独立行政法人から公益法人への支出に関する随意契約に係る情報の公開（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日 行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

様式３－２

公益法人の場合
公共工事の名称、場所、期間及び種別

契約担当者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業務方法書又は会計
予定価格
規定等の根拠規定及び理由

契約金額

再就職の
落札率
役員の数

備考
公益法人の区分

実大三次元震動破壊実験装置 三次元継手球面軸
受交換工事
茨城県つくば市天王台3-1
兵庫県三木市志染町三津田字西亀屋1501-21
独立行政法人防災科学技術研究所
兵庫耐震工学研究センター
契約担当役 理事 石井 利和
平成25年9月30日～明治33年1月0日

海底ケーブル保護管設置工事
仕様書のとおり
平成25年4月16日～平成25年9月30日

試料保管庫新築工事
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
平成25年10月1日～平成26年3月31日
海底部機器の敷設工事（三陸沖北部ルート）
仕様書のとおり
平成25年11月1日～平成26年3月31日
樽前山火山観測施設観測井掘削工事及び付帯工事
仕様書のとおり
平成25年11月6日～平成26年5月30日
北海道駒ヶ岳火山観測施設観測井掘削工事及び付
帯工事
仕様書のとおり
平成25年11月6日～平成26年3月31日
江東地殻活動観測施設改修工事
仕様書のとおり
平成25年12月14日～平成26年3月17日
樽前山モラップ山火山観測施設新設に伴う電気工事
北海道苫小牧市
平成25年12月17日～平成26年3月31日

平成25年4月1日

山口県下関市東大和町二丁目１６番１号
三菱重工業株式会社 原動機事業本部

契約事務規程第20条第1項第2号 Ｅ-ディフェ
ンスで採用している球面軸受を装備した継手方
式は三菱重工業株式会社の特許技術である。
そのため、交換用の球面軸受も、同社が設計
製造したものであることから、その交換におい
ては、この継手方式の製造・組み立てのノウハ
ウをもって初めて細部の寸法、公差の確保や、
品質・性能が満足されるものとなるため、三菱
重工業株式会社に全責任もって実施させる必
要がある。このことを考慮すれば、この装置の
設計・製造・性能試験をおこない納入した三菱
重工業株式会社のみが全責任をもって施工実
施が保証可能であり、当該工事の実施が可能
な唯一の者として選定する。

-

205,800,000

-

0

-

10,770,900

-

0

-

47,775,000

-

0

-

1,123,500,000

-

0

-

132,498,000

-

0

-

130,200,000

-

0

-

12,285,000

-

0

-

4,406,000

-

0

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 石井 利和

平成25年4月15日

宮城県仙台市青葉区国分町1-6-9
株式会社不動テトラ 東北支店

契約事務規程第20条第１項第3号 防災科研
では、日本海溝海底地震津波観測網の構築を
行っている。
亘理町の海底ケーブル陸揚げ地点は、茨城・
福島沖及び宮城・岩手沖海底地震津波観測シ
ステムの２システムの海底ケーブル陸揚げ地
点となり、海洋調査の結果等を踏まえ且つ関係
機関等の調整、交渉、承諾等を得て、この場所
を海底ケーブル陸揚げ地点に選定した。
ところが、この海底ケーブル陸揚げ地点である
亘理町は、現在、亘理町災害復興事業計画に
基づき、水産庁所管の海岸堤防整備が進めら
れていることが判明したため、水産庁に当該観
測網の構築事業を説明すると共に海底ケーブ
ル保護管の設置に関して、相談したところ、防
波堤工事が完了する前で且つ防波堤工事の履
行に支障が生じない範囲であれば海底ケーブ
ル保護管の設置を行っても良いとの回答を得
た。
その後、水産庁の紹介により、海岸防波堤工
事の受注業者である株式会社不動テトラと海
底ケーブル保護管設置工事に関して協議した
ところ、海底ケーブル保護管の材料調達期間
及び防波堤工事の工程を踏まえた場合、平成
25年4月15日までに、契約を締結することが必
須であるとの回答があった。
上記の条件を満たす者は、水産庁が発注元
で現に履行中の海岸堤防整備事業の契約相
手方である本選定業者をおいて他にはない。

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 石井 利和

平成25年9月30日

茨城県筑西市藤ケ谷２０７５番地
株式会社田中工務店

契約事務規程第15条
競争に付したが、不落であったことから、最低
価格の入札を行った者と契約を締結した。

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 石井 利和
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 石井 利和
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 石井 利和
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 石井 利和
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 石井 利和

契約事務規程第15条
競争に付したが、不落であったことから、最低
価格の入札を行った者と契約を締結した。
北海道札幌市白石区本郷通９丁目北４番５ 契約事務規程第15条
平成25年11月5日 号
競争に付したが、不落であったことから、最低
株式会社アクアジオテクノ
価格の入札を行った者と契約を締結した。

平成25年10月31日

東京都港区芝５丁目７番１号
日本電気株式会社

北海道札幌市豊平区平岸１条８丁目２番３０ 契約事務規程第15条
平成25年11月5日 号
競争に付したが、不落であったことから、最低
株式会社ドリリング計測
価格の入札を行った者と契約を締結した。
平成25年12月13日

