
主務省名 国土交通省  

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

独立行政法人建築研究所 82 567,369,527 78 451,324,562 0 0 39 155,056,225 78 451,324,562 78 451,324,562 0 0 4 116,044,965

うち契約方式の見直し うちその他の見直し

一者応札・一者応募 点検結果（注4)

法人名

独立行政法人の平成２０年度契約点検結果【取りまとめ　一者応札・一者応募】

（単位：円）

仕様書の変更 参加条件の変更 公告期間の見直し その他

うち契約方式を変更せず、条件等の見直しを実施



【様式２-２】

独立行政法人名：独立行政法人建築研究所　

仕様書
の変更

参加要
件の変
更

公告期
間見直
し

その他

契約価格
の妥当性
に関する
こと(注10)

仕様書の
内容

参加要件
公告期間
の確保

その他の
指摘事項

契約価格
の妥当性
に関する
こと(注10)

仕様書の
変更

参加要件
の変更

公告期間
見直し

その他

契約価格
の妥当性
に関する
こと(注10)

1
物理探査手法による浅層地震波速度構
造推定に関する研修用実験

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年7月18日
応用地質（株）茨城支
店

一般競争 1,202,250 1,155,000 96.1% ○ ○ ○

・参加要件として受注実績を設け
る場合、公的機関であることなど
発注元の制限は設けない。
・経過年数制限を設ける場合は１
０年程度とする。
・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

2
防犯まちづくり推進のための調査マニュ
アル作成補助業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年8月4日
（株）市浦ハウジング＆
プランニング東京支店

一般競争 3,223,500 3,150,000 97.7% ○ ○ ○

・参加要件として受注実績を設け
る場合、公的機関であることなど
発注元の制限は設けない。
・経過年数制限を設ける場合は１
０年程度とする。
・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

3
コンジョイント分析による建物緑化の経
済的価値把握調査業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年8月7日
八千代エンジニアリン
グ（株）茨城事務所

一般競争 2,164,050 2,100,000 97.0% ○ ○ ○

・参加要件として受注実績を設け
る場合、公的機関であることなど
発注元の制限は設けない。
・経過年数制限を設ける場合は１
０年程度とする。
・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

4
住宅・住環境において発生する事故・災
害等に対する意識と対策・行動に関する
アンケート調査および因果分析業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年8月7日
（有）生活環境工房あく
と

一般競争 3,192,000 3,150,000 98.7% ○ ○ ○

・参加要件として受注実績を設け
る場合、公的機関であることなど
発注元の制限は設けない。
・経過年数制限を設ける場合は１
０年程度とする。
・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

5
断熱外皮の防露性能評価のための熱
水分・空気移動計算ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのｲﾝﾀｰﾌｪｲ
ｽ開発業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年9月1日 (株)山内設計室 一般競争 1,764,000 1,732,500 98.2% ○ ○ ○

・参加要件として受注実績を設け
る場合、公的機関であることなど
発注元の制限は設けない。
・経過年数制限を設ける場合は１
０年程度とする。
・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

6
建築物の地震後の修復性評価に関する
検討および機能性低下を考慮した復旧
シナリオ構築に関する検討業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年11月19日
ＮＰＯ法人耐震総合安
全機構

一般競争 4,984,350 4,491,900 90.1% ○ ○ ○

・参加要件として受注実績を設け
る場合、公的機関であることなど
発注元の制限は設けない。
・経過年数制限を設ける場合は１
０年程度とする。
・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

7
住宅用換気システムの換気性能評価の
ための換気・空調負荷計算業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年12月3日 （株）山内設計室 一般競争 3,274,950 2,992,500 91.4% ○ ○ ○

・参加要件として受注実績を設け
る場合、公的機関であることなど
発注元の制限は設けない。
・経過年数制限を設ける場合は１
０年程度とする。
・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

契約方式
の変更

左記の具体的内容
（点検前の改善点に対する評価、指摘事
項がない場合はその理由）

契約方
式に関
する指
摘

その他見
直し

左記の具体的内容（改善点なし
の場合その理由）

(単位：円、人）

見直し区
分(注9)

点検の結
果、適当
とされた
契約方式

（注8)

点検結果

契約方
式の見
直し

契約監視委員会等からの指摘事項（注6) 指摘事項等に対する具体的取組み（注7)

契約名称及び内容 予定価格 契約金額 落札率
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

契約方式（注4)

点検前に自ら改善することとした内容(注5)

入札、契約条件等の改善

平成20年度契約点検結果【一者応札・一者応募】

契約方式を変更せず、条件等の見直しを行う

備　　考No.

