公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

雨竜ダム基礎岩盤評価検討外業務
幌加内町
平成31年 4月18日から令和 2年 2月28日まで
土木関係コンサルタント

雨竜ダム堤体計画設計外業務
幌加内町
平成31年 4月25日から令和 2年 2月28日まで
土木関係コンサルタント

雨竜川外治水利水計画検討業務
札幌市
平成31年 4月18日から令和 2年 3月10日まで
土木関係コンサルタント

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

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

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

日本工営（株）札幌支店
平成31年 4月17日 北海道札幌市中央区北５条西６
丁目２番地

（株）ドーコン
平成31年 4月24日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

（株）ドーコン
平成31年 4月17日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

2010001016851

会計法第２９条の３第４項
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる評価検討業
務であるため、技術提案の内容と企業や
技術者の能力を総合的に評価する総合評
価型プロポーザル方式により、技術提案
を求めたテーマ「雨竜川ダム再生事業に
おける雨竜第二ダムのダム基礎岩盤の総
合解析を行うにあたっての留意点につい
て」に対して実現性等が他社より優れ、
総合的に高い評価を得た者を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３項）
（公募）

37,092,000

37,070,000

99.941

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる設計外業務
であるため、技術提案の内容と企業や技
術者の能力を総合的に評価する総合評価
型プロポーザル方式により、技術提案を
求めたテーマ「雨竜川ダム再生事業にお
ける雨竜第二ダムの本体設計に向けた計
画設計を行うにあたっての留意点につい
て」に対しての的確性及び実現性が他社
より優れ、総合的に高い評価を得た者を
特定した。（会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３項）
（公募）

48,202,000

48,180,000

99.954

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる検討業務で
あるため、技術提案の内容と企業や技術
者の能力を総合的に評価する総合評価型
プロポーザル方式により、技術提案を求
めたテーマ「雨竜川ダムの有効活用にお
ける、洪水調節の検討に係る留意点」に
対して総合的に高い評価を得た者を特定
した。（会計法第２９条の３第４項及び
予決令第１０２条の４第３項）
（公募）

37,180,000

37,180,000

100.000

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

雨竜ダム貯水池運用影響検討業務
札幌市
平成31年 4月18日から令和 元年12月16日まで
土木関係コンサルタント

北村遊水地事業監理業務
岩見沢市
平成31年 4月18日から令和 2年 3月25日まで
土木関係コンサルタント

北村遊水地盛土解析評価外業務
岩見沢市
平成31年 4月18日から令和 2年 2月28日まで
地質調査

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

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

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

北電総合設計（株）
平成31年 4月17日 北海道札幌市中央区北一条東３
－１－１ 北電興業ビル

（株）構研エンジニアリング
平成31年 4月17日 北海道札幌市東区北十八条東１
７－１－１

（株）ドーコン
平成31年 4月17日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

4430001022252

会計法第２９条の３第４項
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる検討業務で
あるため、技術提案の内容と企業や技術
者の能力を総合的に評価する総合評価型
プロポーザル方式により、技術提案を求
めたテーマ「雨竜川ダム再生事業におけ
る発電への影響検討に係る留意点」に対
して的確性・実現性等が他社より優れ、
総合的に高い評価を得た者を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３項）
（公募）

12,078,000

11,990,000

99.271

7430001005618

会計法第２９条の３第４項
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる監理業務で
あるため、技術提案の内容と企業や技術
者の能力を総合的に評価する総合評価型
プロポーザル方式により、技術提案を求
めたテーマ「石狩川河道掘削及びストッ
クヤードの仮置き状況を考慮した、北村
遊水地事業における効率的な土砂流用の
留意点及び対応方針について」に対して
総合的に高い評価を得た者を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３項）
（公募）

45,881,000

45,650,000

99.497

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる評価外業務
であるため、技術提案の内容と企業や技
術者の能力を総合的に評価する総合評価
型プロポーザル方式により、技術提案を
求めたテーマ「北村遊水地の築堤盛土箇
所における地盤改良及び河道掘削土の土
質改良に関する留意点と対応方針につい
て」に対しての的確性及び独創性が他社
より優れ、総合的に高い評価を得た者を
特定した。（会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３項）
（公募）

46,024,000

46,024,000

100.000

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

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

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

法人番号

千歳川江別太遊水地盛土安定管理検討外業務
江別市
平成31年 4月18日から令和 2年 2月21日まで
地質調査

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

（株）ドーコン
平成31年 4月17日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

5430001021765

千歳川外治水対策効果検討業務
札幌市
平成31年 4月18日から令和 2年 1月31日まで
土木関係コンサルタント

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

（株）ドーコン
平成31年 4月17日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

5430001021765

大規模土砂移動斜面対策外検討業務
札幌市
平成31年 4月18日から令和 2年 2月28日まで
土木関係コンサルタント

豊平川治水利水計画検討業務
札幌市
平成31年 4月18日から令和 2年 3月19日まで
土木関係コンサルタント

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

平成31年 4月17日

（一財）砂防・地すべり技術セ
ンター
東京都千代田区平河町２－７－
５

（株）ドーコン
平成31年 4月17日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)
会計法第２９条の３第４項
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる検討外業務
であるため、技術提案の内容と企業や技
術者の能力を総合的に評価する総合評価
型プロポーザル方式により、技術提案を
求めたテーマ「江別太遊水地の事業計画
を踏まえた盛土管理等に係る留意点及び
対応方針について」に対しての的確性及
び実現性が他社より優れ、総合的に高い
評価を得た者を特定した。（会計法第２
９条の３第４項及び予決令第１０２条の
４第３項）
（公募）
会計法第２９条の３第４項
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる検討業務で
あるため、技術提案の内容と企業や技術
者の能力を総合的に評価する総合評価型
プロポーザル方式により、技術提案を求
めたテーマ「千歳川流域における治水対
策効果の検討及びとりまとめるうえでの
留意点について」に対して総合的に高い
評価を得た者を特定した。（会計法第２
９条の３第４項及び予決令第１０２条の
４第３項）
（公募）

予定価格

契約金額

落札率

29,689,000

29,689,000

100.000

22,913,000

22,880,000

99.856

4010005018693

会計法第２９条の３第４項
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる検討業務で
あるため、技術提案の内容と企業や技術
者の能力を総合的に評価する総合評価型
プロポーザル方式により、技術提案を求
めたテーマ「全国の直轄地すべり対策を
ふまえた手稲山麓における事業調査計画
を立案する際に留意すべき点について」
に対して総合的に高い評価を得た者を特
定した。（会計法第２９条の３第４項及
び予決令第１０２条の４第３項）
（公募）

25,234,000

24,365,000

96.556

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる検討業務で
あるため、技術提案の内容と企業や技術
者の能力を総合的に評価する総合評価型
プロポーザル方式により、技術提案を求
めたテーマ「豊平川における既設ダムの
有効活用及び新たな洪水調節施設を検討
する上で考慮すべき事項について」に対
して総合的に高い評価を得た者を特定し
た。（会計法第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３項）
（公募）

42,702,000

42,680,000

99.948

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

千歳川流域生態系ネットワーク推進方策検討業
務
長沼町ほか
平成31年 4月18日から令和 2年 3月19日まで
土木関係コンサルタント

石狩川下流河道計画検討外業務
岩見沢市ほか
平成31年 4月18日から令和 2年 3月23日まで
土木関係コンサルタント

旧夕張川魚類生息環境調査検討業務
南幌町ほか
平成31年 4月18日から令和 2年 3月19日まで
土木関係コンサルタント

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

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

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

（公財）日本生態系協会
平成31年 4月17日 東京都豊島区西池袋２－３０－
２０

（株）ドーコン
平成31年 4月17日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

平成31年 4月17日

（公社）北海道栽培漁業振興公
社
北海道札幌市中央区北三条西７
－１

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

6013305001887

会計法第２９条の３第４項
予決令第１０２条の４第３号
本業務は、河川を軸として多様な主体
と連携した広域的な生態系ネットワーク
の形成を目的に、舞鶴遊水地の取組みを
モデルケースに生態系ネットワークの推
進方策を検討し、千歳川流域における遊
水地の利活用など各種施策に反映させる
ものである。
本業務を遂行するためには、高度で専
門的な技術が要求されることから、公平
性、透明性及び客観性が確保される簡易
公募型プロポーザル方式を採用し選定を
行った。
公募行い、提出された技術提案書の審
査を行った結果、左記日本生態系協会が
最も優れた提案を行った業者であり、当
該業務を実施するのに適切と認められた
ことから、契約を締結するものである。
（公募）

17,545,000

17,534,000

99.937

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる検討外業務
であるため、技術提案の内容と企業や技
術者の能力を総合的に評価する総合評価
型プロポーザル方式により、技術提案を
求めたテーマ「石狩川下流における現在
の河道状況を踏まえた河道の整備・管理
手法の検討における留意点について」に
対しての的確性及び実現性が他社より優
れ、総合的に高い評価を得た者を特定し
た。（会計法第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３項）
（公募）

46,013,000

45,980,000

99.928

2430005000999

会計法第２９条の３第４項
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる検討業務で
あるため、技術提案の内容と企業や技術
者の能力を総合的に評価する総合評価型
プロポーザル方式により、技術提案を求
めたテーマ「千歳川・旧夕張川の水産資
源に配慮した事業の実施にあたって留意
すべき事項について」に対して総合的に
高い評価を得た者を特定した。（会計法
第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３項）
（公募）

10,428,000

10,340,000

99.156

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

札幌開発建設部 危機管理演習検討業務
札幌市
平成31年 4月25日から令和 元年12月20日まで
土木関係コンサルタント

北村遊水地農業施設検討業務
岩見沢市ほか
平成31年 4月25日から令和 2年 2月28日まで
土木関係コンサルタント

千歳川遊水地事業監理業務
千歳市ほか
平成31年 4月25日から令和 2年 3月25日まで
土木関係コンサルタント

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

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

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

（株）ドーコン
平成31年 4月24日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

平成31年 4月24日

ＮＴＣコンサルタンツ（株）北
海道支社
札幌市中央区南１条西８丁目１
－１

（株）構研エンジニアリング
平成31年 4月24日 北海道札幌市東区北十八条東１
７－１－１

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる検討業務で
あるため、技術提案の内容と企業や技術
者の能力を総合的に評価する総合評価型
プロポーザル方式により、技術提案を求
めたテーマ「札幌圏直下地震において、
冬期発災で想定される被害項目に対し、
地域特性に基づいて効果的及び効率的に
災害対応をするための留意点について」
に対しての実現性及び独創性が他社より
優れ、総合的に高い評価を得た者を特定
した。（会計法第２９条の３第４項及び
予決令第１０２条の４第３項）
（公募）