茨城県坂東市木間ヶ瀬１０９３８番地
古谷建設株式会社

平成25年12月16日

北海道室蘭市中島町4丁目17番33号
株式会社耕電設

契約事務規程第15条
競争に付したが、不落であったことから、最低
価格の入札を行った者と契約を締結した。
契約事務規程第15条
競争に付したが、入札者がなかったことから、
履行可能な業者と契約を締結した。

国所管、都道府県所管の区分

応札・応募者数

公益法人の場合
公共工事の名称、場所、期間及び種別

契約担当者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業務方法書又は会計
予定価格
規定等の根拠規定及び理由

契約金額

再就職の
落札率
役員の数

備考
公益法人の区分

樽前山苔の洞門火山観測施設新設に伴う電気工事
北海道千歳市
平成25年12月19日～平成26年3月31日
強震観測施設の移設工事
福島県南会津郡
平成26年3月19日～平成26年6月30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 石井 利和
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 石井 利和

契約事務規程第15条
競争に付したが、入札者がなかったことから、
履行可能な業者と契約を締結した。
福島県南会津郡只見町大字只見字原６１０ 契約事務規程第15条
平成26年3月18日 番地
競争に付したが、不落であったことから、最低
美馬建設株式会社
価格の入札を行った者と契約を締結した。

平成25年12月18日

北海道室蘭市中島町4丁目17番33号
株式会社耕電設

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

-

4,998,000

-

0

-

4,298,400

-

0

国所管、都道府県所管の区分

応札・応募者数

独立行政法人から公益法人への支出に関する随意契約に係る情報の公開（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日 行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

様式３－４

公益法人の場合
物品役務等の名称及び数量

契約担当者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

地震・火山観測網整備及び維持管理業務

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 石井 利和

平成25年4月1日

エルゼビア電子ジャーナルの閲覧ライセンス

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 石井 利和

Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, The
平成25年4月1日 Netherlands
Elsevier B.V.

海老名ＸバンドＭＰレーダーの点検調整作業

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 石井 利和

平成25年4月1日

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3-1
独立行政法人防災科学技術研究所
契約担当役 理事 石井 利和

深層地震観測施設等庁舎機械警備業務

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 石井 利和

機械警備業務

アジア・太平洋における地震観測網の運用・
管理支援業務
雪氷防災研究センター雪氷環境実験室建物
清掃作業
乗用自動車雇い上げ（兵庫タクシー）

リアルタイム気象データ配信作業

つくばWAN回線提供サービス

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 石井 利和

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 石井 利和
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 石井 利和
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 石井 利和

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 石井 利和

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 石井 利和

「土地利用変化シナリオを用いた地域気候シ
ミュレーション技術の開発（土地利用変化シ
茨城県つくば市天王台3-1
ミュレーション技術の開発・高度化）」「風水害 独立行政法人防災科学技術研究所
脆弱性評価に基づく適応シミュレーション技術 契約担当役 理事 石井 利和
の開発（適応を考慮した土地利用シナリオの
茨城県つくば市天王台3-1
活断層の詳細位置情報等に関する調査研究 独立行政法人防災科学技術研究所
契約担当役 理事 石井 利和
茨城県つくば市天王台3-1
兵庫耐震工学研究センター見学対応業務
独立行政法人防災科学技術研究所
契約担当役 理事 石井 利和

東京都千代田区猿楽町１－５－１８
公益財団法人地震予知総合研究振興会

随意契約によることとした業務方法書又は会計
予定価格
規定等の根拠規定及び理由

契約事務規程第15条
競争に付したが、不落であったことから、最低
価格の入札を行った者と契約を締結した。
契約事務規程第２０条第１項第２号
当該電子ジャーナルの作成・提供を行っている
Elsevier B.V.は、代理店を指定せず直接販売
契約を行っている。以上の理由から選定業者と
契約を締結した。
契約事務規程第２０条第１項第２号
本件レーダーシステムは特殊な観測システム
であり、一体として保証できる業者は、三菱電
機（株）以外ない。その営業事務を唯一委託さ
れている本選定業者と契約を締結した。

契約金額

再就職の
落札率
役員の数

-

329,175,000

-

0

-

1,916,559

-

0

-

2,992,500

-

0

新潟県新潟市中央区新光町1番地10
セコム上信越株式会社

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。

-

1,179,360

-

0

東京都渋谷区神宮前１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。

-

2,811,684

-

0

茨城県水戸市吉沢町357-1
新安全警備保障株式会社

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。

-

2,860,200

-

0

-

9,975,000

-

0

-

3,874,500

-

0

-

1,125,084

-

0

東京都千代田区神田錦町３－１７
一般財団法人 気象業務支援センター

契約事務規程第２０条第１項第２号
本件は、マルチパラメータレーダの検証、補正
に必要な、気象庁による観測の結果、予報に
関する情報等をリアルタイムで配信するもので
ある。選定業者は気象業務法第２４条の２８に
おいて気象庁長官が指定した民間気象業務支
援センターに該当する唯一の組織であるため
契約を締結した。

