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廃棄物処理・資源化施設における石
綿飛散状況調査業務

H22.1.18
（財）上越環境科学センター
新潟県上越市下門前1666

平成22年1月15日に本件に係る一般競争入札を実施したが、
再度の入札に付しても落札者がなく、本業務を行うに際し、日
程上再度公告入札は行えないことから、最低入札額であった本
選定業者と随意契約を行うものである。
(契約事務取扱細則第29条第2項)

- 2,677,500 - - 不落随契

放射伝達計算ソフトウェアの汎用ＧＰ
Ｕ向け最適化業務

H22.1.28
（株）ＨＰＣソリューションズ
東京都中央区日本橋箱崎町5-14

平成22年1月26日に本件に係る一般競争入札を実施したが、
再度の入札に付しても落札者がなく、本業務を行うに際し、日
程上再度公告入札は行えないことから、最低入札額であった本
選定業者と随意契約を行うものである。
(契約事務取扱細則第29条第2項)

- 9,429,000 - - 不落随契

平成21事業年度独立行政法人通則
法第39条に基づく監査業務

H22.1.29
あずさ監査法人
東京都千代田区内幸町2-2-3

本業務は、12月1日に企画競争方式により公示を行い、2者より
企画書の提出があった。会計監査人候補者審査委員会におい
て、企画書の内容を審査した結果、あずさ監査法人は監査実
施体制、業務実績等高く評価され、契約候補者として相応しい
ものと判断された。この結果を主務官庁へ報告し、独立行政法
人通則法第40条の規定により主務大臣より会計監査人として
あずさ監査法人が選任された。以上より、あずさ監査法人を本
業務の相手方として随意契約を行うものである。
（会計規程第36条第1項第1号）

- 16,695,000 - - 企画競争

SATABeastストレージオンサイト保守
１式

H22.1.5
デル（株）
神奈川県川崎市幸区堀川町580

本業務は、平成18年度に一般競争入札にて同社が設置・導入
したシステムの保守を行うものであるが、3年間の無償保証期
間後に引き続き保守を行うもので障害時の責任所在の切り分
けなど設置・導入者でなければ本業務を実施することは不可能
であることから、本業務を履行可能な唯一の相手方であるた
め、随意契約を行うものである。
（会計規程第36条第1項第1号）

- 1,171,590 - -

化学構造解析ソフトウェア　１式 H22.1.5
（株）菱化システム
東京都中央区新川1-28-38

本選定業者は、当該ソフトウェア開発会社（Daylight社）の国内
総代理店であり、製造会社からの直接購入は無理なことから、
本ソフトウェアを購入可能な唯一の相手方であるため、随意契
約を行うものである。
（会計規程第36条第1項第1号）

- 2,425,500 - -

東アジアの水・物質循環評価システ
ムGISデータセット　１式

H22.1.6
（株）日本科学技術研修所
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-11

本選定業者は、当該データベースの開発・販売を行っている者
であり、代理店を通さず直接販売する形態を取っていることか
ら本業務を履行可能な唯一の相手方であるため、随意契約を
行うものである。
（会計規程第36条第1項第1号）

- 5,775,000 - -

河川・下水道統合流出解析ソフトウェ
ア　１式

H22.1.6
江守商事（株）
福井県福井市毛矢1-6-23

本選定業者は、当該ソフトウェア開発会社（Wallingford
Software社）の国内総代理店であり、製造会社からの直接購入
は無理なことから、本ソフトウェアを購入可能な唯一の相手方
であるため、随意契約を行うものである。
（会計規程第36条第1項第1号）

- 20,760,600 - -

底質環境シミュレーターシステムメン
テナンス

H22.1.13
（株）三洋
茨城県つくば市大曽根道陸神
2708-1

本業務は、柴田科学（株）が設計・製造を行った本機器につい
て点検整備・設定変更等を行うものであるが、本選定業者は本
システムのメンテナンス業務についての販売権限を柴田科学
（株）から一任されているものであり、本業務を契約可能な唯一
の相手方であるため、随意契約を行うものである。
（会計規程第36条第1項第1号）

- 3,465,000 - -
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最適化問題プログラミングソフトウェ
ア　１式

