要性等について、訓練参加者、
見学者及びマスコミ等に広報することにより、国土交通省の防災施策
の理解促進及び訓練関係機関との連携強化を図るものである。
　　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
から、配置予定技術者の経験・能力、当該業務の実施方針及び特定
テーマに関する技術提案を求め、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。
　　ＴＳＰ太陽株式会社は、技術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。

9,403,800 9,345,000 99.37% －
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備　　考

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）

平成２５年度関東地方
整備局管内事前防災・
減災対策広報業務

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
深澤　淳志
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成25年8月30日
(株)電通東日本
東京都港区新橋４－２
１－３新橋東急ビル

本業務は、国土交通省が進める事前防災・減災対策の効果を高める
ため、道路利用者や道路沿線市民に、発災直後、自ら身を守るうえで
必要な初動時の具体的な行動や行政が実施する復旧活動の流れな
どについてパネル及び映像等により紹介し、「自助」の重要性と必要
性を理解していただくことを目的とする。また、関東大震災９０年と東
日本大震災の教訓を風化させないパネルも展示し、災害発生時に、
円滑かつ迅速な応急活動を支援する道路の防災対策（斜面・盛土等）
や耐震対策（耐震補強等）の必要性も周知するものである。本業務を
遂行するにあたっては、その企画内容等により大きく成果が左右され
ると考えられることから、企画競争方式により業者選定を行った。業者
選定にあたっては、「配置予定技術者（主たる担当者）の経験及び能
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
企画提案書及びヒアリングの評価を行い、上記業者が総合的に最も
優れた業者として特定されたものである。㈱電通東日本は、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。

58,107,000 57,991,500 99.80% －

Ｈ２５ 情報管理システム
集約業務

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
深澤　淳志
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成25年9月11日

日本レコードマネジメン
ト（株）
東京都千代田区鍛冶
町２－９－１２

　本業務は、各事務所等に設置されている情報管理システム※の集
約を行うものである。
　集約化にあたっては、各事務所等が保有する類似システムを統合す
るとともに、経済性や安全性を考慮し、本局に設置してある大型サー
バに集約するものである。
 ※情報管理システムとは、各事務所が保管する、行政文書や資料等
の所在管理や貸し出し管理を行うためのシステムをいう。

本業務を遂行するためには、高度で高い信頼性を必要とすることか
ら、知識、経験、業務実施方針・手法及び特定テーマに関する企画提
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方式に
より選定を行った。
日本レコードマネジメント株式会社は、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、同社と契約を行うものである。

11,812,500 11,812,500 100.00% -

Ｈ２５工事成績共有化の
ためのデータ設備業務

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
深澤　淳志
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成25年9月17日

(株)建設技術研究所
東京本社
東京都中央区日本橋
浜町３－２１－１

　本業務は、平成２４年１０月１日から平成２５年９月３０日までに完成
した最終請負金額５００万円以上の国土交通省各地方整備局（各地
方整備局及び北海道開発局。ただし、港湾空港部は除く）、地方自治
体（都道府県及び政令指定都市）が発注した工事を対象とし、工事成
績共有化のためのデータ整備を行うものである。
　本業務の遂行にあたっては、公共工事に関するデータ及び公共工
事の入札契約制度を熟知したうえで、各地方整備局（各地方整備局及
び北海道開発局）、地方自治体（都道府県及び政令指定都市）が保有
する各工事の工事成績、請負金額などのデータについて、請負業者
毎に確実なデータ整備を行う必要があることから、これに関する特定
テーマを設定し、企画競争方式により業者選定を行った。
  業者選定にあたって、「技術者の業務経験及び能力」、「当該業務の
実施体制」、「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、企画提案書及びヒアリングの評価を行い、上記業者が総合
的に優れた業者として特定されたものである。
　よって、本業務を的確に遂行できる上記業者と契約を行うものであ
る。

15,949,500 15,855,000 99.41% －



物品役務等の名称及
び数量

契約担当官等の氏
名並びにその所属
する部局の名称及
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契約を締結した日
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所

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

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）

平成２５年度関東地方
整備局管内安心安全な
道づくり広報業務

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
深澤　淳志
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成25年9月18日
(株)電通東日本
東京都港区新橋４－２
１－３新橋東急ビル