-

1,034,400

-

0

平成25年4月1日

茨城県つくば市春日三丁目２４番１６
公益財団法人国際科学振興財団

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。

-

18,900,000

-

0

平成25年4月1日

茨城県つくば市小野川１６番地２
独立行政法人国立環境研究所

文部科学省の公募型委託研究であり、当研究
所が再委託先と共同で研究を行う中核機関と
して研究課題を提案し決定されたものである。

-

26,780,000

-

0

平成25年4月1日

東京都千代田区猿楽町１－５－１８
公益財団法人地震予知総合研究振興会

企画競争により契約相手方を選定した結果、
契約を締結した。

-

24,999,999

-

0

平成25年4月4日

契約事務規程第15条
兵庫県三木市緑が丘町中一丁目11番15号
競争に付したが、不落であったことから、最低
震動実験総合エンジニアリング株式会社
価格の入札を行った者と契約を締結した。

-

4,935,000

-

0

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

東京都港区新橋五丁目２７番１号
西菱電機株式会社 東京支社

契約事務規程第15条
競争に付したが、不落であったことから、最低
価格の入札を行った者と契約を締結した。
契約事務規程第15条
福島県南相馬市原町区上渋佐字原田435-1
平成25年4月1日
競争に付したが、不落であったことから、最低
有限会社トラスティ・ネット・システム
価格の入札を行った者と契約を締結した。
契約事務規程第２０条第１項第９号
兵庫県神戸市灘区岩屋北町７－２－２４
平成25年4月1日
本件は、公募した結果、選定業者から応募が
兵庫県タクシー事業協同組合
あり、契約を締結した。
平成25年4月1日

平成25年4月1日

茨城県土浦市文京町８－２１
関東情報サービス株式会社

備考
公益法人の区分

国所管、都道府県所管の区分

応札・応募者数

公財

国所管

1

公財

国所管

1

公財

国所管

1
単価契約

公益法人の場合
物品役務等の名称及び数量

契約担当者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業務方法書又は会計
予定価格
規定等の根拠規定及び理由

契約金額

再就職の
落札率
役員の数

備考
公益法人の区分

茨城県つくば市天王台3-1
木更津XバンドMPレーダーの入力電源用UPS
独立行政法人防災科学技術研究所
の復旧作業
契約担当役 理事 石井 利和
茨城県つくば市天王台3-1
10火山23観測施設工事の設計図書整備業務 独立行政法人防災科学技術研究所
契約担当役 理事 石井 利和
茨城県つくば市天王台3-1
地震観測用高精度AD装置等
独立行政法人防災科学技術研究所
契約担当役 理事 石井 利和
茨城県つくば市天王台3-1
Kaバンドレーダー送信管とTRリミッタの交換お
独立行政法人防災科学技術研究所
よび観測前点検調整
契約担当役 理事 石井 利和

契約事務規程第20条1項第2号
本件のＸバンドＭＰレーダーは、二偏波同時送
東京都杉並区荻窪四丁目３０番１６号
受信型ＭＰレーダーに改造を行った特殊システ
平成25年4月16日
日本無線 株式会社
ムで、この調整を行える業者は、設計・製作・改
造を行った日本無線㈱以外にないため、契約
を締結した。
契約事務規程第15条
大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目６番２号
平成25年5月20日
競争に付したが、不落であったことから、最低
株式会社日建設計シビル
価格の入札を行った者と契約を締結した。
栃木県塩谷郡高根沢町大字宝積寺２０２１ 契約事務規程第15条
平成25年5月23日 －５
競争に付したが、不落であったことから、最低
株式会社計測技研
価格の入札を行った者と契約を締結した。

平成25年6月13日

-

3,139,500

-

0

-

19,950,000

-

0

-

393,750,000

-

0

東京都港区芝大門１－１－３０
西菱電機株式会社 東京支社

契約事務規程第２０条第１項第２号
本件レーダーシステムは特殊な観測システム
であり、一体として保証できる業者は、三菱電
機（株）以外ない。その営業事務を唯一委託さ
れている本選定業者と契約を締結した。

-

2,016,000

-

0

-

56,700,000

-

0

実大三次元震動破壊実験装置 サーボ弁交
換作業

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 石井 利和

平成25年6月13日

山口県下関市東大和町二丁目１６番１号
三菱重工業株式会社 原動機事業本部

契約事務規程第20条第1項第2号
交換後における実大三次元震動破壊実験装
置が設計数値どおりの性能で加振出来ること
を保証させるためには、この交換作業と付随す
る運転調整・開放点検整備作業を、この装置を
熟知し関連技術を保有している三菱重工業株
式会社に全責任もって実施させる必要がある。
このことを考慮すれば この装置・機器の製造
業者である三菱重工業株式会社のみが保証
が可能であり、他社が受注しても装置の性能
保証が出来ないため三菱重工業株式会社を当
該サーボ弁交換作業の実施可能な唯一の者と
して選定業者と契約を締結した。