17,589,000

17,578,000

99.937

2180001039299

会計法第２９条の３第４項
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる検討業務で
あるため、技術提案の内容と企業や技術
者の能力を総合的に評価する総合評価型
プロポーザル方式により、技術提案を求
めたテーマ「北村地域の農地現状及び北
村遊水地機能を踏まえた、遊水地内農業
用水関連施設の補償工事計画の留意点及
び対応方針について」に対しての的確
性・実現性及び独創性が他社より優れ、
総合的に高い評価を得た者を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３項）
（公募）

25,179,000

25,080,000

99.607

7430001005618

会計法第２９条の３第４項
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる事業監理業
務であるため、技術提案の内容と企業や
技術者の能力を総合的に評価する総合評
価型プロポーザル方式により、技術提案
を求めたテーマ「遊水地事業完成に向け
た土砂配分計画、土砂品質管理の留意点
について」に対して総合的に高い評価を
得た者を特定した。（会計法第２９条の
３第４項及び予決令第１０２条の４第３
項）
（公募）

60,324,000

60,170,000

99.745

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

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

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

法人番号

滝川河川事務所管内河川管理施設監理検討試行
業務
滝川市ほか
平成31年 4月25日から令和 2年 2月21日まで
土木関係コンサルタント

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

（株）構研エンジニアリング
平成31年 4月24日 北海道札幌市東区北十八条東１
７－１－１

7430001005618

空知川河川事務所管内河川管理施設監理検討試
行業務
富良野市ほか
平成31年 4月25日から令和 2年 2月21日まで
土木関係コンサルタント

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

（株）構研エンジニアリング
平成31年 4月24日 北海道札幌市東区北十八条東１
７－１－１

7430001005618

札幌河川事務所管内河川管理施設監理検討試行
業務
札幌市ほか
平成31年 4月25日から令和 2年 2月21日まで
土木関係コンサルタント

江別河川事務所管内河川管理施設監理検討試行
業務
江別市ほか
平成31年 4月25日から令和 2年 2月21日まで
土木関係コンサルタント

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

（株）開発工営社
平成31年 4月24日 北海道札幌市中央区北四条西５
－１

（株）北開水工コンサルタント
平成31年 4月24日 北海道河東郡音更町共栄台西１
１－１

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)
会計法第２９条の３第４項
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる検討試行業
務であるため、技術提案の内容と企業や
技術者の能力を総合的に評価する総合評
価型プロポーザル方式により、技術提案
を求めたテーマ「滝川河川事務所管内に
おける点検結果評価案の検討に関する留
意点と対応方針について」に対しての的
確性及び実現性が他社より優れ、総合的
に高い評価を得た者を特定した。（会計
法第２９条の３第４項及び予決令第１０
２条の４第３項）
（公募）
会計法第２９条の３第４項
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる検討試行業
務であるため、技術提案の内容と企業や
技術者の能力を総合的に評価する総合評
価型プロポーザル方式により、技術提案
を求めたテーマ「空知川河川事務所管内
における点検結果評価案の検討に関する
留意点と対応方針について」に対しての
実現性が他社より優れ、総合的に高い評
価を得た者を特定した。（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４
第３項）
（公募）

予定価格

契約金額

落札率

20,669,000

20,460,000

98.989

17,193,000

17,050,000

99.168

1430001003528

会計法第２９条の３第４項
本業務は企業や技術者に高度な知識と構
想力、応用力が求められる検討試行業務
であるため、技術提案の内容と企業や技
術者の能力を総合的に評価する総合評価
型プロポーザル方式により、技術提案を
求めたテーマ「札幌河川事務所管内にお
ける点検結果評価案の検討に関する留意
点と対応方針について」に対しての実現
性が他社より優れ、総合的に高い評価を
得た者を特定した。（会計法第２９条の
３第４項及び予決令第１０２条の４第３
項）
（公募）

17,677,000

17,512,000

99.067

6460101001548

会計法第２９条の３第４項
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる検討試行業
務であるため、技術提案の内容と企業や
技術者の能力を総合的に評価する総合評
価型プロポーザル方式により、重要事項
の指摘及び技術提案を求めたテーマ「江
別河川事務所管内における点検結果評価
案の検討に関する留意点と対応方針につ
いて」に対して他社より優れ、総合的に
高い評価を得た者を特定した。（会計法
第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３項 ）
（公募）

15,323,000

15,290,000

99.785

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

石狩川下流幌向地区自然再生調査検討業務
南幌町
平成31年 4月25日から令和 2年 2月19日まで
土木関係コンサルタント

千歳川築堤盛土安定解析外業務
恵庭市ほか
平成31年 4月25日から令和 2年 2月14日まで
地質調査

一般国道２３０号 札幌市 定山渓電線共同溝
詳細設計業務
札幌市
平成31年 4月18日から令和 2年 3月18日まで
土木関係コンサルタント

道央圏連絡道路 江別市外 中樹林道路周辺調
査業務
江別市ほか
平成31年 4月 4日から令和 2年 3月11日まで
土木関係コンサルタント

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

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

山梨 高裕
札幌開発建設部札幌道路事
務所
札幌市豊平区月寒東２条８
丁目３番１号

山梨 高裕
札幌開発建設部札幌道路事
務所
札幌市豊平区月寒東２条８
丁目３番１号

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

（株）ドーコン
平成31年 4月24日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

日本工営（株）札幌支店
平成31年 4月24日 札幌市中央区北５条西６丁目２
番地

（株）開発工営社
平成31年 4月17日 北海道札幌市中央区北四条西５
－１

（株）ドーコン
平成31年 4月 3日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる検討業務で
あるため、技術提案の内容と企業や技術
者の能力を総合的に評価する総合評価型
プロポーザル方式により、技術提案を求
めたテーマ「石狩川下流幌向地区におけ
る湿原環境創出を検討する上で考慮すべ
き事項について」に対して総合的に高い
評価を得た者を特定した。（会計法第２
９条の３第４項及び予決令第１０２条の
４第３項）
（公募）

30,734,000

30,734,000

100.000

2010001016851

会計法第２９条の３第４項
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる解析外業務
であるため、技術提案の内容と企業や技
術者の能力を総合的に評価する総合評価
型プロポーザル方式により、技術提案を
求めたテーマ「千歳川遊水地群の築堤段
階盛土における基盤部強度増加を確認す
るための地質調査にあたっての留意点」
に対しての的確性及び実現性が他社より
優れ、総合的に高い評価を得た者を特定
した。（会計法第２９条の３第４項及び
予決令第１０２条の４第３項）
（公募）

52,734,000

52,734,000

100.000

1430001003528

会計法第２９条の３第４項
本業務は、技術者に高度な知識と構想
力、応用力が求められる詳細設計業務で
あるため、技術提案の内容と技術者の能
力を総合的に評価する総合評価プロポー
ザル方式により、技術提案を求めたテー
マに対して的確性等が他社より優れ、総
合的に最も高い評価を得た者を特定した
ため。
（会計法第29条の3第4項及び予決令第
102条の4第3項）
（公募）

19,448,000

19,305,000

99.265

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
本業務は、技術者に高度な知識と構想
力、応用力が求められる周辺調査業務で
あるため、技術提案の内容と技術者の能
力を総合的に評価する総合評価プロポー
ザル方式により、技術提案を求めたテー
マに対して的確性等が他社より優れ、総
合的に最も高い評価を得た者を特定した
ため。
（会計法第29条の3第4項及び予決令第
102条の4第3項）
（企画競争方式）

16,764,000

16,665,000

99.409

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

一般国道２３０号 札幌市 定山渓周辺調査外
一連業務
札幌市ほか
平成31年 4月 4日から令和 2年 3月11日まで
土木関係コンサルタント

道央圏連絡道路 江別市外 中樹林道路軟弱地
盤解析外一連業務
江別市ほか
平成31年 4月18日から令和 2年 3月 4日まで
地質調査

国立民族共生公園 ポロチセ外新築工事設計意
図伝達業務
白老町
平成31年 4月20日から令和 元年10月31日まで
建築関係コンサルタント

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

山梨 高裕
札幌開発建設部札幌道路事
務所
札幌市豊平区月寒東２条８
丁目３番１号

山梨 高裕
札幌開発建設部札幌道路事
務所
札幌市豊平区月寒東２条８
丁目３番１号

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

契約を締結した日

平成31年 4月 3日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

パシフィックコンサルタンツ
（株）
東京都千代田区神田錦町３－２
２

（株）構研エンジニアリング
平成31年 4月17日 北海道札幌市東区北十八条東１
７－１－１

（株）建築工房
平成31年 4月19日 北海道札幌市中央区大通西１５
－２－８

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

8013401001509

会計法第２９条の３第４項
本業務は、技術者に高度な知識と構想
力、応用力が求められる周辺調査業務で
あるため、技術提案の内容と技術者の能
力を総合的に評価する総合評価プロポー
ザル方式により、技術提案を求めたテー
マに対して的確性等が他社より優れ、総
合的に最も高い評価を得た者を特定した
ため。
（会計法第29条の3第4項及び予決令第
102条の4第3項）
（企画競争方式）

16,808,000

15,730,000

93.586

7430001005618

会計法第２９条の３第４項
本業務は、技術者に高度な知識と構想
力、応用力が求められる地盤解析業務で
あるため、技術提案の内容と技術者の能
力を総合的に評価する総合評価プロポー
ザル方式により、技術提案を求めたテー
マに対して的確性等が他社より優れ、総
合的に最も高い評価を得た者を特定した
ため。
（会計法第29条の3第4項及び予決令第
102条の4第3項）
（企画競争方式）

16,280,000

16,258,000

99.865

9430001005500

会計法第２９条の３第４項
本業務は、国立民族共生公園 ポロチ
セ外新築工事に係る設計意図伝達を行う
ものである。
設計意図伝達業務とは、工事施工段階
において設計者が設計意図を正確に伝え
るため、設計業務の成果に基づき工事監
理者及び工事受注者に対する質疑応答・
説明、施工図等の確認並びに工事材料・
設備機器等及びそれらの色・柄・形状等
の選定に関して設計意図の観点から検
討・助言等を行う業務であり、平成31年
国土交通省告示第98号別添１に「工事施
工段階で設計者が行うことに合理性があ
る実施設計に関する標準業務」として記
載されており、設計者として設計意図を
熟知する業者であるため。（会計法第29
条の3第4項及び予決令第102条の4第3
号）

