
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 9 24,931,200 9 24,931,200 9 24,931,200 9 24,931,200 0 0 0 0

公告期間の見直し その他

新規案件

独立行政法人の平成２１年度契約事前点検結果【取りまとめ　新規案件】

（単位：円）

法人名

点検結果（注2)

契約方式を変更せず、条件等の見直しを実施

うち契約方式の見直し うちその他の見直し

仕様書の変更 参加条件の変更



独立行政法人名　建築研究所

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

仕様書
の変更

参加要
件の変
更

公告期
間見直
し

その他

1
建築材料実験棟乾燥機外4件
(09)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22年3月15日 ヤマト科学（株） 一般競争契約 1 1,823,850 1,785,000 97.9%

平成２０年度分同様に、
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。
等の改善策を講じる。

1 1

2
建築材料実験棟500t高剛性
耐圧試験機外５件（０９）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22年2月25日 (株)松見科学計測 一般競争契約 1 4,135,950 3,937,500 95.2%

平成２０年度分と同様に、
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。
等の改善策を講じる。

1 1

3
建築材料実験棟恒温恒湿装
置外4件(09)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22年3月5日 (株)大西熱学 一般競争契約 1 3,468,150 3,444,000 99.3%

平成２０年度分と同様に、
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。
等の改善策を講じる。

1 1

4
設備実験棟水質分析装置等
（０９）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22年2月25日 (株)アイ・シー・エム 一般競争契約 1 1,899,450 1,863,750 98.1%

平成２０年度分と同様に、
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。
等の改善策を講じる。

1 1

5
屋外施工実験場管理棟プロ
グラム式人工気象装置外２件
（０９）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22年3月9日 (株)マルイ 一般競争契約 1 1,515,150 1,459,500 96.3%

平成２０年度分と同様に、
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。
等の改善策を講じる。

1 1

6
建築材料実験棟コンクリート
万能疲労試験装置外２件（０
９）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22年3月15日 (株)守谷商会 一般競争契約 1 1,326,150 1,023,750 77.2%

平成２０年度分と同様に、
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。
等の改善策を講じる。

1 1

7
複合材料実験棟デジタル電子
顕微鏡外２件（０９）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22年3月15日 日本電子（株） 一般競争契約 1 1,345,050 1,290,114 95.9%

平成２０年度分と同様に、
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。
等の改善策を講じる。

1 1

8
ばくろ試験場気象因子測定装
置外１件（０９）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22年2月25日 英弘精機(株) 一般競争契約 1 2,847,600 2,835,000 99.6%

平成２０年度分と同様に、
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。
等の改善策を講じる。

1 1

9
劣化対策技術の耐久性検証
用試験体作製および材料試
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

入札不落 －－－ 一般競争契約 2 4,492,950 －－－ －－－

平成２０年度分と同様に、
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。
等の改善策を講じる。

1 1

契約方式（注4)

点検結果

契約方式
の見直し

左記の具体的内容
その他の
見直し

入札、契約条件等の指摘

契約方式
に関する
指摘

その他の
指摘

左記の具体的内容
（指摘事項がない場合はその理由）

契約方式を変更せず、条件等の見直しを行う

契約名称及び内容 公益法
人等

(注11)

(単位：円、人）

平成２１年度契約事前点検結果【新規案件】

No. 備　　考

点検、見直し後の契約等の状況

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
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

応札・応募
者数（注6） 見直し区

分(注10)

点検の結
果、適当
とされた
契約方式
（注9)

契約監視委員会等からの指摘事項（注7) 指摘事項等に対する具体的取組み（注8)

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数
(注12）