浅層観測点用高感度地震観測装置

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 石井 利和

平成25年6月13日

川崎市高津区坂戸1-20-1
株式会社ミツトヨ 営業本部 特機営業部

契約事務規程第15条
競争に付したが、不落であったことから、最低
価格の入札を行った者と契約を締結した。

-

225,750,000

-

0

契約事務規程第20条第1項第2号
房総沖海底地震津波観測システムの海底部機
器は、加速度型地震計及び速度型地震計、津
波計、傾斜計からなるセンサ部と伝送部・光増
幅部・電源部、これらを収容する耐圧容器で構
成される観測ユニット22台を約30km間隔で光
海底ケーブルと接続した全長約735kmからな
り、それを水深約7,000mまでの海底に敷設し、
25年以上にわたって連続運用する機器である
ため、性能異常の早期発見と予防保全に万全
を期す必要がある。
海底への敷設にあたり、ケーブル敷設船への
積み込み作業時から敷設完了時までに至る過
程において、常時、房総沖海底地震津波観測
システム海底部機器の機械的・電気的な特性
及び性能が保持された状態であることを確認・
保証させる必要がある。
特に、この海底部機器は、水深約7,000mまで
の海底に敷設することとなるため機器の特性
及び性能が保持されていることの確認を敷設
時に厳密に行わなければならない。
上記のことから、房総沖海底地震津波観測シ
ステム海底部機器の細部まで熟知し、関連技
術を保有する海底部機器の設計・製作業者で
ある日本電気株式会社を作業実施可能な唯一
の者として選定する。

-

63,000,000

-

0

-

589,050,000

-

0

房総沖海底地震津波観測システム海底部機
器の船積み及び積み降ろし等作業

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 石井 利和

平成25年6月14日

東京都港区芝５丁目７番１号
日本電気株式会社

中深層地震観測装置更新

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 石井 利和

平成25年6月19日

契約事務規程第15条
神奈川県横浜市西区みなとみらい２－３－５
競争に付したが、不落であったことから、最低
株式会社ＯＣＣ
価格の入札を行った者と契約を締結した。

国所管、都道府県所管の区分

応札・応募者数

公益法人の場合
物品役務等の名称及び数量

契約担当者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業務方法書又は会計
予定価格
規定等の根拠規定及び理由

契約金額

再就職の
落札率
役員の数

備考
公益法人の区分

スーパーコンピュータシステム撤去作業

スーパーコンピュータシステム（再リース）

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 石井 利和

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 石井 利和

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 石井 利和
茨城県つくば市天王台3-1
10火山23観測施設における速度型広帯域地
独立行政法人防災科学技術研究所
震計
契約担当役 理事 石井 利和
茨城県つくば市天王台3-1
高感度地震観測装置用信号ケーブル接続部
独立行政法人防災科学技術研究所
（春日）
契約担当役 理事 石井 利和
茨城県つくば市天王台3-1
無人航空機による気象観測作業
独立行政法人防災科学技術研究所
契約担当役 理事 石井 利和
茨城県つくば市天王台3-1
高感度地震観測装置の回収・設置（別海東
独立行政法人防災科学技術研究所
他）
契約担当役 理事 石井 利和
磁気ディスク装置の保守

「えどがわマップ」を用いた一般公開向けＭＰ
レーダ画像表示機能拡張業務

多目的仮設型警報システム装置

東京都渋谷区恵比寿４－２０－３ 恵比寿
平成25年6月27日 ガーデンプレイスタワー３１階
日本SGI株式会社

契約事務規程第20条第1項第2号
選定業者は、スーパーコンピュータシステムの
製造及び納入業者であり、７月からの同システ
ムの運用継続を担保しつつ、削減対象の機器
を安全かつ正確に撤去、搬出が遂行できる技
術・サポート体制を有する唯一の業者であるた
め契約を締結した。

-

3,297,000

-

0

東京都渋谷区恵比寿４－２０－３ 恵比寿
平成25年6月27日 ガーデンプレイスタワー３１階
日本SGI株式会社

契約事務規程第20条第1項第3号
選定業者は、現スーパーコンピュータシステム
のリース会社およびスーパーコンピュータの供
給業者である。現スーパーコンピュータシステ
ムの再リースの契約が可能であり、またシステ
ムを安定的に運用できる技術を有するのは選
定業者のみであるため契約を締結した。

-

241,500,000

-

0

-

11,999,925

-

0

-

80,430,000

-

0

-

1,848,000

-

0

-

1,942,500

-

0

-

20,580,000

-

0

平成25年6月28日

茨城県水戸市南町３－４－１４
株式会社日立システムズ 茨城支店

平成25年7月2日

東京都武蔵野市中町３－２７－２６
クローバテック株式会社

平成25年7月2日

川崎市高津区坂戸1-20-1
株式会社ミツトヨ 営業本部 特機営業部

平成25年7月17日

横浜市磯子区東町6-18
フジ・インバック株式会社

平成25年7月18日

東京都国立市中2丁目13番地の39
有限会社ウエルテック

契約事務規程第15条
競争に付したが、入札者がなかったことから、
履行可能な業者と契約を締結した。
契約事務規程第15条
競争に付したが、不落であったことから、最低
価格の入札を行った者と契約を締結した。
契約事務規程第15条
競争に付したが、不落であったことから、最低
価格の入札を行った者と契約を締結した。
契約事務規程第15条
競争に付したが、不落であったことから、最低
価格の入札を行った者と契約を締結した。
契約事務規程第15条
競争に付したが、不落であったことから、最低
価格の入札を行った者と契約を締結した。

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 石井 利和

契約事務規程第２０条第１項第２号 江戸川区
が現在運用しているwebGISシステムを保証で
神戸市中央区磯上通二丁目２－２１ 三宮グ
きる業者は、実質的な管理を行い、区より外部
平成25年7月22日 ランドビル５F
委託されている(株)ドーン以外ない。その業務
株式会社ドーン
一体を保証できる本選定業者と契約を締結し
た。