H22.1.14 GAMS DEVELOPMENT CORPORATION

本選定業者は、当該ソフトウェア製造会社であり、本物品の販
売に当たっては代理店を通さず直接販売を行う形態をとってい
ることから、本業務を履行可能な唯一の相手方であるため、随
意契約を行うものである。
（会計規程第36条第1項第1号）

- 3,530,352 - -

平成21年度埋立処分シミュレータ設
備定期点検業務

H22.1.15
小糸工業（株）
神奈川県横浜市戸塚区前田町
100

本業務は、実際の埋立処分地の環境を模擬できるよう開発さ
れた埋立シミュレータ設備の定期点検であるが、当施設は小糸
工業（株）が開発・製作を行ったもので、本業務を履行可能な唯
一の相手方であるため、随意契約を行うものである。
（会計規程第36条第1項第1号）

- 1,491,000 - -

温室効果気体観測装置をボーイング
777-200ER型機に搭載するための機
体改造準備業務

H22.1.15
(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

本業務の遂行には、観測装置を搭載するために改造を実施で
きる国際線ボーイング777-200ER型機を有し、改造の能力・経
験を有していること及び温室効果気体の観測装置を航空機に
搭載し、観測飛行を実施するための経験・知識を有することが
求められるが、本選定業者はこれらの条件を満たす唯一の相
手方であるため、随意契約を行うものである。
（会計規程第36条第1項第1号）

- 73,716,200 - -

光イオン化用エキシマランプ　１式 H22.1.15 OPTIMARE GmbH

本選定業者は、当該装置を製造・販売を行っている者であり、
代理店を通さず直接販売する形態を取っていることから本業務
を履行可能な唯一の相手方であるため、随意契約を行うもので
ある。
（会計規程第36条第1項第1号）

- 2,915,373 - -

長江水質・水量データベース作成業
務

H22.1.18
中国科学院地理科学与資源研究
所

本業務は、中国科学院地理科学与資源研究所と当研究所の
間で合意した協定書に基づき実施する長江下流大通ステー
ションでの水質データ測定・データベースの作成業務であるが、
当協定書により測定のための費用の一部を負担することとして
おり本業務を履行可能な唯一の相手方であるため、随意契約
を行うものである。
（会計規程第36条第1項第1号）

- 1,890,000 - -

可搬型可視近赤外分光放射計　１式 H22.1.18
（株）イメージワン
東京都新宿区西新宿2-7-1

本選定業者は、当該装置製造会社（米国ASD社）の国内総代
理店であり、製造会社からの直接購入は無理なことから、本業
務を履行可能な唯一の相手方であるため、随意契約を行うも
のである。
（会計規程第36条第1項第1号）

- 14,961,744 - -

分布型流出解析ソフト群　１式 H22.1.18
DHI Japan
神奈川県横浜市神奈川区西神奈
川1-13-12

本選定業者は、当該ソフトウェア開発会社（デンマーク水理環
境研究所(DHI)）の国内総代理店であり、製造会社からの直接
購入は無理なことから、本ソフトウェアを購入可能な唯一の相
手方であるため、随意契約を行うものである。
（会計規程第36条第1項第1号）

- 3,874,500 - -

東アジア域産業活動量指標データ
１式

H22.1.18
（株）三菱総合研究所
東京都千代田区大手町2-3-6

本選定業者は、当該データベースの開発・販売を行っている者
であり、代理店を通さず直接販売する形態を取っていることか
ら本業務を履行可能な唯一の相手方であるため、随意契約を
行うものである。
（会計規程第36条第1項第1号）

- 6,492,150 - -
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漢江流域の水文データセット　１式 H22.1.18 長江水資源保護科学研究所

本業務は、流域管理モデル検証のため漢江中下流域の水量・
水質等の水文データを購入するものであるが、本データは長江
水利委員会水資源保護科学研究所が観測・所有しており、本
物品の販売に当たっては代理店を通さず直接販売を行う形態
をとっていることから、本業務を履行可能な唯一の相手方であ
るため、随意契約を行うものである。
（会計規定第36条第1項第1号）

- 3,024,000 - -

エアロゾル及び雲データ取得装置　１
式

H22.1.19
（株）プリード
東京都福生市加美平1-26-8

本選定業者は、当該装置を製造・販売を行っている者であり、
代理店を通さず直接販売する形態を取っていることから本業務
を履行可能な唯一の相手方であるため、随意契約を行うもので
ある。
（会計規程第36条第1項第1号）