6,094,000

5,940,000

97.473

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

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

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

法人番号

札幌開発建設部管内 道路防災診断等検討業務
札幌市ほか
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで
土木関係コンサルタント

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

平成31年 4月 1日

（一財）北海道道路管理技術セ
ンター
北海道札幌市北区北七条西２－
２０

3430005010477

石狩・空知地域 農業気象水文調査解析業務
沼田町ほか
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月19日まで
土木関係コンサルタント

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

（株）北海道気象技術センター
平成31年 4月 1日 北海道札幌市中央区北四条西２
３－１－１８

2430001029976

千歳道路事務所管内 道路点検業務
千歳市ほか
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで
土木関係コンサルタント

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

（株）ドーコン
平成31年 4月 1日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

5430001021765

深川道路事務所管内 道路点検業務
深川市ほか
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで
土木関係コンサルタント

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

（株）構研エンジニアリング
平成31年 4月 1日 北海道札幌市東区北十八条東１
７－１－１

7430001005618

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)
会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3項）
（公募）
会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3項）
（公募）
会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を
中心とした高度な技術マネジメントが求
められる業務であるため、技術提案の内
容と企業や技術者の能力を総合的に評価
する総合評価プロポーザル方式により、
技術提案を求めた特定テーマに対して的
確性等が他社より優れ、総合的に最も高
い評価を得た者を特定したため。（会計
法第29条の3第4項及び予決令第102条の4
第3項）
（企画競争方式）
会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を
中心とした高度な技術マネジメントが求
められる業務であるため、技術提案の内
容と企業や技術者の能力を総合的に評価
する総合評価プロポーザル方式により、
技術提案を求めた特定テーマに対して的
確性等が他社より優れ、総合的に最も高
い評価を得た者を特定したため。（会計
法第29条の3第4項及び予決令第102条の4
第3項）
（企画競争方式）

予定価格

契約金額

落札率

2,189,000

2,189,000

100.000

22,902,000

22,000,000

96.061

36,102,000

36,091,000

99.970

10,868,000

10,835,000

99.696

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

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

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

法人番号

札幌道路事務所管内 道路点検業務
札幌市ほか
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで
土木関係コンサルタント

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

（株）ドーコン
平成31年 4月 1日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

5430001021765

岩見沢道路事務所管内 道路点検業務
岩見沢市ほか
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで
土木関係コンサルタント

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

平成31年 4月 1日

（株）ダイヤコンサルタント北
海道支社
札幌市北区北１０条西２丁目１
３番地２

8010001076774

滝川道路事務所管内 道路点検業務
滝川市ほか
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで
土木関係コンサルタント

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

（株）構研エンジニアリング
平成31年 4月 1日 北海道札幌市東区北十八条東１
７－１－１

7430001005618

一般国道５号 札幌市 道路構造概略検討業務
札幌市
平成31年 4月12日から令和 2年 3月19日まで
土木関係コンサルタント

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

（株）ドーコン
平成31年 4月11日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

5430001021765

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)
会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を
中心とした高度な技術マネジメントが求
められる業務であるため、技術提案の内
容と企業や技術者の能力を総合的に評価
する総合評価プロポーザル方式により、
技術提案を求めた特定テーマに対して的
確性等が他社より優れ、総合的に最も高
い評価を得た者を特定したため。（会計
法第29条の3第4項及び予決令第102条の4
第3項）
（企画競争方式）
会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を
中心とした高度な技術マネジメントが求
められる業務であるため、技術提案の内
容と企業や技術者の能力を総合的に評価
する総合評価プロポーザル方式により、
技術提案を求めた特定テーマに対して的
確性等が他社より優れ、総合的に最も高
い評価を得た者を特定したため。（会計
法第29条の3第4項及び予決令第102条の4
第3項）
（企画競争方式）
会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3項）
（企画競争方式）
会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3項）
（公募）

予定価格

契約金額

落札率

40,590,000

40,568,000

99.946

18,700,000

18,700,000

100.000

41,998,000

41,800,000

99.529

19,833,000

19,800,000

99.834

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

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

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

法人番号

札幌開発建設部管内 道路事業評価検討業務
南幌町ほか
平成31年 4月 2日から令和 2年 3月17日まで
土木関係コンサルタント

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

（株）ドーコン
平成31年 4月 1日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

5430001021765

札幌開発建設部管内 道路構造物補修計画検討
外一連業務
札幌市ほか
平成31年 4月19日から令和 2年 3月25日まで
土木関係コンサルタント

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

（株）ドーコン
平成31年 4月18日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

5430001021765

札幌開発建設部管内 道路広域計画検討業務
札幌市ほか
平成31年 4月19日から令和 2年 2月12日まで
土木関係コンサルタント

札幌開発建設部管内 道路渋滞対策検討業務
札幌市ほか
平成31年 4月19日から令和 2年 3月12日まで
土木関係コンサルタント

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

（株）ドーコン
平成31年 4月18日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

平成31年 4月18日

パシフィックコンサルタンツ
（株）北海道支社
札幌市北区北７条西１丁目２番
地６

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)
会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3項）
（企画競争方式）
会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3項）
（公募）

予定価格

契約金額

落札率

15,653,000

15,620,000

99.789

20,328,000

20,328,000

100.000

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3項）
（公募）

24,948,000

24,915,000

99.868

8013401001509

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3項）
（公募）

24,948,000

24,948,000

100.000

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

一般国道５号 札幌市 幹線道路環境調査検討
業務
札幌市
平成31年 4月19日から令和 2年 3月30日まで
土木関係コンサルタント

一般国道４５２号 芦別市 盤の沢道路施工計
画検討外一連業務
芦別市
平成31年 4月12日から令和 2年 3月19日まで
土木関係コンサルタント

道央圏連絡道路 千歳市外 泉郷道路周辺環境
調査業務
千歳市ほか
平成31年 4月 5日から令和 2年 3月25日まで
土木関係コンサルタント

一般国道４５２号 芦別市 盤の沢道路周辺環
境調査業務
芦別市
平成31年 4月 5日から令和 2年 3月13日まで
土木関係コンサルタント

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

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

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

（株）ドーコン
平成31年 4月18日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

（株）ドーコン
平成31年 4月11日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

平成31年 4月 4日

平成31年 4月 4日

パシフィックコンサルタンツ
（株）北海道支社
札幌市北区北７条西１丁目２番
地６

パシフィックコンサルタンツ
（株）北海道支社
札幌市北区北７条西１丁目２－
６

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3項）
（公募）

49,885,000

49,852,000

99.934

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3項）
（企画競争方式）

25,432,000

25,300,000

99.481

8013401001509

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3項）
（企画競争方式）

18,799,000

18,260,000

97.133

8013401001509

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を
中心とした高度な技術マネジメントが求
められる業務であるため、技術提案の内
容と企業や技術者の能力を総合的に評価
する総合評価プロポーザル方式により、
技術提案を求めた特定テーマに対して的
確性等が他社より優れ、総合的に最も高
い評価を得た者を特定したため。（会計
法第29条の3第4項及び予決令第102条の4
第3項）
（企画競争方式）

20,328,000

20,240,000

99.567

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

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

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

法人番号

札幌開発建設部管内 道路整備効果検討業務
札幌市ほか
平成31年 4月 5日から令和 2年 3月25日まで
土木関係コンサルタント

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

（株）ドーコン
平成31年 4月 4日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

5430001021765

札幌開発建設部管内 交通安全事業計画検討業
務
札幌市ほか
平成31年 4月 5日から令和 2年 3月25日まで
土木関係コンサルタント

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

（株）ドーコン
平成31年 4月 4日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

5430001021765

鷹泊ダム操作管理設備工事
深川市
平成31年4月19日から平成32年3月31日まで

鈴木 亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

平成31年4月19日

北海道公営企業管理者
北海道札幌市中央区北３条西７
丁目

7000020010006

一般国道１２号美唄市光珠内跨線橋架替工事
美唄市
平成31年4月19日から平成32年3月19日まで

鈴木 亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

平成31年4月19日

北海道旅客鉄道株式会社
北海道札幌市中央区北１１条西
１５丁目１番１号

4430001022657

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)
会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3項）
（企画競争方式）
会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3項）
（企画競争方式）
会計法第２９条の３第４項
本工事は、鷹泊ダムの操作管理設備の
改修を行うものである。
鷹泊ダムは農業・発電との共同ダムで、
かんがい用水の水利使用者は農林水産大
臣、ダム管理は北海道に委託しており、
北海道公営企業管理者が委任されてい
る。緊急的な対策が必要であることか
ら、設備を熟知している北海道公営企業
管理者に委託するものである。
会計法第２９条の３第４項
本工事は、ＪＲ函館本線軌道上に跨線
橋架替を行うものである。
軌道敷に近接施工となるため、列車運行
及び施工時の軌道影響を容易に管理でき
る唯一の機関である北海道旅客鉄道株式
会社に委託するものである。

予定価格

契約金額

落札率

26,103,000

26,070,000

99.874

20,889,000

20,878,000

99.947

50,000,000

50,000,000

100.000

452,002,000

452,002,000

100.000

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

札幌開発建設部管内のこ線橋点検に係る鉄道列
車運転保安業務
江別市ほか
平成31年4月25日から平成32年3月19日まで

新千歳空港国際線ＧＳＥ通行帯舗装外工事
千歳市
平成31年4月19日から平成31年8月31日まで

新千歳空港国際線ターミナル地域再編事業構内
道路ロードヒーティング電気供給工事
千歳市
平成31年4月25日から平成31年12月10日まで

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

鈴木 亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴木 亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴木 亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

契約を締結した日

平成31年4月25日

平成31年4月19日

平成31年4月23日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

北海道旅客鉄道株式会社
北海道札幌市中央区北１１条西
１５丁目１番１号

新千歳空港ターミナルビルディ
ング株式会社
北海道千歳市美々９８７番地２
２

北海道電力株式会社
北海道札幌市中央区大通東１丁
目２番地

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

4430001022657

会計法第２９条の３第４項
本業務は、札幌開発建設部管内のこ線
橋点検業務を行うため北海道旅客鉄道株
式会社が運行する鉄道列車運転保安業務
（現地踏査含む）を行うものである。
業務の履行にあたっては、北海道旅客鉄
道株式会社の敷地内での作業となるた
め、列車の運行時間に影響を与えず、運
行時間、管理施設を把握し、安全に橋梁
点検を行うための資機材の選定及び保安
業務の実施計画の策定を行うことができ
る唯一の機関である北海道旅客鉄道株式
会社に委託するものである。