-

2,835,000

-

0

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 石井 利和

契約事務規程第20条1項第2号
本件はX-MP情報に基づく河川の警報システム
の新しい運用方法及び運用システムの効果の
検証に利用する警報システムを作成する。検
証結果は横浜市に技術移転するため、本件で
作成する警報システムは横浜市の現行の警報
システムと同じ構成である必要がある。このた
め、横浜市の現行のを警報システムの製作者
である株式会社ユニメーションシステムと契約
を締結した。

-

2,940,000

-

0

-

289,800,000

-

0

-

47,985,000

-

0

-

1,249,500

-

0

-

1,995,000

-

0

茨城県つくば市天王台3-1
10火山23観測施設における孔井式地震傾斜
独立行政法人防災科学技術研究所
観測装置
契約担当役 理事 石井 利和
茨城県つくば市天王台3-1
機動的火山観測施設データ収録装置
独立行政法人防災科学技術研究所
契約担当役 理事 石井 利和
茨城県つくば市天王台3-1
高感度地震観測装置用信号ケーブル接続部
独立行政法人防災科学技術研究所
の修理（森）
契約担当役 理事 石井 利和

茨城県つくば市天王台3-1
３次元溶岩流シミュレーションコードLavaSIM改
独立行政法人防災科学技術研究所
修作業
契約担当役 理事 石井 利和

平成25年7月25日

神奈川県横浜市磯子区西町１１－８
株式会社ユニメーションシステム

平成25年7月29日

神奈川県川崎市高津区坂戸1-20-1
株式会社ミツトヨ 営業本部 特機営業部

栃木県塩谷郡高根沢町大字宝積寺２０２１
平成25年7月31日 －５
株式会社計測技研
平成25年8月28日

平成25年8月28日

神奈川県川崎市高津区坂戸1-20-1
株式会社ミツトヨ 営業本部 特機営業部

東京都江東区新砂一丁目6番27号
株式会社日立製作所

契約事務規程第15条
競争に付したが、不落であったことから、最低
価格の入札を行った者と契約を締結した。
契約事務規程第15条
競争に付したが、不落であったことから、最低
価格の入札を行った者と契約を締結した。
契約事務規程第15条
競争に付したが、不落であったことから、最低
価格の入札を行った者と契約を締結した。
契約事務規程第20条第1項第2号
本件は3 次元溶岩流シミュレーションコード
LavaSIMに発生している不具合を特定し、それ
らを改修する業務である。LavaSIMの著作権は
選定業者が保有しており、そのソースコードの
改変についてはこの業者のみが実施可能であ
るため、契約を締結した。

国所管、都道府県所管の区分

応札・応募者数

公益法人の場合
物品役務等の名称及び数量

契約担当者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業務方法書又は会計
予定価格
規定等の根拠規定及び理由

契約金額

再就職の
落札率
役員の数

備考
公益法人の区分

茨城県つくば市天王台3-1
雪氷防災実験棟特殊実験設備１６年半点検整
独立行政法人防災科学技術研究所
備
契約担当役 理事 石井 利和

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 石井 利和
E-Simulatorによる地盤および建築，土木構造 茨城県つくば市天王台3-1
物の地震応答シミュレーションのためのコード 独立行政法人防災科学技術研究所
開発および解析業務
契約担当役 理事 石井 利和
茨城県つくば市天王台3-1
10火山23観測施設における孔井式地震傾斜
独立行政法人防災科学技術研究所
観測装置の設置（本州地域）
契約担当役 理事 石井 利和
濃尾断層帯における準定常地震観測点の撤
去作業

平成25年8月30日

神奈川県大和市下鶴間1634
株式会社東洋製作所

平成25年9月12日

岐阜県本巣市小柿８０７－１
株式会社栄興業

平成25年9月25日

東京都江東区豊洲３－２－２０
株式会社アライドエンジニアリング

平成25年9月27日

東京都国立市中2丁目13番地の39
有限会社ウエルテック
東京都港区芝浦４－１３－２３
有限責任監査法人 トーマツ

会計監査業務

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 石井 利和

平成25年9月30日

３次元波動場レンダリングシステムの機能追
加

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 石井 利和

東京都渋谷区恵比寿４－２０－３ 恵比寿
平成25年10月8日 ガーデンプレイスタワー３１階
日本SGI株式会社

偏波ドップラーレーダー点検調整

高感度地震観測装置の回収・設置（志賀他）
高速AD変換ボード
高感度地震観測装置用検出器の修理（宇美
他）

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 石井 利和

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 石井 利和
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 石井 利和
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 石井 利和

茨城県つくば市天王台3-1
木更津XバンドMPレーダーのクライストロン交
独立行政法人防災科学技術研究所
換作業
契約担当役 理事 石井 利和

茨城県つくば市天王台3-1
海中重力計の小型化のための統合型重力計
独立行政法人防災科学技術研究所
の試作
契約担当役 理事 石井 利和
茨城県つくば市天王台3-1
MPレーダによる降水コア自動検出パッケージ
独立行政法人防災科学技術研究所
プログラムの作成
契約担当役 理事 石井 利和
茨城県つくば市天王台3-1
電話交換機等の更新及び放送設備の増設
独立行政法人防災科学技術研究所
契約担当役 理事 石井 利和
茨城県つくば市天王台3-1
可搬型広帯域地震計
独立行政法人防災科学技術研究所
契約担当役 理事 石井 利和
茨城県つくば市天王台3-1
降雨等計測システム整備
独立行政法人防災科学技術研究所
契約担当役 理事 石井 利和
茨城県つくば市天王台3-1
ドップラーライダー及びマイクロ波放射計の設
独立行政法人防災科学技術研究所
置場所選定支援作業
契約担当役 理事 石井 利和