　本業務は、道路を利用する歩行者、自転車利用者、ドライバーの安
心安全
な通行環境を確立するため、道路整備における改善や最新技術につ
いて国民にお知らせし、ご意見を伺うことを目的とする。
歩行者及び自転車利用者に対しては、関東地方整備局が実施した通
学路対策と自転車道の整備等を題材として、「道路利用者や児童がど
のように危険回避できるか」、「安全な自転車道の走行とは」等につい
て、警察庁と連携し、新聞広告と他のツールにて情報発信を行う。
ドライバーに対しては、柏市内において関東地方整備局、柏市、東京
大学が合同で最先端の安全対策として取り組んでいる次世代ITS実証
実験に関し、ITS世界会議東京大会に合わせて開催する体験イベント
について一般募集の広告、情報提供及び意見収集を実施するもので
ある。
本業務を遂行するにあたっては、その企画内容等により大きく成果が
左右されると考えられることから、企画競争方式により業者選定を行っ
た。
業者選定にあたっては、「配置予定技術者（主たる担当者）の経験及
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
いて企画提案書及びヒアリングの評価を行い、上記業者が総合的に
最も優れた業者として特定されたものである。
㈱電通東日本は、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

46,105,500 45,990,000 99.75% －

Ｈ２５Ｘバンドレーダ合成
処理局設備修理

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
深澤　淳志
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成25年9月27日

日本無線（株）ソリュー
ション営業部
東京都杉並区荻窪４
－３０－１６

　本件は、Ｘバンドレーダ合成処理局設備のハードディスクが故障した
装置の修理を行うものである。
　当該修理は、設備の機能・性能に影響を及ぼすものであり、確実に
修理が可能な技術力を有している業者により実施されなければならな
い。
　本設備を設計・製作・据付した日本無線（株）以外の者で、参加者の
有無を確認する公募手続を行ったところ、参加意思表明書の提出が
なかったため、上記業者と契約を行うものである。

3,958,500 3,832,500 96.82% -

平成２５年度　道路維持
管理業務の効率化に関
する業務

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
深澤　淳志
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成25年10月7日

国立大学法人　東京
大学　情報学環・学際
情報学府
東京都文京区本郷7-
3-1

　本業務は、限られた予算の中で効率的かつ適切に業務を実施する
ため、新道路技術会議（国土交通省　道路局）において採択され、平
成20～22年度に研究が行われた「ＩＴを活用した合理的な事業マネジメ
ントシステムに関する研究開発」の成果である問合せ対応システムを
充実・発展させ、「道の相談室」などに寄せられる意見等が道路維持
管理業務の改善に資する仕組みについて検討するものである。
　本業務を実施する上で、道路管理業務における業務・情報体系や現
場業務の改善策に結びつくＩＴを活用した事業マネジメント等の研究実
績、システム開発等の技術力及び行政に精通している必要がある。
　このことから、本業務の実施を希望する者の有無を確認する目的
で、参加意思確認書の提出を招請する公募を実施した。
　公募の結果、参加意思確認書の提出がなかったため、上記業者と
契約を行うものである。

5,040,000 4,987,500 98.96% -



物品役務等の名称及
び数量

契約担当官等の氏
名並びにその所属
する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商
号又は名称及び住
所

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

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）

平成２５年度関東地方
整備局管内道路誌他編
集業務

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
深澤　淳志
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成25年10月11日

国際航業（株）埼玉支
店
埼玉県さいたま市見沼
区東大宮5-3-2

  本業務は、関東地方整備局管内の国道事務所が所管する道路建設
の歴史が解る文献、文章、写真、映像等（以下、道路関係資料という）
を整理し、路線ごとに道路誌を編集し、今年度以降、関東地方整備局
及び各事務所で行う事業概要等を用いた広報活動に活用するもので
ある。
  編集にあたっては、事業概要等の基礎資料となるよう事業の必要
性、事業の困難さ、事業に関する地元状況、完成後の効果を路線ごと
に実施する。
本業務を遂行するにあたっては、その企画内容等により大きく成果が
左右されると考えられることから、企画競争方式により業者選定を行っ
た。
  業者選定にあたっては、「配置予定技術者（主たる担当者）の経験及
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
いて企画提案書及びヒアリングの評価を行い、上記業者が総合的に
最も優れた業者として特定されたものである。
  国際航業株式会社埼玉支店は、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。