77,047,000

77,047,000

100.000

7430001073986

会計法第２９条の３第４項
本工事は、国際線エプロン拡張、誘導
路新設、構内道路地下化等の整備に伴
い、ＧＳＥ通行帯舗装外工事を行うもの
である。
施工箇所は、新千歳空港ターミナルビル
ディング（株）が整備を進めている、国
際線ターミナルビル施設再整備工事の範
囲と近接しており、舗装外工事の作業ス
ペースの確保が困難であり、国際線ター
ミナルビル及び国際線エプロンの供用開
始予定の８月までに舗装外工事を完了さ
せるために、ビル工事を実施し、双方の
工事の作業スペース等調整や安全確保が
唯一可能な機関である新千歳空港ターミ
ナルビルディング（株）に委託するもの
である。

203,380,200

203,380,200

100.000

4430001022351

会計法第２９条の３第４項
本工事は、新設構内道路のロードヒー
ティング設置に伴う、高圧電力引き込み
に関する工事を行うものである。
工事において、無償こう長を超えること
から工事費負担金が発生し、電力供給者
である北海道電力株式会社に依頼するも
のである。

30,223,908

30,223,908

100.000

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

石狩川下流流域タイムライン検討外業務
札幌市ほか
令和 元年 5月 9日から令和 2年 2月28日まで
土木関係コンサルタント

雨竜ダム貯水池地すべり概査・検討業務
幌加内町
令和 元年 5月 9日から令和 元年12月 4日まで
地質調査

岩見沢河川事務所管内河川管理施設監理検討試
行業務
岩見沢市ほか
令和 元年 5月16日から令和 2年 2月21日まで
土木関係コンサルタント

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

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

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

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

予定価格

契約金額

落札率

石狩川下流流域タイムライン検
討外業務 ドーコン・環境防災
令和 元年 5月 8日 総合政策研究機
北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

会計法第２９条の３第４項
本業務は企業や技術者に高度な知識と構
想力、応用力が求められる検討外業務で
あるため、技術提案の内容と企業や技術
者の能力を総合的に評価する総合評価型
プロポーザル方式により、技術提案を求
めたテーマ「滝川市と南富良野町におけ
る策定後の運用・改善を効率的に行うた
めのタイムライン見直し上の留意点につ
いて」に対して総合的に高い評価を得た
者を特定した。（会計法第２９条の３第
４項及び予決令第１０２条の４第３項）
（公募）

35,079,000

34,980,000

99.718

日本工営（株）札幌支店
令和 元年 5月 8日 北海道札幌市中央区北５条西６
番地２番地

2010001016851

会計法第２９条の３第４項
本業務は企業や技術者に高度な知識と構
想力、応用力が求められる検討業務であ
るため、技術提案の内容と企業や技術者
の能力を総合的に評価する総合評価型プ
ロポーザル方式により、技術提案を求め
たテーマ「雨竜川ダム再生事業における
雨竜第二ダム貯水池周辺の地すべりの概
査を行うにあたっての留意点について」
に対しての実現性が他社より優れ、総合
的に高い評価を得た者を特定した。（会
計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３項）
（公募）

26,103,000

26,070,000

99.874

6430001014347

会計法第２９条の３第４項
本業務は企業や技術者に高度な知識と構
想力、応用力が求められる検討試行業務
であるため、技術提案の内容と企業や技
術者の能力を総合的に評価する総合評価
型プロポーザル方式により、重要事項の
指摘及び技術提案を求めたテーマ「岩見
沢河川事務所管内における点検結果評価
案の検討に関する留意点と対応方針につ
いて」に対して他社より優れ、総合的に
高い評価を得た者を特定した。（会計法
第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３項 ）
（公募）

22,572,000

22,550,000

99.903

（株）福田水文センター
令和 元年 5月15日 北海道札幌市北区北二十四条西
１５－２－５

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

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

北村地域農地整備構想検討業務
鈴 木
亘
岩見沢市
札幌開発建設部
令和 元年 5月23日から令和 2年 2月 6日まで 札幌市中央区北２条西１９
土木関係コンサルタント
丁目

札幌圏域浸水対策検討業務
鈴 木
亘
札幌市
札幌開発建設部
令和 元年 5月30日から令和 元年12月20日まで 札幌市中央区北２条西１９
土木関係コンサルタント
丁目

豊平川大型模型実験業務
鈴 木
亘
札幌市ほか
札幌開発建設部
令和 元年 5月30日から令和 元年12月16日まで 札幌市中央区北２条西１９
土木関係コンサルタント
丁目

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

（株）アルファ技研
令和 元年 5月22日 北海道札幌市西区西町南２１－
２－１１

令和 元年 5月29日

（株）建設技術研究所 北海道
支社
北海道札幌市中央区北３条西３
丁目１－６

（株）水工リサーチ
令和 元年 5月29日 北海道札幌市豊平区平岸三条３
－２－７

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

5430001001098

会計法第２９条の３第４項
本業務は企業や技術者に高度な知識と構
想力、応用力が求められる検討業務であ
るため、技術提案の内容と企業や技術者
の能力を総合的に評価する総合評価型プ
ロポーザル方式により、技術提案を求め
たテーマ「北村地域における農業振興計
画等を踏まえた農地基盤整備構想の留意
点及び対応方針について」に対しての的
確性及び実現性が他社より優れ、総合的
に高い評価を得た者を特定した。（会計
法第２９条の３第４項及び予決令第１０
２条の４第３項）
（公募）

17,875,000

17,490,000

97.846

7010001042703

会計法第２９条の３第４項
本業務は企業や技術者に高度な知識と構
想力、応用力が求められる検討業務であ
るため、技術提案の内容と企業や技術者
の能力を総合的に評価する総合評価型プ
ロポーザル方式により、技術提案を求め
たテーマ「札幌圏域の氾濫特性を踏まえ
た浸水リスクを評価するにあたって考慮
すべき事項について」に対しての的確性
及び実現性が他社より優れ、総合的に高
い評価を得た者を特定した。（会計法第
２９条の３第４項及び予決令第１０２条
の４第３項）
（公募）

26,367,000

26,367,000

100.000

5430001008259

会計法第２９条の３第４項
・簡易公募プロポ・総合評価型
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる実験業務で
あるため、技術提案の内容と企業や技術
者の能力を総合的に評価する総合評価型
プロポーザル方式により、技術提案を求
めたテーマ「豊平川の河床低下対策工と
しての帯工の効果を本実験水路で検証す
るにあたり、実験計画立案・検証を行う
上での着目点とその対応について」に対
して、総合的に高い評価を得た者を特定
した。（会計法第２９条の３第４項及び
予決令第１０２条の４第３項）
（公募）

30,789,000

30,690,000

99.678

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

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

茨戸川水環境改善運用検討業務
鈴 木
亘
札幌市
札幌開発建設部
令和 元年 5月30日から令和 2年 2月28日まで 札幌市中央区北２条西１９
土木関係コンサルタント
丁目

新桂沢ダム管理棟新築工事設計意図伝達業務
三笠市
令和 元年 5月29日から令和 2年 2月28日まで
建築関係コンサルタント

札幌開発建設部管内 無電柱化事業計画検討業
務
札幌市ほか
令和 元年 5月17日から令和 2年 3月25日まで
土木関係コンサルタント

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

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

（株）日水コン 北海道支所
令和 元年 5月29日 北海道札幌市中央区北３条西１
丁目１番地

（株）スカイ・サイト
令和 元年 5月28日 北海道札幌市中央区南十二条西
１８－３－１

（株）北海道近代設計
令和 元年 5月16日 北海道札幌市中央区南一条西１
０－３

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

3011101015783

会計法第２９条の３第４項
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる検討業務で
あるため、技術提案の内容と企業や技術
者の能力を総合的に評価する総合評価型
プロポーザル方式により、技術提案を求
めたテーマ「茨戸川の水質特性を踏まえ
た導水施設の運用方法改善検討を行うに
あたっての留意点について」に対しての
的確性及び実現性が他社より優れ、総合
的に高い評価を得た者を特定した。（会
計法第２９条の３第４項及び予決令第１
０２条の４第３項）
（公募）

8,789,000

8,778,000

99.875

4430001032202

会計法第２９条の３第４項
本業務は、新桂沢ダム管理棟新築工事に
係る設計意図伝達を行うものであり、工
事施工段階において設計者が設計意図を
正確に伝えるため、設計業務の成果に基
づき工事監理者及び工事受注者に対する
質疑応答・説明、施工図等の確認並びに
工事材料・設備機器等及びそれらの色・
柄・形状等の選定に関して設計意図の観
点から検討・助言等を行う業務である。
本業務を行うことができるのは、設計者
として設計意図を熟知する上記業者のみ
である。
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及
び会計令第102条の4第3号）

4,851,000

4,840,000

99.773

8430001075429

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3項）
（公募）

14,531,000

14,531,000

100.000

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

札幌開発建設部管内 道路防災事業計画検討業
務
札幌市ほか
令和 元年 5月10日から令和 2年 3月25日まで
土木関係コンサルタント

国立民族共生公園 事業計画検討業務
白老町
令和 元年 5月10日から令和 2年 3月23日まで
土木関係コンサルタント

夕張川・千歳川地域 広域基盤整備計画等検討
業務
長沼町ほか
令和 元年 5月10日から令和 2年 2月28日まで
土木関係コンサルタント

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

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

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

（株）ドーコン
令和 元年 5月 9日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

（株）ドーコン
令和 元年 5月 9日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

（株）ドーコン
令和 元年 5月 9日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3項）
（公募）

20,339,000

20,339,000

100.000

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3項）
（公募）

20,196,000

20,130,000

99.673

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3項）
（公募）

40,777,000

40,777,000

100.000

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

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

一般国道４５２号 芦別市 鏡トンネル詳細設
鈴 木
亘
計業務
札幌開発建設部
芦別市
札幌市中央区北２条西１９
令和 元年 5月17日から令和 元年12月11日まで
丁目
土木関係コンサルタント

