【様式１】
平成２２年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの
(独立行政法人名：防災科学技術研究所）

契約名称及び内容

契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名
称及び所在地

契約締結日

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
た業務方法書又は会
予定価格
計規程等の根拠条文
及び理由
契約事務規程第20条
第1項第2号
当研究所の事業で必
要とする大容量ネット
ワーク回線の提供を可
能とする超高速情報通
信基盤は、つくばWAN
の他に存在せず、選定 非公表
業者は運用主体として
運営を一任されてお
り、本サービスを提供
可能な唯一の事業者
であるため契約を締結
した。

茨城県つくば市天王台
3-1
独立行政法人防災科学
技術研究所
契約担当役 理事 袴着
実

平成21年4月1日

茨城県つくば市天王台
3-1
独立行政法人防災科学
技術研究所
契約担当役 理事 袴着
実

契約事務規程第20条
第1項第2号
全国に整備された地震
観測点の観測データを
安定的かつ迅速に
データ送信されなけれ
ばならない。選定業者
は、地震データの送信
エヌ・ティ・ティ・コミュニ を前提とした伝送サー
平成21年4月1日
非公表
ケーションズ株式会社 ビス「ＥＡＲＴＨＬＡＮ」を
開発した業者であり、
地震データの伝送を前
提とした他のサービス
は存在しないため。ま
た、契約書により最短
利用期間が指定されて
いるため。

茨城県つくば市天王台
3-1
ガス料（兵庫耐震工学研究セン 独立行政法人防災科学
ター）
技術研究所
契約担当役 理事 袴着
実

契約事務規程第20条
第1項第2号
兵庫県三木市に所在
する兵庫耐震工学研
究センターにガスを供
給する契約であり、所
在する事業所にガスを
供給できる業者が存在 非公表
しないため。また、年度
毎に受給契約書を交
わしているが、次年度
以降も契約を継続する
旨のガス受給に関する
基本契約書を交わして
いるため。

つくばWAN回線提供サービス

ＥａｒｔｈＬＡＮ

財団法人国際科学振
興財団

平成21年4月1日 大阪ガス株式会社

契約金額

18,900,000円

462,486,963円

100,907,567円

落札率

-

-

-

再就職の
役員の数

移行困難な事由

移行予定年限

-

大容量ネットワーク回線による
本サービスを提供できる業者が
他に存在しなかったため。H22
年度より随意契約事前確認公
募を行い、複数者の参加がある
場合には、一般競争入札へ移
行する。

H22年度

-

他に地震データを前提とした伝
送サービスが存在しなかったた
め。また、契約書により最短利
用期間が指定されており、契約
更改時期を待たざるを得ないた
め。H23年度より一般競争入札
へ移行する。

H23年度

単価契
約

-

所在する事業所にガスを供給で
きる業者が存在しなかったた
め。また、ガス受給契約を複数
年度を前提に契約を締結してお
り、契約更改時期を待たざるを
得ないため。H22年度より一般
競争入札へ移行する。

H22年度

単価契
約

備

考

茨城県つくば市天王台
3-1
実大三次元震動破壊実験装置 独立行政法人防災科学
サーボ弁交換工事
技術研究所
契約担当役 理事 袴着
実

平成21年4月1日

三菱重工業株式会社
関西支社

契約事務規程第20条
第1項第2号
選定業者は、本装置の
製作業者であり、サー
ボ弁交換後における装
置の性能保証をさせる
ため、責任の所在が不
明確にならないよう交
換工事・開放点検整備
作業は同メーカーに責 非公表
任もって実施させる必
要がある。この装置・
機器の納入業者である
選定業者のみが保証
が可能であり、他社が
受注しても装置の性能
保証ができないため、
選定業者と契約を締結
した。

63,000,000円

-

-

実験装置の特殊性からサーボ
弁交換後における装置の性能
保証を一体的に求めるもので、
履行できる業者が他に存在しな
かったため。H22年度より随意
契約事前確認公募を行い、複
数者の参加がある場合には、
一般競争入札へ移行する。

H22年度

【様式２】
平成２２年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの
(独立行政法人名：防災科学技術研究所