9,786,000 9,765,000 99.79% -

Ｈ２５ＸバンドＭＰレーダ
雨量計設備改良業務

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
深澤　淳志
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成25年10月15日
（株）東芝ソリューショ
ン営業第三部
東京都港区芝浦1-1-1

　本業務はＸバンドＭＰレーダ雨量計設備（関東局）の送信装置を既設
クライストロン型から固体素子型に交換し、改良を図るものである。
　本改良業務は、設備の機能・性能に影響を及ぼすものであり、確実
に改良業務が履行可能な技術力を有している業者により実施されな
ければならない。
　よって、独自に管理保有している技術を基に、本設備を設計・製作・
据付した（株）東芝のみが保持する技術が必要であるが、上記業者以
外の者で技術力に関する要件を満たし、本設備の改良業務の実施を
希望する者の有無を確認する目的で、参加意思確認書の提出を招請
する公募を実施した。
　公募の結果、参加意思確認書の提出がなかったため、上記業者と
契約を行うものである。

10,840,515 10,500,000 96.86% -

平成２５年度首都圏３環
状道路開通情報広報業
務

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
深澤　淳志
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成25年11月6日
(株)博報堂
東京都港区赤坂５－３
－１

本業務は、首都圏３環状道路の開通情報について、１都４県（東京、
神奈川、埼玉、千葉、茨城）を対象とした新聞広告等を行うことにより、
広く一般へ効果的・効率的に周知するものである。
本業務を遂行するにあたっては、その内容等により大きく成果が左右
されると考えられることから、１都４県（東京、神奈川、埼玉、千葉、茨
城）に加え、より広い範囲にお住まいの首都圏３環状道路利用者へ、
効果的・効率的に周知を図るための広報手法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。
株式会社博報堂は、企画提案書において総合的に最も優れた提案を
行った業者であるため、上記業者と契約を行うものである。

34,020,000 33,999,000 99.94% -



物品役務等の名称及
び数量

契約担当官等の氏
名並びにその所属
する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商
号又は名称及び住
所

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

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）

平成２５年度道路環境
施策広報業務

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
深澤　淳志
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成25年11月6日
(株)日本経済社
東京都中央区銀座７
－１３－２０

本業務は、川崎公害訴訟の和解条項に基づき川崎市南部地域（川崎
区・幸区）の環境改善を図るため、当該地域の道路を利用する、大型
車を運行する運送会社等の経路決定者及び運転者に対して、環境
ロードプライシングの取り組み及び大気環境の状況等について周知す
ることを目的としている。
本業務を遂行するにあたっては、その内容等により大きく成果が左右
されると考えられることから、環境ロードプライシングの認知度向上及
び大型車を湾岸線へ誘導するための効率的かつ効果的な広報手法と
実施時期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。
株式会社日本経済社は、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るため、上記業者と契約を行うものである。

19,992,000 19,992,000 100.00% -

伊豆大島応援用車両等
輸送業務

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
深澤　淳志
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成25年11月26日
東海汽船（株）
東京都港区海岸１－１
６－１

本業務は、台風２６号により発生した伊豆大島の被災に伴い、応援体
制に必要となる車両等を海上輸送する業務である。
本業務は、応援体制に必要となる車両等を東京都江東区辰巳（辰巳
埠頭）と東京都大島町の間において海上輸送する業務であり、災害対
応を行う車両等を速やかに海上輸送しなければならないが、伊豆大島
へ日常車両輸送を行っている港湾運送事業者はなく、貨物輸送につ
いても大型の輸送船による港湾運送事業者は東海汽船(株)に限られ
る状況である。また、他官署に応援要請を行ったところであるが速や
かな対応ができない状況であった。
東海汽船(株)は伊豆大島へ速やかな貨物輸送を行うことができる唯一
の業者であり、かつ緊急的に業務を行うことが必要であったため随意
契約を行うものである。

4,538,341 4,538,341 100.00% -

Ｈ２５技術評価支援改良
業務

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
深澤　淳志
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成25年12月19日

富士通エフ・アイ・ピー
（株）公共基盤営業本
部
東京都港区芝浦１－２
－１

　本業務は、競争参加者から提出される「技術提案書」に係わる業務
を適切に処理するため、現在運用中の「技術評価支援システム」を改
良するものである。
　本業務を遂行するためには、高度で高い信頼性を必要とすることか
ら、知識、経験、業務実施方針・手法及び特定テーマに関する企画提
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方式に
より選定を行った。
　富士通エフ・アイ・ピー株式会社は、企画提案書をふまえ当該業務を
実施するにふさわしい業者であり、上記業者と契約を行うものである。