その他
の指摘

入札、契約条件等の指摘

その他
の見直
し

左記の具体的内容

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
契約締結日



【様式２-２】

独立行政法人名：独立行政法人建築研究所　

仕様書
の変更

参加要
件の変
更

公告期
間見直
し

その他

契約価格
の妥当性
に関する
こと(注10)

仕様書の
内容

参加要件
公告期間
の確保

その他の
指摘事項

契約価格
の妥当性
に関する
こと(注10)

仕様書の
変更

参加要件
の変更

公告期間
見直し

その他

契約価格
の妥当性
に関する
こと(注10)

契約方式
の変更

左記の具体的内容
（点検前の改善点に対する評価、指摘事
項がない場合はその理由）

契約方
式に関
する指
摘

その他見
直し

左記の具体的内容（改善点なし
の場合その理由）

(単位：円、人）

見直し区
分(注9)

点検の結
果、適当
とされた
契約方式

（注8)

点検結果

契約方
式の見
直し

契約監視委員会等からの指摘事項（注6) 指摘事項等に対する具体的取組み（注7)

契約名称及び内容 予定価格 契約金額 落札率
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

契約方式（注4)

点検前に自ら改善することとした内容(注5)

入札、契約条件等の改善

平成20年度契約点検結果【一者応札・一者応募】

契約方式を変更せず、条件等の見直しを行う

備　　考No.

その他
の指摘

入札、契約条件等の指摘

その他
の見直
し

左記の具体的内容

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
契約締結日

8
長期材齢における高強度コンクリートの
強度予測計算プログラム作成

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年12月5日 （株）テクニカルスルー 一般競争 1,736,700 1,674,750 96.4% ○ ○ ○

・参加要件として受注実績を設け
る場合、公的機関であることなど
発注元の制限は設けない。
・経過年数制限を設ける場合は１
０年程度とする。
・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

9
住宅・建築用エネルギーシステムプロト
タイプ検証実験測定業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年12月12日 （株）メック 一般競争 4,105,500 4,095,000 99.7% ○ ○ ○

・参加要件として受注実績を設け
る場合、公的機関であることなど
発注元の制限は設けない。
・経過年数制限を設ける場合は１
０年程度とする。
・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

10
太陽熱給湯試作ユニット検証実験測定
業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年12月15日 （株）メック 一般競争 4,159,050 4,147,500 99.7% ○ ○ ○

・参加要件として受注実績を設け
る場合、公的機関であることなど
発注元の制限は設けない。
・経過年数制限を設ける場合は１
０年程度とする。
・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

11
３次元流体可視化用東京都心建物デー
タ作成業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年12月19日
（株）ハオ技術コンサル
タント事務所

一般競争 2,089,500 1,995,000 95.5% ○ ○ ○

・参加要件として受注実績を設け
る場合、公的機関であることなど
発注元の制限は設けない。
・経過年数制限を設ける場合は１
０年程度とする。
・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

12
住宅設備の省エネルギー性能に関する
実証実験補助業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年12月19日 （株）メック 一般競争 1,503,600 1,449,000 96.4% ○ ○ ○

・参加要件として受注実績を設け
る場合、公的機関であることなど
発注元の制限は設けない。
・経過年数制限を設ける場合は１
０年程度とする。
・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

13 断熱防露計算業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年12月19日 （株）山内設計室 一般競争 2,396,100 2,100,000 87.6% ○ ○ ○

・参加要件として受注実績を設け
る場合、公的機関であることなど
発注元の制限は設けない。
・経過年数制限を設ける場合は１
０年程度とする。
・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

14
平成２０年度ヒートアイランド数値解析業
務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年12月19日 みずほ情報総研(株) 一般競争 4,246,200 4,095,000 96.4% ○ ○ ○