- 27,788,670 - -

化学構造解析ツールソフトウェア　１
式

H22.1.21
（株）菱化システム
東京都中央区新川1-28-38

本選定業者は、当該ソフトウェア開発会社（DayLight社）の国内
総代理店であり、製造会社からの直接購入は無理なことから、
本ソフトウェアを購入可能な唯一の相手方であるため、随意契
約を行うものである。
（会計規程第36条第1項第1号）

- 1,713,600 - -

中国遼寧省瀋陽市再生資源発生
データ　１式

H22.1.21 中国科学院応用生態学研究所

本業務は、廃棄物等の都市活動と産業活動から発生する再生
資源の分布量を解析するための統計データを購入するもので
あるが、未処理段階の統計データの所有者である中国瀋陽市
からは、機密保持の観点等から国立研究機関である中国科学
院のみ当該データの収集・整備・販売を行うことができる、との
判断が下されていることから、本業務を履行可能な唯一の相手
方であるため、契約の相手方として選定し、随意契約とするも
のである。
(会計規程第36条第1項第1号)

- 3,000,000 - -

電子ジャーナルサービス「Ｓｃｉｅｎｃｅ
Ｄｉｒｅｃｔ　Reference Works」の購入　１
式

H22.1.21 Elsevire B.V

　本業務は、Ｅｌｓｅｖｉｒｅ社から出版される購読紙(冊子体）に電子
ジャーナル版を付加し、利用するものである。
　本製品については、製造を行っている本選定業者との直接契
約でしか入手できないため、本業務を遂行できる唯一の相手方
であるため、随意契約を行うものである。
　(会計規程第36条第1項第1号）

- 2,934,880 - -

電子ジャーナルサービス「Ｓｃｉｅｎｃｅ
Ｄｉｒｅｃｔ」の追加更新　１式

H22.1.21 Ｅｌｓｅｖｉｒｅ　Ｂ．Ｖ

　本業務は、Ｅｌｓｅｖｉｒｅ社から出版される購読紙(冊子体）に電子
ジャーナル版を付加し、利用するものである。
　本製品については、製造を行っている本選定業者との直接契
約でしか入手できないため、本業務を遂行できる唯一の相手方
であるため、随意契約を行うものである。
　(会計規程第36条第1項第1号）

- 7,750,444 - -

引用文献データベースWeb of
Scienceの追加更新　１式

H22.1.22 Thomson Reuters Inc.

本選定業者は、本データベースの製造者であり、日本国内に正
規販売代理店を有しないことから、本データベースを購入可能
な唯一の相手方であるため、随意契約を行うものである。
（会計規程第36条第1項第1号）

- 8,963,202 - -

GOSAT CAI L1B+プロダクトおよび
FTS観測点ブラウズ画像の高品質化
業務

H22.1.26
富士通(株）
茨城県つくば市竹園2-16-27

本業務は、平成20年度に一般競争入札にて同社が落札し開発
したソフトウェアの追加機能開発業務であるが、非常に短期間
での作業となるため開発したソフトウェアに精通しているだけで
なく、すでに運用を開始しているGOSAT DHFの運用に支障が
生じないよう業務を行う必要があり、当ソフトウェアを開発した
同社でなければ実施することは不可能である。以上のことから
本選定業者が履行可能な唯一の相手方であるため、随意契約
を行うものである。
（会計規定第36条第1項第1号）

- 5,670,000 - -
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生態系・生物多様性情報用サーバ群
構築業務

H22.1.27
富士通(株）
茨城県つくば市竹園2-16-27

本業務は、現在運用している生態系・生物多様性情報データ
ベースを別途調達中の新規サーバへ移行及びサーバ群の再
構築を行うものであるが、多数のコンテンツや各種設定を確
認・整理して移行するため、NIES運用のシステム(GBIF DATA
PROVIDER)と同種のシステムをこれまで運用していることが必
須であるが。このようなシステムはNIESほか国立遺伝学研究所
にしか存在せず、富士通株式会社は国立遺伝学研究所のシス
テムの運用管理を行っている。以上のことから、同社が本業務
を履行可能な唯一の相手方であるため、随意契約を行うもので
ある。
（会計規程第36条第1項第1号）

- 9,475,200 - -

※公表対象契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載し
た場合には予定調達総額を記載する。
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