雨竜川下流地区 八丁目頭首工旧堰撤去設計等
業務
妹背牛町ほか
令和 元年 5月24日から令和 2年 1月31日まで
土木関係コンサルタント

一般国道１２号 札幌市 白石本通電線共同溝
予備設計外一連業務
札幌市
令和 元年 5月24日から令和 2年 2月26日まで
土木関係コンサルタント

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

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

（株）ドーコン
令和 元年 5月16日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

（株）農土コンサル
令和 元年 5月23日 北海道札幌市北区北七条西六－
２－５

（株）開発工営社
令和 元年 5月23日 北海道札幌市中央区北四条西５
－１

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3項）
（公募）

39,798,000

39,710,000

99.779

7430001022324

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3項）
（公募）

24,651,000

24,640,000

99.955

1430001003528

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を
中心とした高度な技術マネジメントが求
められる業務であるため、技術提案の内
容と企業や技術者の能力を総合的に評価
する総合評価プロポーザル方式により、
技術提案を求めた特定テーマに対して的
確性等が他社より優れ、総合的に最も高
い評価を得た者を特定したため。（会計
法第29条の3第4項及び予決令第102条の4
第3項）
（公募）

45,639,000

45,518,000

99.735

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

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

一般国道２３０号 札幌市 防災対策設計外一
鈴 木
亘
連業務
札幌開発建設部
札幌市
札幌市中央区北２条西１９
令和 元年 5月24日から令和 元年12月18日まで
丁目
土木関係コンサルタント

国立民族共生公園 植生活用検討業務
白老町
令和 元年 5月24日から令和 2年 2月28日まで
土木関係コンサルタント

一般国道１２号 江別市 江別野幌町電線共同
溝予備設計外一連業務
江別市
令和 元年 5月31日から令和 2年 2月26日まで
土木関係コンサルタント

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

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

（株）ドーコン
令和 元年 5月23日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

（株）ドーコン
令和 元年 5月23日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

（株）北海道近代設計
令和 元年 5月30日 北海道札幌市中央区南一条西１
０－３

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を
中心とした高度な技術マネジメントが求
められる業務であるため、技術提案の内
容と企業や技術者の能力を総合的に評価
する総合評価プロポーザル方式により、
技術提案を求めた特定テーマに対して的
確性等が他社より優れ、総合的に最も高
い評価を得た者を特定したため。（会計
法第29条の3第4項及び予決令第102条の4
第3項）
（公募）

61,061,000

60,995,000

99.892

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3項）
（公募）

15,279,000

15,180,000

99.352

8430001075429

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3項）
（公募）

38,632,000

38,632,000

100.000

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

千歳道路事務所管内 道路橋耐震補強設計検討
業務
千歳市
令和 元年 5月31日から令和 元年12月18日まで
土木関係コンサルタント

一般国道５号 札幌市 幹線道路計画検討業務
札幌市
令和 元年 5月10日から令和 2年 1月14日まで
土木関係コンサルタント

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

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

地域協働型道路管理検討業務
鈴 木
亘
札幌市ほか
札幌開発建設部
令和 元年 5月31日から令和 2年 2月19日まで 札幌市中央区北２条西１９
土木関係コンサルタント
丁目

契約を締結した日

令和 元年 5月30日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

パシフィックコンサルタンツ
（株）北海道支社
札幌市北区北７条西１丁目２－
６

（株）ドーコン
令和 元年 5月 9日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

（一社）北海道開発技術セン
ター
令和 元年 5月30日 北海道札幌市北区北十一条西２
－２－１７ セントラル札幌北
ビル

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

8013401001509

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3項）
（公募）

25,388,000

24,970,000

98.354

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3項）
（企画競争方式）

13,233,000

13,200,000

99.751

2430005010809

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3項）
（公募）

19,393,000

19,338,000

99.716

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

神竜二期地区 事業計画検討等業務
深川市ほか
令和 元年 5月10日から令和 2年 2月28日まで
土木関係コンサルタント

空知地域 国営農業用ダム耐震性能評価等検討
業務
芦別市ほか
令和 元年 5月31日から令和 2年 3月13日まで
土木関係コンサルタント

北海地区 事業再評価資料作成業務
岩見沢市ほか
令和 元年 5月31日から令和 2年 2月19日まで
土木関係コンサルタント

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

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

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

（株）ドーコン
令和 元年 5月 9日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

令和 元年 5月30日

（株）三祐コンサルタンツ 札
幌支店
札幌市中央区北２条西３丁目１
番地

（株）地域計画センター
令和 元年 5月30日 北海道札幌市中央区南一条西８
－１－１クリスタルタワー

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3項）
（企画競争方式）

45,826,000

45,826,000

100.000

6180001036144

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を
中心とした高度な技術マネジメントが求
められる業務であるため、技術提案の内
容と企業や技術者の能力を総合的に評価
する総合評価プロポーザル方式により、
技術提案を求めた特定テーマに対して的
確性等が他社より優れ、総合的に最も高
い評価を得た者を特定したため。（会計
法第29条の3第4項及び予決令第102条の4
第3項）
（公募）

26,301,000

25,927,000

98.578

5430001010396

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を
中心とした高度な技術マネジメントが求
められる業務であるため、技術提案の内
容と企業や技術者の能力を総合的に評価
する総合評価プロポーザル方式により、
技術提案を求めた特定テーマに対して的
確性等が他社より優れ、総合的に最も高
い評価を得た者を特定したため。（会計
法第29条の3第4項及び予決令第102条の4
第3項）
（公募）

19,305,000

19,250,000

99.715

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

札幌開発建設部管内 自転車利用調査検討業務
札幌市ほか
令和 元年 5月17日から令和 元年12月24日まで
土木関係コンサルタント

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

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

篠津運河中流地区外１地域 事業計画検討等業
鈴 木
亘
務
札幌開発建設部
当別町ほか
札幌市中央区北２条西１９
令和 元年 5月17日から令和 2年 3月 6日まで
丁目
土木関係コンサルタント

一般国道４５２号 三笠市 地すべり解析検討
鈴 木
亘
業務
札幌開発建設部
三笠市
札幌市中央区北２条西１９
令和 元年 5月24日から令和 2年 3月19日まで
丁目
地質調査

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

（株）ドーコン
令和 元年 5月16日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

（株）アルファ技研
令和 元年 5月16日 北海道札幌市西区西町南２１－
２－１１

令和 元年 5月23日

（株）ダイヤコンサルタント北
海道支社
札幌市北区北１０条西２丁目１
３番地２

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3項）
（企画競争方式）

9,163,000

9,130,000

99.640

5430001001098

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3項）
（企画競争方式）

47,729,000

47,630,000

99.793

8010001076774

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を
中心とした高度な技術マネジメントが求
められる業務であるため、技術提案の内
容と企業や技術者の能力を総合的に評価
する総合評価プロポーザル方式により、
技術提案を求めた特定テーマに対して的
確性等が他社より優れ、総合的に最も高
い評価を得た者を特定したため。（会計
法第29条の3第4項及び予決令第102条の4
第3項）
（企画競争方式）

19,712,000

19,030,000

96.540

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

篠津運河中流地区 用水施設整備計画検討等業
務
当別町ほか
令和 元年 5月31日から令和 2年 2月28日まで
土木関係コンサルタント

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

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

北村遊水地事業計画検討業務
鈴 木
亘
岩見沢市ほか
札幌開発建設部
令和 元年 6月 6日から令和 2年 2月28日まで 札幌市中央区北２条西１９
土木関係コンサルタント
丁目

豊平川河床低下対策検討業務
札幌市
令和 元年 6月13日から令和 元年12月20日まで
土木関係コンサルタント

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

契約を締結した日

令和 元年 5月30日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

ＮＴＣコンサルタンツ（株）北
海道支社
札幌市中央区南１条西８丁目１
－１

（株）ドーコン
令和 元年 6月 5日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

（株）開発工営社
令和 元年 6月12日 北海道札幌市中央区北四条西５
－１

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

2180001039299

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を
中心とした高度な技術マネジメントが求
められる業務であるため、技術提案の内
容と企業や技術者の能力を総合的に評価
する総合評価プロポーザル方式により、
技術提案を求めた特定テーマに対して的
確性等が他社より優れ、総合的に最も高
い評価を得た者を特定したため。（会計
法第29条の3第4項及び予決令第102条の4
第3項）
（企画競争方式）

29,865,000

29,810,000

99.816

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる検討業務で
あるため、技術提案の内容と企業や技術
者の能力を総合的に評価する総合評価型
プロポーザル方式により、技術提案を求
めたテーマ「北村遊水地の周囲堤におけ
る真空圧密工法を用いる際の、用地制約
条件を踏まえた施工計画の留意点及び対
応方針について」に対しての的確性及び
独創性が他社より優れ、総合的に高い評
価を得た者を特定した。（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４
第３項）
（公募）

40,667,000

40,667,000

100.000

1430001003528

会計法第２９条の３第４項
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる検討業務で
あるため、技術提案の内容と企業や技術
者の能力を総合的に評価する総合評価型
プロポーザル方式により、技術提案を求
めたテーマ「豊平川の河床低下対策工施
工計画の検討にあたり、数値シミュレー
ションを用いて対策工の施工順序を検討
する上で配慮すべき事項と検討方針につ
いて」に対しての的確性及び実現性が他
社より優れ、総合的に高い評価を得た者
を特定した。（会計法第２９条の３第４
項及び予決令第１０２条の４第３項）
（公募）

24,189,000

24,178,000

99.955

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

堰堤維持の内 夕張シューパロダム事後評価結
果分析外業務
夕張市
令和 元年 6月14日から令和 2年 2月28日まで
土木関係コンサルタント

堰堤維持の内 豊平川浸水想定区域検討外業務
札幌市
令和 元年 6月13日から令和 2年 2月28日まで
土木関係コンサルタント

堰堤維持の内 札幌開発建設部管内ダム放流警
報設備改良検討外業務
芦別市ほか
令和 元年 6月13日から令和 2年 1月31日まで
土木関係コンサルタント

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

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

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

（一財）水源地環境センター
令和 元年 6月13日 東京都千代田区麹町２－１４－
２ 麹町ＮＫビル

（株）ドーコン
令和 元年 6月12日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

日本工営（株）札幌支店
令和 元年 6月12日 北海道札幌市中央区北五条西６
丁目２

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

7010005002901

会計法第２９条の３第４項
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる結果分析外
業務であるため、技術提案の内容と企業
や技術者の能力を総合的に評価する総合
評価型プロポーザル方式により、技術提
案を求めたテーマ「夕張シューパロダム
におけるダム事業の事後評価検討を行う
上での留意点について」総合的に高い評
価を得た者を特定した。（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４
第３項）
（公募）