・参加要件として受注実績を設け
る場合、公的機関であることなど
発注元の制限は設けない。
・経過年数制限を設ける場合は１
０年程度とする。
・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1
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15
鋼材ダンパーを用いた耐震補強設計と
エネルギー法による計算業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年12月24日
（社）日本建築構造技
術者協会

一般競争 2,294,250 1,942,500 84.7% ○ ○ ○

・参加要件として受注実績を設け
る場合、公的機関であることなど
発注元の制限は設けない。
・経過年数制限を設ける場合は１
０年程度とする。
・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

16
データベース及び積算資料に基づく建
築物の地震後の機能回復性評価に関
する業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年12月24日
（社）日本建築構造技
術者協会

一般競争 3,557,400 2,992,500 84.1% ○ ○ ○

・参加要件として受注実績を設け
る場合、公的機関であることなど
発注元の制限は設けない。
・経過年数制限を設ける場合は１
０年程度とする。
・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

17 補修材料の透気性・透水性試験業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年12月24日
（株）八洋コンサルタン
ト

一般競争 3,151,050 3,150,000 100.0% ○ ○ ○

・参加要件として受注実績を設け
る場合、公的機関であることなど
発注元の制限は設けない。
・経過年数制限を設ける場合は１
０年程度とする。
・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

18 袖壁付き柱曝露試験体の劣化調査業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成21年1月7日
（株）八洋コンサルタン
ト

一般競争 1,273,650 1,197,000 94.0% ○ ○ ○

・参加要件として受注実績を設け
る場合、公的機関であることなど
発注元の制限は設けない。
・経過年数制限を設ける場合は１
０年程度とする。
・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

19 柏崎市西本町（喬柏園）地盤調査業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成21年1月19日
（株）東京ソイルリサー
チ茨城営業所

一般競争 1,919,400 1,680,000 87.5% ○ ○ ○

・参加要件として受注実績を設け
る場合、公的機関であることなど
発注元の制限は設けない。
・経過年数制限を設ける場合は１
０年程度とする。
・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

20
地震リスク認知の国際比較に関する調
査検討業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年9月8日 政策研究大学院大学 企画競争 7,742,700 7,721,805 99.7% ○ ○ ○

・経過年数制限を設ける場合は１
０年程度とする。
・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

○

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること。また、本件にかかる
参加要件については、ハードル
が高く、一者応募の一因となって
いる可能性もあるので、今後同
種の発注に当たっては、要件の
緩和について検討されたい。

○ ○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
・参加要件について過度の制約
とならないよう検討を行う。
等の改善方策を講じる。

3 1

21
既存建築ストックの再生・活用に関する
制度インフラ等の調査および再生モデ
ル検討業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年9月9日
（株）市浦ハウジング＆
プランニング東京支店

企画競争 11,072,250 11,000,000 99.3% ○ ○ ○

・参加要件として受注実績を設け
る場合、公的機関であることなど
発注元の制限は設けない。
・経過年数制限を設ける場合は１
０年程度とする。
・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

3 1



【様式２-２】

独立行政法人名：独立行政法人建築研究所　

仕様書
の変更

参加要
件の変
更

公告期
間見直
し

その他

契約価格
の妥当性
に関する
こと(注10)

仕様書の
内容

参加要件
公告期間
の確保

その他の
指摘事項

契約価格
の妥当性
に関する
こと(注10)

仕様書の
変更

参加要件
の変更

公告期間
見直し

その他

契約価格
の妥当性
に関する
こと(注10)

契約方式
の変更

左記の具体的内容
（点検前の改善点に対する評価、指摘事
項がない場合はその理由）

契約方
式に関
する指
摘

その他見
直し

左記の具体的内容（改善点なし
の場合その理由）

(単位：円、人）

見直し区
分(注9)

点検の結
果、適当
とされた
契約方式

（注8)

点検結果

契約方
式の見
直し

契約監視委員会等からの指摘事項（注6) 指摘事項等に対する具体的取組み（注7)

契約名称及び内容 予定価格 契約金額 落札率
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

契約方式（注4)

点検前に自ら改善することとした内容(注5)

入札、契約条件等の改善

平成20年度契約点検結果【一者応札・一者応募】

契約方式を変更せず、条件等の見直しを行う

備　　考No.