平成25年10月8日

東京都杉並区荻窪四丁目３０番１６号
日本無線 株式会社

平成25年10月9日

東京都国立市中2丁目13番地の39
有限会社ウエルテック

平成25年10月18日

東京都立川市柏町４－５６－１
株式会社ミッシュインターナショナル

平成25年10月22日

神奈川県川崎市高津区坂戸1-20-1
株式会社ミツトヨ 営業本部 特機営業部

平成25年10月25日

東京都杉並区荻窪四丁目３０番１６号
日本無線 株式会社

平成25年10月25日

神奈川県横浜市金沢区福浦２－４－７
株式会社キュー・アイ

平成25年11月5日

東京都千代田区神田練塀町３
サイバネットシステム株式会社

平成25年11月18日

新潟県長岡市新産２－１１－１
株式会社東西電機商会

平成25年11月27日

埼玉県さいたま市南区太田窪２－２－１９
応用地震計測株式会社

平成25年11月29日

茨城県つくば市上ノ室字入定原２０２７－１
株式会社コスモテック 東日本事業部

平成25年11月29日

東京都豊島区東池袋３丁目1番1号
一般財団法人日本気象協会

契約事務規程第20条第1項第2号
選定業者は、雪氷防災実験棟の降雪装置Aに
ついて特許権を取得しており、他社では本装置
の取り扱いは不可能である。また、この特殊実
験設備の設計・製作は選定業者が行っており、
各装置のシステム制御の保守を行える者は、
選定業者以外に無く、さらに点検後の安定稼
働を保証しうる業者は、選定業者しかないた
め、契約を締結した。
契約事務規程第15条
競争に付したが、不落であったことから、最低
価格の入札を行った者と契約を締結した。
契約事務規程第15条
競争に付したが、不落であったことから、最低
価格の入札を行った者と契約を締結した。
契約事務規程第15条
競争に付したが、不落であったことから、最低
価格の入札を行った者と契約を締結した。
契約事務規程第20条1項6号
企画競争により契約相手方の候補者を選定
し、独立行政法人通則法第40条の規定により
主務大臣が選任した結果、契約を締結した。
契約事務規程第15条
競争に付したが、不落であったことから、最低
価格の入札を行った者と契約を締結した。
契約事務規程第２０条第１項第２号
当該2編波ドップラーレーダーは、先端的なレー
ダー技術を駆使して1994年に独自に開発・導
入し、2005年に改修を行った特殊な観測システ
ムであり、レーダーシステム全体を一体として
性能を保障できる請負業者が本件を実施する
必要がある。そのため、当該レーダーの設計・
製作・改修を行った本選定業者と契約を締結し
た。
契約事務規程第15条
競争に付したが、不落であったことから、最低
価格の入札を行った者と契約を締結した。
契約事務規程第15条
競争に付したが、不落であったことから、最低
価格の入札を行った者と契約を締結した。
契約事務規程第15条
競争に付したが、不落であったことから、最低
価格の入札を行った者と契約を締結した。
契約事務規程第20条1項第2号
本件のＸバンドＭＰレーダーは、二偏波同時送
受信型ＭＰレーダーに改造を行った特殊システ
ムで、このレーダーに関して調整を行える業者
は、設計・製作・改造を行った日本無線㈱以外
にないため、契約を締結した。
契約事務規程第15条
競争に付したが、不落であったことから、最低
価格の入札を行った者と契約を締結した。
契約事務規程第15条
競争に付したが、不落であったことから、最低
価格の入札を行った者と契約を締結した。
契約事務規程第15条
競争に付したが、不落であったことから、最低
価格の入札を行った者と契約を締結した。
契約事務規程第15条
競争に付したが、不落であったことから、最低
価格の入札を行った者と契約を締結した。
契約事務規程第15条
競争に付したが、不落であったことから、最低
価格の入札を行った者と契約を締結した。
契約事務規程第15条
競争に付したが、不落であったことから、最低
価格の入札を行った者と契約を締結した。
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-
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国所管、都道府県所管の区分

応札・応募者数

公益法人の場合
物品役務等の名称及び数量

契約担当者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3-1
高感度・広帯域地震観測用高精度AD装置の
独立行政法人防災科学技術研究所
機能強化
契約担当役 理事 石井 利和

携帯型高分解能熱画像装置
南海トラフ地震関連地域における災害事例
データベースの出展資料収集

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 石井 利和
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 石井 利和