11,945,640 11,550,000 96.69% -

水防法及び河川法の一
部改正に係る周知業務

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
深澤　淳志
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成26年1月21日

エヌ・ティ・ティ　ラーニ
ングシステムズ（株）
東京都港区南麻布1-
6-15

　近年頻発する水害を踏まえ、水防活動及び河川管理をより適切なも
のとし、河川管理者が事業者やＮＰＯ等団体等との連携を強化するた
め、水防法及び河川法の一部を改正する法律が平成２５年６月１２日
に公布され、「事業者等による自主的な水防活動の促進」、「河川協力
団体制度の創設」等の新たな措置を講ずることとなった。
　これを受け、本業務は、河川管理者による「事業者等による自主的
な水防活動の促進」及び「河川協力団体制度の創設」の取組の認知
度を高め、今後の水防活動及び河川管理の充実・連携の強化を図る
ため、関東地方整備局管内の流域住民、河川利用者等に周知するも
のである。
　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か
ら、配置予定技術者の経験及び能力、実施体制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。
　エヌ・ティ・ティ　ラーニングシステムズ株式会社は、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

10,993,500 10,945,725 99.57% -



物品役務等の名称及
び数量

契約担当官等の氏
名並びにその所属
する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商
号又は名称及び住
所

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

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）

Ｈ２５Ｃバンドレーダ雨量
計設備修理

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
深澤　淳志
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成26年1月21日
（株）東芝ソリューショ
ン営業第三部
東京都港区芝浦1-1-1

　本件は、レーダ雨量計設備(赤城山局)の受信機及び全国合成処理
局（関東）のハードディスク及び冷却ファンの修理を行うものである。
　当該修理は、設備の機能・性能に影響を及ぼすものであり、確実に
修理が可能な技術力を有している業者により実施されなければならな
い。
　本設備を設計・製作・据付した東芝㈱以外の者で、参加者の有無を
確認する公募手続を行ったところ、参加意思表明書の提出がなかった
ため、上記業者と契約を行うものである。

7,465,500 7,350,000 98.45% -

水防法及び河川法の一
部改正に係る周知業務

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
深澤　淳志
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成26年1月21日

エヌ・ティ・ティ　ラーニ
ングシステムズ（株）
東京都港区南麻布1-
6-15

　近年頻発する水害を踏まえ、水防活動及び河川管理をより適切なも
のとし、河川管理者が事業者やＮＰＯ等団体等との連携を強化するた
め、水防法及び河川法の一部を改正する法律が平成２５年６月１２日
に公布され、「事業者等による自主的な水防活動の促進」、「河川協力
団体制度の創設」等の新たな措置を講ずることとなった。
　これを受け、本業務は、河川管理者による「事業者等による自主的
な水防活動の促進」及び「河川協力団体制度の創設」の取組の認知
度を高め、今後の水防活動及び河川管理の充実・連携の強化を図る
ため、関東地方整備局管内の流域住民、河川利用者等に周知するも
のである。
　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か
ら、配置予定技術者の経験及び能力、実施体制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。
　エヌ・ティ・ティ　ラーニングシステムズ株式会社は、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。

10,993,500 10,945,725 99.57% -

Ｈ２５Ｃバンドレーダ雨量
計設備修理

支出負担行為担当官
関東地方整備局長
深澤　淳志
埼玉県さいたま市中央
区新都心２－１

平成26年1月21日
（株）東芝ソリューショ
ン営業第三部
東京都港区芝浦1-1-1

　本件は、レーダ雨量計設備(赤城山局)の受信機及び全国合成処理
局（関東）のハードディスク及び冷却ファンの修理を行うものである。
　当該修理は、設備の機能・性能に影響を及ぼすものであり、確実に
修理が可能な技術力を有している業者により実施されなければならな
い。
　本設備を設計・製作・据付した東芝㈱以外の者で、参加者の有無を
確認する公募手続を行ったところ、参加意思表明書の提出がなかった
ため、上記業者と契約を行うものである。

7,465,500 7,350,000 98.45% -

（注2）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。
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