その他
の指摘

入札、契約条件等の指摘

その他
の見直
し

左記の具体的内容

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
契約締結日

22
改良型換気量変動式換気システムの総
合性能評価実験補助業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年10月31日 （財）ベターリビング 企画競争 7,825,650 7,014,000 89.6% ○ ○ ○

・参加要件として受注実績を設け
る場合、公的機関であることなど
発注元の制限は設けない。
・経過年数制限を設ける場合は１
０年程度とする。
・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

3 1

23
民生用エネルギー消費量削減のための
シナリオ策定の基礎データ収集補助業
務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年12月16日 （株）野村総合研究所 企画競争 3,157,350 2,979,900 94.4% ○ ○ ○

・参加要件として受注実績を設け
る場合、公的機関であることなど
発注元の制限は設けない。
・経過年数制限を設ける場合は１
０年程度とする。
・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

3 1

24
消費者の住宅に対する要求明確化のた
めのデータ整備および支援プログラム
作成業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年12月22日 大元　康弘　事務所 企画競争 4,538,100 4,494,000 99.0% ○ ○ ○

・参加要件として受注実績を設け
る場合、公的機関であることなど
発注元の制限は設けない。
・経過年数制限を設ける場合は１
０年程度とする。
・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

3 1

25
住宅用省エネ改修ガイドライン作成補助
業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成21年1月23日 (株)岩村アトリエ 企画競争 2,358,300 1,984,500 84.1% ○ ○ ○

・参加要件として受注実績を設け
る場合、公的機関であることなど
発注元の制限は設けない。
・経過年数制限を設ける場合は１
０年程度とする。
・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

3 1

26
中心市街地における市街地再生プロ
ジェクトの費用・便益推計手法開発のた
めの調査・検討業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成21年2月19日 政策研究大学院大学 企画競争 7,082,250 7,000,000 98.8% ○ ○ ○

・参加要件として受注実績を設け
る場合、公的機関であることなど
発注元の制限は設けない。
・経過年数制限を設ける場合は１
０年程度とする。
・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

3 1

27
「既存建築ストックの再生・活用手法に
関する研究」に関する研究開発業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年4月1日
株式会社アイキューブ
つくば

一般競争 5,278,770 5,278,770 100.0% ○ ○

・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

28
ＲＣ構造研究に関する研究開発業務・そ
の他補助業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年4月1日
株式会社アデコつくば
支社

一般競争 4,901,526 4,398,786 89.7% ○ ○

・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1



【様式２-２】

独立行政法人名：独立行政法人建築研究所　

仕様書
の変更

参加要
件の変
更

公告期
間見直
し

その他

契約価格
の妥当性
に関する
こと(注10)

仕様書の
内容

参加要件
公告期間
の確保

その他の
指摘事項

契約価格
の妥当性
に関する
こと(注10)

仕様書の
変更

参加要件
の変更

公告期間
見直し

その他

契約価格
の妥当性
に関する
こと(注10)

契約方式
の変更

左記の具体的内容
（点検前の改善点に対する評価、指摘事
項がない場合はその理由）

契約方
式に関
する指
摘

その他見
直し

左記の具体的内容（改善点なし
の場合その理由）

(単位：円、人）

見直し区
分(注9)

点検の結
果、適当
とされた
契約方式

（注8)

点検結果

契約方
式の見
直し

契約監視委員会等からの指摘事項（注6) 指摘事項等に対する具体的取組み（注7)

契約名称及び内容 予定価格 契約金額 落札率
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

契約方式（注4)

点検前に自ら改善することとした内容(注5)

入札、契約条件等の改善

平成20年度契約点検結果【一者応札・一者応募】

契約方式を変更せず、条件等の見直しを行う

備　　考No.