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

栃木県塩谷郡高根沢町大字宝積寺２０２１
平成25年12月9日 －５
株式会社計測技研

平成25年12月13日

山形県山形市大手町８番２０号
株式会社ナルセ

平成25年12月17日

東京都多摩市落合1-6-5-1004
株式会社防災地理調査

随意契約によることとした業務方法書又は会計
予定価格
規定等の根拠規定及び理由

会計規程第２９条第２項第１号（契約事務規程
第２０条第１項第２号）
本件は、高感度地
震観測網および広帯域地震観測網に設置され
ている高精度AD装置ならびに電源装置に対
し、観測データ収集用通信回線に支障が生じ
た場合でも、これらの機器のみで回線停止期
間中のデータ蓄積および回線復帰後の自動
データ回収を実現させるためのソフトウェア改
修を行い、装置自体の機能強化を実施するも
のである。
本件では、機能強化した装置を新たに手配す
るのではなく、既存の装置上で稼働するソフト
ウェアを改修することにより、機能強化を実現
するものである。既に各施設に設置されている
高精度AD装置ならびに電源装置は、選定業者
の製品であり、選定業者ではなければ現在設
置されている機器に対する本業務を履行するこ
とはできない。
上記理由により、株式会社計測技研を作業実
施可能な唯一の業者として選定する。

契約事務規程第15条
競争に付したが、不落であったことから、最低
価格の入札を行った者と契約を締結した。
契約事務規程第15条
競争に付したが、不落であったことから、最低
価格の入札を行った者と契約を締結した。

契約金額

再就職の
落札率
役員の数

-

11,550,000

-

0

-

3,790,500

-

0

-

1,260,000

-

0

-

4,301,686

-

0

-

11,557,222

-

0

-

3,297,000

-

0

-

3,675,000

-

0

備考
公益法人の区分

国所管、都道府県所管の区分

応札・応募者数

公財

国所管

1

会計規程第２９条第２項第１号（契約事務規定
第２０条第１項第７号）

平成２２年国勢調査データ

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 石井 利和

茨城県つくば市天王台3-1
10火山23観測施設における孔井式地震傾斜
独立行政法人防災科学技術研究所
観測装置の設置（樽前山・北海道駒ヶ岳）
契約担当役 理事 石井 利和
茨城県つくば市天王台3-1
高速多チャンネルデータ収録装置
独立行政法人防災科学技術研究所
契約担当役 理事 石井 利和

茨城県つくば市天王台3-1
木更津XバンドMPレーダーの導波管塩害対策
独立行政法人防災科学技術研究所
作業及び点検調整作業
契約担当役 理事 石井 利和

本件は、現在実施中の「自然災害に対するハ
ザード・リスク評価に関する研究」において、
東京都千代田区神田神保町3-6 能楽書林 メッシュ単位での人口データを算定するために
平成25年12月20日 ビル5階
使用するものである。
公益財団法人統計情報研究開発センター
公益財団法人統計情報研究開発センター
は、別添の直販販売証明書に示すように、内
閣総理大臣認定（平成２４年４月）による公益
法人であり、本件で購入する平成２２年国勢調
査データは、当財団が直接販売しており、代理
店または他の業者では販売していない。

平成25年12月26日
平成26年1月15日

平成26年1月20日

東京都国立市中2丁目13番地の39
有限会社ウエルテック
東京都港区芝大門１－９－９
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社

東京都杉並区荻窪四丁目３０番１６号
日本無線株式会社

契約事務規程第15条
競争に付したが、不落であったことから、最低
価格の入札を行った者と契約を締結した。
契約事務規程第15条
競争に付したが、不落であったことから、最低
価格の入札を行った者と契約を締結した。
契約事務規程第20条1項第2号
本件のＸバンドＭＰレーダーは、二偏波同時送
受信型ＭＰレーダーに改造を行った特殊システ
ムで、この調整を行える業者は、設計・製作・改
造を行った日本無線㈱以外にないため、契約
を締結した。

公益法人の場合
物品役務等の名称及び数量

契約担当者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業務方法書又は会計
予定価格
規定等の根拠規定及び理由

契約金額

再就職の
落札率
役員の数

備考
公益法人の区分

会計規程第２９条第２項第１号（契約事務規程
第２０条第１項第２号）本件は、現行のスー
パーコンピュータシステムで使用している無停
電電源装置を防災情報システムでも引き続き
利用するために必要となる作業を実施するもの
である。

茨城県つくば市天王台3-1
スーパーコンピュータ棟無停電電源装置の整
独立行政法人防災科学技術研究所
備
契約担当役 理事 石井 利和

平成26年2月4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 石井 利和

平成26年2月13日

IT震度計改造震度表示通信装置

茨城県つくば市天王台3-1
雪氷防災実験棟特殊実験設備１７年点検整備 独立行政法人防災科学技術研究所
契約担当役 理事 石井 利和

東京都墨田区太平４丁目３番８号
株式会社昭電

-

0

-

2,625,000

-

0

神奈川県大和市下鶴間1634
株式会社東洋製作所

契約事務規程第20条第1項第2号
選定業者は、雪氷防災実験棟の降雪装置Aに
ついて特許権を取得しており、他社では本装置
の取り扱いは不可能である。また、この特殊実
験設備の設計・製作は選定業者が行っており、
各装置のシステム制御の保守を行える者は、
選定業者以外に無く、さらに点検後の安定稼
働を保証しうる業者は、選定業者しかないた
め、契約を締結した。

-

19,425,000

-

0

-

1,281,000

-

0

-

1,522,500

-

0

契約事務規程第20条1項第2号
選定業者は、現在のスーパーコンピュータシス
テムの製造及び納入業者であり、情報セキュリ
ティ対策のために撤去の際に必要となる磁気
ディスクシステム装置のデータ消去作業も含め
て対象の機器を安全かつ正確に撤去、搬出が
遂行できる唯一の業者であるため契約を締結
した。