契約名称及び内容

保安警備（機械警備）

庁舎保安業務

契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名
称及び所在地

茨城県つくば市天王台31
独立行政法人防災科学
技術研究所
契約担当役 理事 袴着
実

茨城県つくば市天王台31
独立行政法人防災科学
技術研究所
契約担当役 理事 袴着
実

）

契約締結日

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
た業務方法書又は会
計規程等の根拠条文
及び理由

契約事務規程第２０条
第１項第９号
警備業務にあたり、現
在設置されているセン
サーや通信機は選定
業者の物品であるた
め、仮に他社が受注し
た場合には、センサー
等の撤去作業を行った
上で、新たに、センサー
の種類や性能等を考慮
し、設置箇所の検討お
よび、当所負担による
配線作業を行う必要が
茨城県水戸市吉沢町３ 生じる。また当所は通
５７番地の１
常の企業に比べ敷地
平成21年4月1日
新安全警備保障株式 面積も広く、設置及び
撤去作業に、膨大な作
会社
業量が要求され、当所
にとって費用が大きくか
さんでしまい、結果、非
効率である。加えて、入
札情報から現在の警備
情報が外部に公表され
るリスクもある。以上の
理由から、選定業者と
契約することが、当所
にとって有利となる特
別な事由を有している
ことが明らかであるた
め、契約を締結した。

東京都渋谷区神宮前
平成21年4月1日 一丁目５番１号
セコム株式会社

契約事務規程第２０条
第１項第９号
警備業務にあたり、現
在設置されているセン
サーや通信機は選定
業者の物品が設置され
ており、選定業者でな
ければ、現在設置され
ているセンサーを使用
して本業務を履行でき
ないため、選定業者と
契約を締結した。

予定価格

契約金額

落札率

随意契約によらざ
再就職の
随意契約によらざるを得ない事由 るを得ない場合の 備
役員の数
根拠区分

非公表

4,271,400円

-

-

現在設置されているセンサーや通
信機は選定業者の物品であるた
め、仮に他社が受注した場合に
は、センサー等の撤去作業を行っ
た上で、新たに、センサーの種類
や性能等を考慮し、設置箇所の
検討および、当所負担による配線
作業を行う必要が生じるため。

非公表

2,721,600円

-

-

選定業者でなければ既存設備を
使用して本業務を履行できないた
め。

14

19

考

茨城県つくば市天王台31
リアルタイム気象データ配信作 独立行政法人防災科学
業
技術研究所
契約担当役 理事 袴着
実

本件は、気象業務法第
２４条の２９第一項が達
成条件であり、気象庁
東京都千代田区神田
長官が指定した民間気
錦町3-17
平成21年4月1日
象業務支援センターで
財団法人 気象業務支
該当するのは、選定業
援センター
者が唯一であるため、
契約を締結した。
選定業者は昭和４７年
度から同センターの警
備業務を請け負ってお
り、既に機械警備シス
新潟県新潟市中央区 テムが設置されてい
る。また選定業者は、
平成21年4月1日 新光町１－１０
セコム上信越株式会社 緊急時には１５分以内
に到着できる位置に待
機場所をもうけており
迅速な対応ができるた
め。

雪氷防災研究センター建物警
報警備

茨城県つくば市天王台31
独立行政法人防災科学
技術研究所
契約担当役 理事 袴着
実

会計監査業務

茨城県つくば市天王台31
独立行政法人防災科学
技術研究所
理事長 岡田 義光

東京都新宿区津久戸
平成21年8月25日 町1-2
あずさ監査法人

茨城県つくば市天王台31
独立行政法人防災科学
技術研究所
契約担当役 理事 森脇
寛

契約事務規程第20条
第1項第2号
本件は、災害リスク情
報プラットフォームに関
する研究で使用してい
る建築構造解析プログ
ラムRESPに対し、ソー
東京都中野区本町4- スコードの改変を伴う
38-13 日本ホルスタイ 機能追加作業を行うも
のである。選定業者
平成21年12月1日 ン会館内
株式会社構造計画研 は、同プログラムの開
発・販売元であり、ソー
究所
スコードを改変し機能を
追加・拡張する権利を
独占している。したがっ
て、本件を実施すること
ができる唯一の業者で
あるため、契約を締結
した。

RESPの解析機能の追加作業

会計規程第２９条第２
項第５号
選定業者は、会計監査
人の候補者名簿の中
から主務大臣に選定さ
れた会計監査人であ
り、契約を締結した。

非公表

1,550,100円

-

-

法令の規定により、気象庁長官が
指定した民間気象業務支援セン
ターで該当するのは、選定業者が
唯一であるため。

1

非公表

1,384,740円

-

-

選定業者でなければ既存設備を
使用して本業務を履行できないた
め。

19

非公表

8,200,000円

-

-

独立行政法人通則法の規定によ
り、会計監査人は、主務大臣が選
任することとされているため。

1

非公表

4,693,500円

-

-

排他的権利（著作権）により相手
方が特定されるものであるため。

19