その他
の指摘

入札、契約条件等の指摘

その他
の見直
し

左記の具体的内容

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
契約締結日

29
ＲＣ構造研究に関する研究開発業務及
び通訳・翻訳業務・その他業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年4月1日
株式会社アデコつくば
支社

一般競争 5,404,266 5,027,400 93.0% ○ ○

・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

30
火災安全工学に関する研究開発業務・
その他補助業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年4月1日
株式会社アデコつくば
支社

一般競争 4,901,526 4,358,567 88.9% ○ ○

・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

31
既存住宅流通促進のための手法開発に
関する地域住宅計画等研究調査補助業
務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年4月1日
株式会社アデコつくば
支社

一般競争 4,901,526 4,876,578 99.5% ○ ○

・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

32 既存浄化槽対策に関する研究開発業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年4月1日
株式会社アデコつくば
支社

一般競争 5,027,400 4,599,882 91.5% ○ ○

・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

33
建築環境工学（熱・エネルギー）に関す
る研究開発業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年4月1日 株式会社アミル 一般競争 4,901,526 4,273,290 87.2% ○ ○

・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

34
建築物の施工及び木質系材料に関する
研究開発業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年4月1日
株式会社つくば電気通
信

一般競争 2,840,775 2,769,685 97.5% ○ ○

・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

35
室内環境に関する研究開発業務・その
他補助業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年4月1日
株式会社アデコつくば
支社

一般競争 5,278,770 4,358,567 82.6% ○ ○

・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1
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36

人口減少社会に対応した都市・居住空
間の再編手法に関する研究の地域運営
に必要となる基礎情報の整理分析研究
開発業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年4月1日
テンプスタッフ株式会
社

一般競争 4,594,464 4,585,140 99.8% ○ ○

・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

37
耐震構造研究に関する研究開発業務・
その他補助業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年4月1日
株式会社つくば電気通
信

一般競争 4,901,526 4,776,030 97.4% ○ ○

・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

38
都市・居住空間再編に関する研究開発
業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年4月1日
株式会社アデコつくば
支社

一般競争 4,855,694 4,381,587 90.2% ○ ○

・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

39
ヒートアイランド対策に関する研究開発
業務・その他補助業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年4月1日
株式会社アデコつくば
支社

一般競争 4,875,938 4,501,035 92.3% ○ ○

・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

40
非構造部材の被害防止技術の開発研
究及び耐風構造研究に関する研究開発
業務・その他補助業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年4月1日
株式会社つくば電気通
信

一般競争 4,901,526 4,511,808 92.0% ○ ○

・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

41
平成２０年度企画調査課企画補助に関
する「書籍等の製作・編集」及び「広告デ
ザイン」等業務・その他業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年4月1日
株式会社つくば電気通
信

一般競争 9,891,487 8,953,207 90.5% ○ ○

・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

42
平成２０年度国際地震工学センターホー
ムページ用データベースシステム構築
業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年4月1日
株式会社アイキューブ
つくば

一般競争 1,688,400 1,339,464 79.3% ○ ○

・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1
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点検前に自ら改善することとした内容(注5)

入札、契約条件等の改善

平成20年度契約点検結果【一者応札・一者応募】

契約方式を変更せず、条件等の見直しを行う

備　　考No.

その他
の指摘

入札、契約条件等の指摘

その他
の見直
し

左記の具体的内容

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
契約締結日

43
建築人間工学調査及び実験に係る研究
開発業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年10月28日
テンプスタッフ株式会
社

一般競争 2,065,534 1,918,067 92.9% ○ ○

・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

44 平成２０年度クレーン保守業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年4月9日 （株）神内電機製作所 一般競争 14,684,500 14,168,425 96.5% ○ ○ ○

・経過年数制限を設ける場合は１
０年程度とする。
・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

45
実大構造物実験棟ＪＡ・ＪＢ加振機用部
品交換修理業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年10月24日 三菱重工業（株） 一般競争 2,239,650 2,047,500 91.4% ○ ○ ○

・参加要件として受注実績を設け
る場合、公的機関であることなど
発注元の制限は設けない。
・経過年数制限を設ける場合は１
０年程度とする。
・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

46
北・東日本強震計（０８）保守点検・修理
業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年12月24日 極東貿易(株) 一般競争 2,488,500 2,415,000 97.0% ○ ○

・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1 2,415,000

47
火災風洞実験棟火災風洞（０８）保守点
検業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年12月26日 （株）風技術センター 一般競争 1,795,500 1,785,000 99.4% ○ ○

・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1 892,500

48
強度試験棟１０００トン万能試験機（０８）
保守点検業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年12月26日 （株）松見科学計測 一般競争 2,667,000 2,362,500 88.6% ○ ○

・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1 1,181,250

49
強度試験棟波浪振動試験機（０８）保守
点検業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年12月26日 （株）松見科学計測 一般競争 1,575,000 1,470,000 93.3% ○ ○

・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1 808,500
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点検前に自ら改善することとした内容(注5)
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平成20年度契約点検結果【一者応札・一者応募】

契約方式を変更せず、条件等の見直しを行う

備　　考No.