-

1,998,000

-

0

契約事務規定第２０条第１項第２号
東京都千代田区永田町2-10-3 東急キャピ 本件で購入するＮＴＴドコモ環境センサーネット
平成26年3月7日 トルタワー13階
ワークによる実況値は、選定業者が直接販売
株式会社NTTドコモ
しており、代理店または他の業者では販売して
いないため契約を締結した。

-

2,494,327

-

0

平成26年2月25日

平成26年2月26日

東京都港区芝大門１－１－３０
西菱電機株式会社 東京支社

土質調査

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 石井 利和

平成26年2月28日

北海道札幌市中央区南７条西１丁目１３
明治コンサルタント株式会社

気象データ

29,715,000

契約事務規程第15条
競争に付したが、不落であったことから、最低
価格の入札を行った者と契約を締結した。

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 石井 利和

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 石井 利和

-

茨城県つくば市筑穂１－１１－８
ヤトロ電子株式会社

Kaバンドレーダー送信管の取付調整

茨城県つくば市天王台3-1
スーパーコンピュータシステムに関わるデータ
独立行政法人防災科学技術研究所
消去および機器撤去作業
契約担当役 理事 石井 利和

選定業者は該当の無停電電源装置システムの
導入業者であり、周辺装置の設計、製作、接続
作業も行ったことから、無停電電源装置システ
ム全体を最も熟知している唯一の業者である。
また、現行の自動停止管理装置の接続に関わ
る設計、接続作業なども行っている。さらに、毎
年の定期点検を実施しており、運用開始から5
年半を経過した現在まで安定的に稼働してき
た実績がある。
本作業では、無停電電源装置本体の部品交換
作業と同時に現行の無停電電源システム全体
の最終試験調整も合わせて行う必要があるこ
とから、選定業者は、防災情報システムにおい
ても該当の無停電電源装置を安定して利用す
るために必要となる蓄電池等の部品交換およ
び試験調整を適切かつ安全に実施できる唯一
の会社と判断されるため、契約を締結した。

東京都渋谷区恵比寿４－２０－３ 恵比寿
平成26年3月6日 ガーデンプレイスタワー３１階
日本SGI株式会社

契約事務規程第２０条第１項第２号本件のKa
バンドレーダーは、先端的なレーダー技術を駆
使して2000年に独自に開発・導入した特殊な
観測システムであり，レーダーシステムの機能
を一体として保証できる請負業者が本件を実
施する必要がある．これが可能である業者は，
当該レーダーの設計・製作を行った三菱電機
株式会社以外に無いため締結した。
契約事務規程第15条
競争に付したが、不落であったことから、最低
価格の入札を行った者と契約を締結した。

国所管、都道府県所管の区分

応札・応募者数

公益法人の場合
物品役務等の名称及び数量

契約担当者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業務方法書又は会計
予定価格
規定等の根拠規定及び理由

契約金額

再就職の
落札率
役員の数

備考
公益法人の区分

三陸沖北部海底地震津波観測システム海底
部機器の船積み等作業

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 石井 利和

茨城県つくば市天王台3-1
地震・火山観測データ伝送基盤サービスの機
独立行政法人防災科学技術研究所
能強化
契約担当役 理事 石井 利和

平成26年3月11日

東京都港区芝５丁目７番１号
日本電気株式会社

東京都千代田区内幸町一丁目１番６号
平成26年3月11日 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会
社

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

契約事務規程第20条第1項第2号
三陸沖北部海底地震津波観測システムの海
底部機器は、加速度型地震計及び速度型地震
計、津波計、傾斜計からなるセンサ部と伝送
部・光増幅部・電源部、これらを収容する耐圧
容器で構成される観測ユニット28台を約30km
間隔で光海底ケーブルと接続した全長約
900kmからなり、それを水深約6,000mまでの海
底に敷設し、25年以上にわたって連続運用す
る機器であるため、性能異常の早期発見と予
防保全に万全を期す必要がある。
海底への敷設にあたり、ケーブル敷設船への
積み込み作業時において、常時、三陸沖北部
及び宮城・岩手沖海底地震津波観測システム
海底部機器の機械的・電気的な特性及び性能
が保持された状態であることを確認・保証させ
る必要がある。
特に、この海底部機器は、水深約6,000mまで
の海底に敷設することとなるため機器の特性
及び性能が保持されていることの確認を厳密
に行わなければならない。
上記のことから、三陸沖北部及び宮城・岩手
沖海底地震津波観測システム海底部機器の細
部まで熟知し、関連技術を保有する海底部機
器の設計・製作業者である日本電気株式会社
を作業実施可能な唯一の者として選定する。

-

48,495,300

-

0

契約事務規程第２０条第１項第２号
本件では、基盤的地震・火山観測網のデータを
収集・配信するためのサービス「地震・火山観
測データ伝送基盤サービス（以下、EarthLAN
サービス）」の機能を強化し、火山観測網で得
られるデータを安定かつ迅速に防災科研へ伝
送できるようにする。
本機能追加作業は、既存EarthLANサービスに
機能を追加することによってのみ完遂されるこ
とから、EarthLANサービスを現在提供している
唯一の本選定業者のみがそれを遂行できる。

-

1,995,000

-

0

国所管、都道府県所管の区分

応札・応募者数