19,459,000

19,415,000

99.774

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる検討業務で
あるため、技術提案の内容と企業や技術
者の能力を総合的に評価する総合評価型
プロポーザル方式により、技術提案を求
めたテーマ「豊平川の河川特性を踏まえ
た想定最大規模降雨に対するダム操作を
考慮した浸水想定区域図作成と情報伝達
の検討に当たって留意すべき事項につい
て」に対しての的確性及び独創性が他社
より優れ、総合的に高い評価を得た者を
特定した。（会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３項）
（公募）

48,279,000

48,180,000

99.795

2010001016851

会計法第２９条の３第４項
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる検討業務で
あるため、技術提案の内容と企業や技術
者の能力を総合的に評価する総合評価型
プロポーザル方式により、技術提案を求
めたテーマ「空知川の河道特性、流域特
性を踏まえた想定最大規模降雨に対する
浸水を想定した放流警報施設と情報伝達
の検討にあたって留意すべき事項につい
て」に対しての実現性及び独創性が他社
より優れ、総合的に高い評価を得た者を
特定した。（会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３項）
（公募）

39,501,000

39,501,000

100.000

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

堰堤維持の内 石狩川下流支川浸水想定区域検
討外業務
恵庭市ほか
令和 元年 6月20日から令和 2年 2月28日まで
土木関係コンサルタント

堰堤維持の内 夕張川浸水想定区域検討外業務
夕張市
令和 元年 6月20日から令和 2年 1月31日まで
土木関係コンサルタント

堰堤維持の内 札幌開発建設部管内ダム洪水調
節機能検討外業務
札幌市ほか
令和 元年 6月20日から令和 2年 2月28日まで
土木関係コンサルタント

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

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

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

（株）ドーコン
令和 元年 6月19日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

（株）ドーコン
令和 元年 6月19日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

（株）ドーコン
令和 元年 6月19日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる検討業務で
あるため、技術提案の内容と企業や技術
者の能力を総合的に評価する総合評価型
プロポーザル方式により、技術提案を求
めたテーマ「漁川の特性を踏まえた想定
最大規模降雨に対するダム操作を考慮し
た浸水想定区域図作成と情報伝達の検討
に当たって留意すべき事項について」に
対しての的確性及び独創性が他社より優
れ、総合的に高い評価を得た者を特定し
た。（会計法第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３項）
（公募）

48,268,000

48,180,000

99.818

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる検討業務で
あるため、技術提案の内容と企業や技術
者の能力を総合的に評価する総合評価型
プロポーザル方式により、技術提案を求
めたテーマ「夕張川の河川特性を踏まえ
た想定最大規模降雨に対するダム操作を
考慮した浸水想定区域図作成と情報伝達
の検討にあたって留意すべき事項につい
て」総合的に高い評価を得た者を特定し
た。（会計法第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３項）
（公募）

39,457,000

39,380,000

99.805

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる検討業務で
あるため、技術提案の内容と企業や技術
者の能力を総合的に評価する総合評価型
プロポーザル方式により、技術提案を求
めたテーマ「石狩川下流地区における既
設ダムの治水・利水機能を最大限活用し
た防災操作の検討にあたって留意すべき
事項について」に対しての実現性が他社
より優れ、総合的に高い評価を得た者を
特定した。（会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３項）
（公募）

48,444,000

47,960,000

99.001

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

石狩川下流地域連携方策検討業務
札幌市
令和 元年 6月13日から令和 2年 2月28日まで
土木関係コンサルタント

石狩川下流環境整備事業検討業務
札幌市
令和 元年 6月13日から令和 2年 2月28日まで
土木関係コンサルタント

千歳川河川事務所管内河川管理施設監理検討試
行業務
千歳市ほか
令和 元年 6月20日から令和 2年 2月21日まで
土木関係コンサルタント

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

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

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

（一財）石狩川振興財団
令和 元年 6月12日 北海道札幌市北区北十一条西２
－２－１７

（株）ドーコン
令和 元年 6月12日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

（株）北開水工コンサルタント
令和 元年 6月19日 北海道河東郡音更町共栄台西１
１－１

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

7430005010481

会計法第２９条の３第４項
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる検討業務で
あるため、技術提案の内容と企業や技術
者の能力を総合的に評価する総合評価型
プロポーザル方式により、技術提案を求
めたテーマ「石狩川流域（下流におい
て、地域と連携した共同方策を検討する
上での留意点について」総合的に高い評
価を得た者を特定した。（会計法第２９
条の３第４項及び予決令第１０２条の４
第３項）
（公募）

18,689,000

18,645,000

99.765

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる検討業務で
あるため、技術提案の内容と企業や技術
者の能力を総合的に評価する総合評価型
プロポーザル方式により、技術提案を求
めたテーマ「石狩川下流の環境の多様性
に配慮して旧川群の自然再生を検討する
上での留意点について」に対しての的確
性、実現性及び独創性が他社より優れ、
総合的に高い評価を得た者を特定した。
（会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３項）
（公募）

18,590,000

18,590,000

100.000

6460101001548

会計法第２９条の３第４項
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる検討業務で
あるため、技術提案の内容と企業や技術
者の能力を総合的に評価する総合評価型
プロポーザル方式により、技術提案を求
めたテーマ「千歳川河川事務所管内にお
ける点検結果評価案の検討に関する留意
点と対応方針について」に対しての的確
性及び実現性が他社より優れ、総合的に
高い評価を得た者を特定した。（会計法
第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３項）
（公募）

20,900,000

20,680,000

98.947

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

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

石狩川下流治水計画検討業務
鈴 木
亘
三笠市
札幌開発建設部
令和 元年 6月27日から令和 2年 2月28日まで 札幌市中央区北２条西１９
土木関係コンサルタント
丁目

札幌除雪ステーション申請外業務
札幌市
令和 元年 6月21日から令和 2年 2月28日まで
建築関係コンサルタント

一般国道３６号 千歳市 錦町電線共同溝詳細
設計業務
千歳市
令和 元年 6月 7日から令和 2年 3月10日まで
土木関係コンサルタント

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

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

（株）ドーコン
令和 元年 6月26日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

（株）北海道建築総合研究所
令和 元年 6月20日 北海道札幌市中央区北七条西２
７－１－８

（株）北海道近代設計
令和 元年 6月 6日 北海道札幌市中央区南一条西１
０－３

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる検討業務で
あるため、技術提案の内容と企業や技術
者の能力を総合的に評価する総合評価型
プロポーザル方式により、技術提案を求
めたテーマ「石狩川下流河川整備計画に
おける効率的な事業の進め方に関する留
意事項」に対して、総合的に高い評価を
得た者を特定した。（会計法第２９条の
３第４項及び予決令第１０２条の４第３
項）
（公募）

48,851,000

48,840,000

99.977

1430001021843

会計法第２９条の３第４項
本業務は、（仮称）札幌除雪ステー
ション車庫新築工事に係る建築基準法第
18条の規定に基づく計画通知書の申請手
続き、及び建築基準法第48条第6項ただ
し書きの規定に基づく許可申請手続きを
行うものである。
札幌除雪ステーションの車庫の設計図
書は当該業者が作成したものであり、建
築基準法第2条第17項、及び建築基準法
第18条の計画通知上の設計者であること
から、本業務を遂行できる唯一の業者で
あるため。（会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第3号）

2,860,000

2,849,000

99.615

8430001075429

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3項）
（公募）

19,778,000

19,778,000

100.000

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

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

一般国道２３３号 深川市 深川電線共同溝詳
鈴 木
亘
細設計業務
札幌開発建設部
深川市
札幌市中央区北２条西１９
令和 元年 6月 7日から令和 2年 2月28日まで
丁目
土木関係コンサルタント

一般国道１２号 砂川市 砂川電線共同溝詳細
設計業務
砂川市
令和 元年 6月 7日から令和 2年 2月21日まで
土木関係コンサルタント

石狩川中下流地域 広域基盤整備計画等検討業
務
沼田町ほか
令和 元年 6月 7日から令和 2年 2月14日まで
土木関係コンサルタント

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

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

（株）開発工営社
令和 元年 6月 6日 北海道札幌市中央区北四条西５
－１

（株）北海道近代設計
令和 元年 6月 6日 北海道札幌市中央区南一条西１
０－３

（株）農土コンサル
令和 元年 6月 6日 北海道札幌市北区北七条西六－
２－５

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

1430001003528

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を
中心とした高度な技術マネジメントが求
められる業務であるため、技術提案の内
容と企業や技術者の能力を総合的に評価
する総合評価プロポーザル方式により、
技術提案を求めた特定テーマに対して的
確性等が他社より優れ、総合的に最も高
い評価を得た者を特定したため。（会計
法第29条の3第4項及び予決令第102条の4
第3項）
（公募）

22,374,000

22,374,000

100.000

8430001075429

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3項）
（公募）

24,002,000

24,002,000

100.000

7430001022324

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を
中心とした高度な技術マネジメントが求
められる業務であるため、技術提案の内
容と企業や技術者の能力を総合的に評価
する総合評価プロポーザル方式により、
技術提案を求めた特定テーマに対して的
確性等が他社より優れ、総合的に最も高
い評価を得た者を特定したため。（会計
法第29条の3第4項及び予決令第102条の4
第3項）
（公募）

15,235,000

15,224,000

99.928

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

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

篠津運河中流地区外１地域 営農計画経済効果
鈴 木
亘
検討等業務
札幌開発建設部
江別市ほか
札幌市中央区北２条西１９
令和 元年 6月 7日から令和 2年 2月14日まで
丁目
土木関係コンサルタント

石狩・空知地域 国営農業用ダム安全性評価等
検討業務
石狩市ほか
令和 元年 6月14日から令和 2年 3月 6日まで
土木関係コンサルタント

石狩・空知地域 防災情報ネットワーク設備設
計業務
石狩市ほか
令和 元年 6月14日から令和 2年 1月15日まで
土木関係コンサルタント

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

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

（株）地域計画センター
令和 元年 6月 6日 北海道札幌市中央区南一条西８
－１－１クリスタルタワー

（株）三祐コンサルタンツ 札
令和 元年 6月13日 幌支店
札幌市中央区北２条西３丁目１

（株）三祐コンサルタンツ 札
令和 元年 6月13日 幌支店
札幌市中央区北２条西３丁目１

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

5430001010396

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を
中心とした高度な技術マネジメントが求
められる業務であるため、技術提案の内
容と企業や技術者の能力を総合的に評価
する総合評価プロポーザル方式により、
技術提案を求めた特定テーマに対して的
確性等が他社より優れ、総合的に最も高
い評価を得た者を特定したため。（会計
法第29条の3第4項及び予決令第102条の4
第3項）
（公募）