その他
の指摘

入札、契約条件等の指摘

その他
の見直
し

左記の具体的内容
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契約締結日

50
強度試験棟中型振動台（０８）保守点検
業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成21年1月15日
三菱重工（株）下関造
船所

一般競争 4,935,000 4,725,000 95.7% ○ ○

・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1 2,362,500

51
建築基礎・地盤実験棟地盤内応力条件
再現装置（０８）保守点検業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成21年1月15日 テスコ（株） 一般競争 2,969,400 2,849,700 96.0% ○ ○

・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1 2,279,760

52
実大火災・防耐火実験棟ガス分析計（０
８）保守点検業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成21年1月15日 （株）東洋精機製作所 一般競争 1,984,500 1,974,000 99.5% ○ ○

・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1 987,000

53
実大火災実験棟排煙処理装置（０８）保
守点検・修理業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成21年1月15日 東和耐火工業（株） 一般競争 1,491,000 1,470,000 98.6% ○ ○

・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1 735,000

54
防耐火実験棟コーンカロリー計試験装
置外１件（０８）保守点検業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成21年1月15日 （株）東洋精機製作所 一般競争 1,974,000 1,953,000 98.9% ○ ○

・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1 976,500

55
建築材料実験棟Ｘ線回折装置（０８）保
守点検業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成21年2月10日 日本電子データム(株) 一般競争 1,670,550 1,538,250 92.1% ○ ○

・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1 1,538,250

56
実大構造物実験棟加力計測システム（０
８）保守点検業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成21年2月24日
三菱重工（株）下関造
船所

一般競争 12,096,000 11,340,000 93.8% ○ ○

・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1 6,804,000
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57
屋外ばくろ場気象因子測定装置（０８）保
守点検業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成21年3月2日 英弘精機(株) 一般競争 3,005,100 2,819,250 93.8% ○ ○

・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1 1,409,625

58
建築材料実験棟コンクリート万能疲労試
験装置（０８）保守点検業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成21年3月2日 (株)守谷商会 一般競争 1,801,800 1,695,750 94.1% ○ ○

・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1 847,875

59
建築部材実験棟環境調和型水平荷重
装置（０８）保守点検業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成21年3月5日 (株)守谷商会 一般競争 1,795,500 1,780,800 99.2% ○ ○

・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1 890,400

60
建築材料実験棟恒温恒湿機（０８）外４
件保守点検業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成21年3月10日
ヤマト科学（株）筑波営
業所

一般競争 1,677,900 1,593,375 95.0% ○ ○

・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1 1,593,375

61
外付け制振補強したＲＣ架構試験体の
加力治具製作および実験補助業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年8月4日 （株）巴技研 一般競争 4,992,750 4,798,500 96.1% ○ ○ ○

・参加要件として受注実績を設け
る場合、公的機関であることなど
発注元の制限は設けない。
・経過年数制限を設ける場合は１
０年程度とする。
・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

62

超高強度鋼繊維ｾﾒﾝﾄ材料の壁部材で
補強した鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造柱の力学性状
確認実験用試験体の作製、設置、およ
び廃棄業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年9月25日 山田建物（株） 一般競争 4,911,900 4,515,000 91.9% ○ ○ ○

・参加要件として受注実績を設け
る場合、公的機関であることなど
発注元の制限は設けない。
・経過年数制限を設ける場合は１
０年程度とする。
・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

63
ＰＣＭ防耐火評価試験用試験体製作お
よび残存付着力試験等補助業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年12月1日 （有）中村商事 一般競争 3,423,000 3,192,000 93.3% ○ ○ ○

・参加要件として受注実績を設け
る場合、公的機関であることなど
発注元の制限は設けない。
・経過年数制限を設ける場合は１
０年程度とする。
・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1
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64
基礎梁のあと抜き貫通孔補強の効果確
認実験用試験体製作

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年12月19日 山田建物（株） 一般競争 3,536,400 3,496,500 98.9% ○ ○ ○

・参加要件として受注実績を設け
る場合、公的機関であることなど
発注元の制限は設けない。
・経過年数制限を設ける場合は１
０年程度とする。
・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

65
アルカリシリカ反応性を有する再生骨材
の作製業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年12月24日 鹿島建設（株） 一般競争 2,985,150 2,499,000 83.7% ○ ○ ○

・参加要件として受注実績を設け
る場合、公的機関であることなど
発注元の制限は設けない。
・経過年数制限を設ける場合は１
０年程度とする。
・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

66
複数回繰り返しを受ける高強度ＲＣ造柱
梁接合部試験体の製作

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年12月26日 （有）入部工業 一般競争 4,974,900 4,515,000 90.8% ○ ○ ○

・参加要件として受注実績を設け
る場合、公的機関であることなど
発注元の制限は設けない。
・経過年数制限を設ける場合は１
０年程度とする。
・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

67
ＲＣ造実大架構の構造実験用試験体の
製作及び加力装置の設置業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成21年1月9日 山田建物（株） 一般競争 8,312,850 7,896,000 95.0% ○ ○ ○

・参加要件として受注実績を設け
る場合、公的機関であることなど
発注元の制限は設けない。
・経過年数制限を設ける場合は１
０年程度とする。
・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

68
途上国地震工学コース研修のための試
験体製作・実験および外国語

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成21年1月9日 （財）ベターリビング 一般競争 1,184,400 1,165,500 98.4% ○ ○ ○

・参加要件として受注実績を設け
る場合、公的機関であることなど
発注元の制限は設けない。
・経過年数制限を設ける場合は１
０年程度とする。
・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

69 エネルギーシステム用蓄電ユニット製作

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成21年2月24日 （株）メック 一般競争 4,202,100 4,147,500 98.7% ○ ○
公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。調達情報を希望
者にメール配信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

70
多目的型自己釣り合い式構造物試験装
置整備工事

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年12月22日 （株）巴技研 一般競争 71,323,350 69,930,000 98.0% ○ ○

・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1
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71 防耐火実験棟加熱炉施設整備

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成21年1月21日 東和耐火工業（株） 一般競争 15,890,700 15,750,000 99.1% ○ ○

・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

72
建築基礎地盤実験棟建築基礎地盤再
現装置整備工事

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成21年3月26日
三菱重工（株）下関造
船所

一般競争 79,957,500 79,800,000 99.8% ○ ○

・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

73 可搬型床反力計測装置

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成21年3月12日 （株）ディケイエイチ 一般競争 3,942,519 3,939,600 99.9% ○ ○

・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

74 呼吸代謝測定装置

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成21年3月12日 （株）ディケイエイチ 一般競争 3,756,186 3,753,750 99.9% ○ ○

・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

75 無線式防水型身体機能計測装置

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成21年3月12日 （株）ディケイエイチ 一般競争 2,269,313 2,268,000 99.9% ○ ○

・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

76
建築研究所実験棟耐震改修実施設計
業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年12月8日
（株）綜企画設計　千葉
支店

一般競争 10,878,000 10,500,000 96.5% ○ ○ ○

・経過年数制限を設ける場合は１
０年程度とする。
・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

77
平成２０年度独立行政法人建築研究所
講演会開催等業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年12月26日
クリエイティブアダック
（株）

一般競争 4,846,800 4,620,000 95.3% ○ ○ ○

・参加要件として受注実績を設け
る場合、公的機関であることなど
発注元の制限は設けない。
・経過年数制限を設ける場合は１
０年程度とする。
・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1



【様式２-２】

独立行政法人名：独立行政法人建築研究所　

仕様書
の変更

参加要
件の変
更

公告期
間見直
し

その他

契約価格
の妥当性
に関する
こと(注10)

仕様書の
内容

参加要件
公告期間
の確保

その他の
指摘事項

契約価格
の妥当性
に関する
こと(注10)

仕様書の
変更

参加要件
の変更

公告期間
見直し

その他

契約価格
の妥当性
に関する
こと(注10)

契約方式
の変更

左記の具体的内容
（点検前の改善点に対する評価、指摘事
項がない場合はその理由）

契約方
式に関
する指
摘

その他見
直し

左記の具体的内容（改善点なし
の場合その理由）

(単位：円、人）

見直し区
分(注9)

点検の結
果、適当
とされた
契約方式

（注8)

点検結果

契約方
式の見
直し

契約監視委員会等からの指摘事項（注6) 指摘事項等に対する具体的取組み（注7)

契約名称及び内容 予定価格 契約金額 落札率
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

契約方式（注4)

点検前に自ら改善することとした内容(注5)

入札、契約条件等の改善

平成20年度契約点検結果【一者応札・一者応募】

契約方式を変更せず、条件等の見直しを行う

備　　考No.