11,187,000

11,110,000

99.312

6180001036144

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を
中心とした高度な技術マネジメントが求
められる業務であるため、技術提案の内
容と企業や技術者の能力を総合的に評価
する総合評価プロポーザル方式により、
技術提案を求めた特定テーマに対して的
確性等が他社より優れ、総合的に最も高
い評価を得た者を特定したため。（会計
法第29条の3第4項及び予決令第102条の4
第3項）
（公募）

49,159,000

49,115,000

99.910

6180001036144

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を
中心とした高度な技術マネジメントが求
められる業務であるため、技術提案の内
容と企業や技術者の能力を総合的に評価
する総合評価プロポーザル方式により、
技術提案を求めた特定テーマに対して的
確性等が他社より優れ、総合的に最も高
い評価を得た者を特定したため。（会計
法第29条の3第4項及び予決令第102条の4
第3項）
（公募）

46,354,000

46,310,000

99.905

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

神竜二期地区外１地域 営農計画経済効果検討
等業務
深川市ほか
令和 元年 6月21日から令和 2年 2月12日まで
土木関係コンサルタント

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

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

道央圏連絡道路 長沼町外 長沼南幌道路軟弱
鈴 木
亘
地盤対策設計業務
札幌開発建設部
長沼町ほか
札幌市中央区北２条西１９
令和 元年 6月 7日から令和 2年 1月14日まで
丁目
地質調査

一般国道１２号 札幌市 菊水電線共同溝予備
設計外一連業務
札幌市
令和 元年 6月28日から令和 2年 1月29日まで
土木関係コンサルタント

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

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

（株）ドーコン
令和 元年 6月20日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

大地コンサルタント（株）
令和 元年 6月 6日 北海道旭川市四条西２－１－１
２

（株）構研エンジニアリング
令和 元年 6月27日 北海道札幌市東区北十八条東１
７－１－１

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を
中心とした高度な技術マネジメントが求
められる業務であるため、技術提案の内
容と企業や技術者の能力を総合的に評価
する総合評価プロポーザル方式により、
技術提案を求めた特定テーマに対して的
確性等が他社より優れ、総合的に最も高
い評価を得た者を特定したため。（会計
法第29条の3第4項及び予決令第102条の4
第3項）
（公募）

11,946,000

11,946,000

100.000

3450001001684

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3項）
（企画競争方式）

14,993,000

14,905,000

99.413

7430001005618

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を
中心とした高度な技術マネジメントが求
められる業務であるため、技術提案の内
容と企業や技術者の能力を総合的に評価
する総合評価プロポーザル方式により、
技術提案を求めた特定テーマに対して的
確性等が他社より優れ、総合的に最も高
い評価を得た者を特定したため。（会計
法第29条の3第4項及び予決令第102条の4
第3項）
（公募）

45,221,000

45,100,000

99.732

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

一般国道４５３号 恵庭市 斜面検討業務
恵庭市
令和 元年 6月 7日から令和 元年12月24日まで
地質調査

札幌開発建設部管内 道路施設維持管理計画検
討業務
札幌市ほか
令和 元年 6月 7日から令和 2年 3月23日まで
土木関係コンサルタント

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

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

道央地域 水利計画検討等業務
鈴 木
亘
長沼町ほか
札幌開発建設部
令和 元年 6月28日から令和 2年 1月30日まで 札幌市中央区北２条西１９
土木関係コンサルタント
丁目

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

（株）ドーコン
令和 元年 6月 6日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

（株）ドーコン
令和 元年 6月 6日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

（株）ドーコン
令和 元年 6月27日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3項）
（企画競争方式）

25,960,000

25,938,000

99.915

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3項）
（企画競争方式）

17,963,000

17,952,000

99.939

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を
中心とした高度な技術マネジメントが求
められる業務であるため、技術提案の内
容と企業や技術者の能力を総合的に評価
する総合評価プロポーザル方式により、
技術提案を求めた特定テーマに対して的
確性等が他社より優れ、総合的に最も高
い評価を得た者を特定したため。（会計
法第29条の3第4項及び予決令第102条の4
第3項）
（公募）

25,003,000

25,003,000

100.000

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

北空知地域 北空知頭首工耐震照査検討業務
深川市
令和 元年 6月14日から令和 2年 2月14日まで
土木関係コンサルタント

千歳線南千歳駅構内４４ｋ４００ｍ付近天翔ラ
ンプ橋耐震補強工事に伴う電気設備支障移転設
計
千歳市
令和元年6月28日から令和2年1月31日まで

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

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴木 亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

幾春別川総合開発事業監理業務
鈴 木
亘
三笠市
札幌開発建設部
令和 元年 7月 4日から令和 2年 3月27日まで 札幌市中央区北２条西１９
土木関係コンサルタント
丁目

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

（株）三祐コンサルタンツ 札
令和 元年 6月13日 幌支店
札幌市中央区北２条西３丁目１

令和元年6月28日

北海道旅客鉄道株式会社
北海道札幌市中央区北１１条西
１５丁目１番１号

（株）構研エンジニアリング
令和 元年 7月 3日 北海道札幌市東区北十八条東１
７－１－１

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

6180001036144

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3項）
（企画競争方式）

27,313,000

27,225,000

99.678

4430001022657

会計法第２９条の３第４項
本業務は、ＪＲ千歳線・石勝線上を横
断する橋梁の耐震補強工事を実施するに
あたり、支障となるＪＲ電気関係設備の
支障移転設計を行うものである。
軌道敷近接での業務履行となるため、列
車運行及び管理施設を把握し施工時の軌
道影響を容易に管理できる唯一の機関で
ある北海道旅客鉄道株式会社に委託する
ものである。

1,329,000

1,329,000

100.000

7430001005618

会計法第２９条の３第４項
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる監理業務で
あるため、技術提案の内容と企業や技術
者の能力を総合的に評価する総合評価型
プロポーザル方式により、技術提案を求
めたテーマ「幾春別川総合開発事業にお
ける効率的な土砂流用の留意点とコスト
監理の留意点について」に対して総合的
に高い評価を得た者を特定した。（会計
法第２９条の３第４項及び予決令第１０
２条の４第３項）
（公募）

35,805,000

35,750,000

99.846

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

堰堤維持の内 定山渓ダム総合点検評価業務
札幌市
令和 元年 7月18日から令和 2年 2月21日まで
土木関係コンサルタント

石狩川下流内水面漁業調査検討外業務
石狩市ほか
令和 元年 7月18日から令和 2年 3月18日まで
土木関係コンサルタント

札幌開発建設部管内 防災情報等検討業務
札幌市
令和 元年 7月18日から令和 2年 3月23日まで
土木関係コンサルタント

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

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

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

（株）ドーコン
令和 元年 7月17日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

令和 元年 7月17日

（公社）北海道栽培漁業振興公
社
北海道札幌市白石区米里４条１
丁目３番３号

（株）ドーコン
令和 元年 7月17日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる評価業務で
あるため、技術提案の内容と企業や技術
者の能力を総合的に評価する総合評価型
プロポーザル方式により、技術提案を求
めたテーマ「定山渓ダムにおける経年的
な劣化や損傷等を把握し、健全度評価を
行う上での留意すべき事項について」に
対しての的確性、実現性及び独創性が他
社より優れ、総合的に高い評価を得た者
を特定した。（会計法第２９条の３第４
項及び予決令第１０２条の４第３項）
（公募）

32,802,000

32,780,000

99.933

2430005000999

会計法第２９条の３第４項
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる検討外業務
であるため、技術提案の内容と企業や技
術者の能力を総合的に評価する総合評価
型プロポーザル方式により、技術提案を
求めたテーマ「石狩川下流における主要
な水産資源に対する河川整備事業の影響
及び関連性を把握するために必要な調査
に関する留意点について」に対しての的
確性及び実現性が他社より優れ、総合的
に高い評価を得た者を特定した。（会計
法第２９条の３第４項及び予決令第１０
２条の４第３項）
（公募）

19,547,000

19,514,000

99.831

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる検討業務で
あるため、技術提案の内容と企業や技術
者の能力を総合的に評価する総合評価型
プロポーザル方式により、技術提案を求
めたテーマ「新たな洪水予測システムの
予測精度向上を行う上での留意点につい
て」に対して総合的に高い評価を得た者
を特定した。（会計法第２９条の３第４
項及び予決令第１０２条の４第３項）
（公募）

49,896,000

49,830,000

99.868

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

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

漁川環境整備外設計業務
鈴 木
亘
恵庭市
札幌開発建設部
令和 元年 8月 1日から令和 2年 3月19日まで 札幌市中央区北２条西１９
土木関係コンサルタント
丁目

国立民族共生公園 広場上屋新築工事設計意図
伝達業務
白老町
令和 元年 7月20日から令和 元年12月20日まで
建築関係コンサルタント

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

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

（株）ドーコン
令和 元年 7月31日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

（株）北海道建築総合研究所
令和 元年 7月19日 北海道札幌市中央区北七条西２
７－１－８

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる設計業務で
あるため、技術提案の内容と企業や技術
者の能力を総合的に評価する総合評価型
プロポーザル方式により、技術提案を求
めたテーマ「当該地において、恵庭かわ
まちづくり計画を踏まえた河岸設計を行
うにあたっての留意点について」に対し
ての独創性等がが他社より優れ、総合的
に高い評価を得た者を特定した。（会計
法第２９条の３第４項及び予決令第１０
２条の４第３項）
（公募）

24,970,000

24,970,000

100.000

1430001021843

会計法第２９条の３第４項
本業務は、国立民族共生公園 広場上
屋新築工事に係る設計意図伝達を行うも
のである。
設計意図伝達業務とは、工事施工段階
において設計者が設計意図を正確に伝え
るため、設計業務の成果に基づき工事監
理者及び工事受注者に対する質疑応答・
説明、施工図等の確認並びに工事材料・
設備機器等及びそれらの色・柄・形状等
の選定に関して設計意図の観点から検
討・助言等を行う業務であり、平成31年
国土交通省告示第98号別添1に「工事施
工段階で設計者が行うことに合理性があ
る実施設計に関する標準業務」として記
載されており、設計者として設計意図を
熟知する業者であるため。（会計法大29
条の3第4項及び予決令第102条の4第3
号）