その他
の指摘

入札、契約条件等の指摘

その他
の見直
し

左記の具体的内容

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
契約締結日

78
カラー複合機借入（保守および消耗品の
供給含む）

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年5月25日
日立キャピタル（株）
 （保守・富士ゼロック
ス）

一般競争 161,700 158,445 98.0% ○ ○ ○

・経過年数制限を設ける場合は１
０年程度とする。
・公告期間を実質１０日間とする
（休日は除く）。
・調達情報を希望者にメール配
信する。

平成２１年７月にとりまとめた「１
者応札・１者応募に係る改善方
策について」につて、方策を講じ
さらなる効果があがるよう努力す
ること。具体的には、調達情報の
メール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アン
ケート調査を実施して、一者応
札・応募となる要因の分析を行う
等すること

○ ○ ○

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出
席する企業等にメール配信サー
ビスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報
の一層の周知に努める。
・説明書を配布した企業等への
アンケート調査を速やかに実施
し、一者応札・応募となる要因の
分析を行い、多くの応札、応募と
なるよう努める。
等の改善方策を講じる。

1 1

79 機械警備業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年4月1日 綜合警備保障（株） 一般競争 1,335,600 1,335,600 100.0% ○ 当所の発注案件ではないため ○ 当所の発注案件ではないため ○ 当所の発注案件ではないため 1 1
国総研発
注934920

80 昇降機設備保守点検業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年4月1日 （株）日立ビルシステム 一般競争 6,468,000 5,959,800 92.1% ○ 当所の発注案件ではないため ○ 当所の発注案件ではないため ○ 当所の発注案件ではないため 1 1
国総研発
注1205868

81 通信施設等点検業務

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年6月23日 建電設備（株） 一般競争 5,082,000 4,200,000 82.6% ○ 当所の発注案件ではないため ○ 当所の発注案件ではないため ○ 当所の発注案件ではないため 1 1
国総研発
注42000

82
国土技術政策総合研究所構内で使用す
る電気（立原地区）

独立行政法人建築研究
所 理事長 村上周三

茨城県つくば市立原１番
地

平成20年8月26日 東京電力（株） 一般競争 104,549,565 104,549,565 100.0% ○ 当所の発注案件ではないため ○ 当所の発注案件ではないため ○ 当所の発注案件ではないため 1 1
国総研発
注
57407297



独立行政法人名　建築研究所  

契約名称及び内容 契約金額（円） 契約方式 契約監視委員会等の指摘事項 見直しの具体的内容 個票No.

地震リスク認知の国際比較に関す
る調査検討業務

7,721,805 企画競争契約

平成２１年７月にとりまとめた「１者応札・１者応募に係る
改善方策について」につて、方策を講じさらなる効果があ
がるよう努力すること。
具体的には、調達情報のメール配信サービスの利用者が
増加するよう方策を講じる、アンケート調査を実施して、一
者応札・応募となる要因の分析を行う等すること。
また、本件にかかる参加要件については、ハードルが高
く、一者応募の一因となっている可能性もあるので、要件
の緩和について検討されたい。

従来の取組を進める上で、
・所主催のシンポジウム等に出席する企業等に
メール配信サービスの案内を配布し利用者の増
加に取り組む等して、発注情報の一層の周知に
努める。
・説明書を配布した企業等へのアンケート調査を
速やかに実施し、一者応札・応募となる要因の分
析を行い、多くの応札、応募となるよう努める。
・参加要件について過度の制約とならないよう検
討を行う。
等の改善方策を講じる。

20

平成２０年度契約点検結果【主な見直し事例　一者応札・一者応募】