3,913,800

3,913,800

100.000

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

一般国道１２号 札幌市 厚別中央電線共同溝
予備設計外一連業務
札幌市
令和 元年 7月 5日から令和 2年 2月 5日まで
土木関係コンサルタント

札幌開発建設部管内 ほっかいどう学みち学習
検討業務
札幌市ほか
令和 元年 7月19日から令和 2年 3月23日まで
土木関係コンサルタント

札幌開発建設部管内 道路交通需要調査検討業
務
札幌市ほか
令和 元年 7月19日から令和 2年 3月12日まで
土木関係コンサルタント

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

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

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

（株）構研エンジニアリング
令和 元年 7月 4日 北海道札幌市東区北十八条東１
７－１－１

（一社）北海道開発技術セン
ター
令和 元年 7月18日 北海道札幌市北区北十一条西２
－２－１７ セントラル札幌北
ビル

（一社）北海道開発技術セン
ター
令和 元年 7月18日 北海道札幌市北区北十一条西２
－２－１７ セントラル札幌北
ビル

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

7430001005618

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を
中心とした高度な技術マネジメントが求
められる業務であるため、技術提案の内
容と企業や技術者の能力を総合的に評価
する総合評価プロポーザル方式により、
技術提案を求めた特定テーマに対して的
確性等が他社より優れ、総合的に最も高
い評価を得た者を特定したため。（会計
法第29条の3第4項及び予決令第102条の4
第3項）
（公募）

30,030,000

29,920,000

99.634

2430005010809

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3項）
（公募）

10,219,000

10,175,000

99.569

2430005010809

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3項）
（公募）

13,277,000

13,233,000

99.669

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

札幌開発建設部管内 積雪寒冷地における橋梁
点検検討業務
札幌市ほか
令和 元年 7月20日から令和 2年 3月19日まで
土木関係コンサルタント

札幌開発建設部管内 道路気象観測装置更新検
討業務
札幌市
令和 元年 7月26日から令和 2年 1月27日まで
土木関係コンサルタント

新千歳空港 平行誘導路複線化基本設計外業務
千歳市
令和 元年 7月26日から令和 2年 2月28日まで
土木関係コンサルタント

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

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

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

（株）ドーコン
令和 元年 7月19日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

（一財）日本気象協会 北海道
令和 元年 7月25日 支社
札幌市中央区北４条西２３丁目

（株）日本空港コンサルタンツ
令和 元年 7月25日 東京都中央区勝どき１－１３－
１

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を
中心とした高度な技術マネジメントが求
められる業務であるため、技術提案の内
容と企業や技術者の能力を総合的に評価
する総合評価プロポーザル方式により、
技術提案を求めた特定テーマに対して的
確性等が他社より優れ、総合的に最も高
い評価を得た者を特定したため。（会計
法第29条の3第4項及び予決令第102条の4
第3項）
（公募）

19,976,000

19,910,000

99.670

4013305001526

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3項）
（公募）

7,997,000

7,997,000

100.000

5010001075465

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
4項）
（公募）

45,045,000

44,990,000

99.878

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

千歳川流域土砂活用計画検討業務
千歳市ほか
令和 元年 8月29日から令和 2年 2月26日まで
土木関係コンサルタント

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

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

空知地域 水利計画検討等業務
鈴 木
亘
芦別市ほか
札幌開発建設部
令和 元年 8月 2日から令和 2年 2月25日まで 札幌市中央区北２条西１９
土木関係コンサルタント
丁目

幌向川二期地区 頭首工整備設計等業務
岩見沢市
令和 元年 8月 2日から令和 2年 2月25日まで
土木関係コンサルタント

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

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

日本工営（株）札幌支店
令和 元年 8月28日 札幌市中央区北５条西６丁目２
番地

令和 元年 8月 1日

令和 元年 8月 1日

（株）ルーラルエンジニア
北海道深川市広里町４－１－３

（株）三祐コンサルタンツ 札
幌支店
北海道札幌市中央区北２条西３
丁目１番地

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

2010001016851

会計法第２９条の３第４項
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる検討外業務
であるため、技術提案の内容と企業や技
術者の能力を総合的に評価する総合評価
型プロポーザル方式により、技術提案を
求めたテーマ「今後の千歳川河川整備を
踏まえ、効率的な事業計画を検討するう
えでの留意点について」に対しての的確
性及び実現性が他社より優れ、総合的に
高い評価を得た者を特定した。（会計法
第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３項）
（公募）

24,563,000

24,563,000

100.000

9450001004797

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を
中心とした高度な技術マネジメントが求
められる業務であるため、技術提案の内
容と企業や技術者の能力を総合的に評価
する総合評価プロポーザル方式により、
技術提案を求めた特定テーマに対して的
確性等が他社より優れ、総合的に最も高
い評価を得た者を特定したため。（会計
法第29条の3第4項及び予決令第102条の4
第3項）
（公募）

25,498,000

25,465,000

99.871

6180001036144

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を
中心とした高度な技術マネジメントが求
められる業務であるため、技術提案の内
容と企業や技術者の能力を総合的に評価
する総合評価プロポーザル方式により、
技術提案を求めた特定テーマに対して的
確性等が他社より優れ、総合的に最も高
い評価を得た者を特定したため。（会計
法第29条の3第4項及び予決令第102条の4
第3項）
（公募）

55,187,000

55,132,000

99.900

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

当別地区 業務継続計画策定等業務
当別町
令和 元年 8月 2日から令和 2年 3月13日まで
土木関係コンサルタント

空知中央地区 業務継続計画策定業務
岩見沢市ほか
令和 元年 8月 2日から令和 2年 2月 7日まで
土木関係コンサルタント

幌加内地区外１地区 業務継続計画策定等業務
幌加内町ほか
令和 元年 8月 2日から令和 2年 3月13日まで
土木関係コンサルタント

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

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

契約を締結した日

令和 元年 8月 1日

令和 元年 8月 1日

令和 元年 8月 1日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

（株）三祐コンサルタンツ 札
幌支店
札幌市中央区北２条西３丁目１
番地

内外エンジニアリング北海道
（株）
北海道札幌市中央区南一条東１
－３

サンスイコンサルタント（株）
北海道支社
北海道札幌市東区北４１条東３
丁目３番１０号

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

6180001036144

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を
中心とした高度な技術マネジメントが求
められる業務であるため、技術提案の内
容と企業や技術者の能力を総合的に評価
する総合評価プロポーザル方式により、
技術提案を求めた特定テーマに対して的
確性等が他社より優れ、総合的に最も高
い評価を得た者を特定したため。（会計
法第29条の3第4項及び予決令第102条の4
第3項）
（公募）

50,490,000

50,435,000

99.891

1430001029762

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を
中心とした高度な技術マネジメントが求
められる業務であるため、技術提案の内
容と企業や技術者の能力を総合的に評価
する総合評価プロポーザル方式により、
技術提案を求めた特定テーマに対して的
確性等が他社より優れ、総合的に最も高
い評価を得た者を特定したため。（会計
法第29条の3第4項及び予決令第102条の4
第3項）
（公募）

23,628,000

23,595,000

99.860

5130001017447

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3項）
（公募）

51,414,000

51,414,000

100.000

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

新千歳空港 平行誘導路複線化函渠外設計業務
千歳市
令和 元年 8月 2日から令和 2年 2月28日まで
土木関係コンサルタント

雨竜川中央地区 業務継続計画策定等業務
深川市ほか
令和 元年 8月23日から令和 2年 3月10日まで
土木関係コンサルタント

道央地区外２地区 業務継続計画策定業務
江別市ほか
令和 元年 8月23日から令和 2年 2月25日まで
土木関係コンサルタント

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

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

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

（株）日本空港コンサルタンツ
令和 元年 8月 1日 東京都中央区勝どき１－１３－
１

令和 元年 8月22日

（株）三祐コンサルタンツ 札
幌支店
札幌市中央区北２条西３丁目１
番地

（株）アルファ技研
令和 元年 8月22日 北海道札幌市西区西町南２１－
２－１１

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

5010001075465

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
4項）
（公募）

49,093,000

48,950,000

99.709

6180001036144

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を
中心とした高度な技術マネジメントが求
められる業務であるため、技術提案の内
容と企業や技術者の能力を総合的に評価
する総合評価プロポーザル方式により、
技術提案を求めた特定テーマに対して的
確性等が他社より優れ、総合的に最も高
い評価を得た者を特定したため。（会計
法第29条の3第4項及び予決令第102条の4
第3項）
（公募）

43,637,000

43,560,000

99.824

5430001001098

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を
中心とした高度な技術マネジメントが求
められる業務であるため、技術提案の内
容と企業や技術者の能力を総合的に評価
する総合評価プロポーザル方式により、
技術提案を求めた特定テーマに対して的
確性等が他社より優れ、総合的に最も高
い評価を得た者を特定したため。（会計
法第29条の3第4項及び予決令第102条の4
第3項）
（公募）

39,919,000

39,875,000

99.890

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

野花南地区 業務継続計画策定等業務
芦別市
令和 元年 8月23日から令和 2年 2月28日まで
土木関係コンサルタント

道央地区 業務継続計画策定業務
栗山町ほか
令和 元年 8月23日から令和 2年 3月10日まで
土木関係コンサルタント

堰堤維持の内 豊平峡ダム耐震性能照査外検討
業務
札幌市
令和 元年 9月26日から令和 2年 3月23日まで
土木関係コンサルタント

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

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

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

（株）ドーコン
令和 元年 8月22日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

（株）ドーコン
令和 元年 8月22日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

堰堤維持の内豊平峡ダム耐震性
能照査外検討業務 ドーコン・
令和 元年 9月25日 ダム技術センタ
北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を
中心とした高度な技術マネジメントが求
められる業務であるため、技術提案の内
容と企業や技術者の能力を総合的に評価
する総合評価プロポーザル方式により、
技術提案を求めた特定テーマに対して的
確性等が他社より優れ、総合的に最も高
い評価を得た者を特定したため。（会計
法第29条の3第4項及び予決令第102条の4
第3項）
（公募）

29,271,000

29,271,000

100.000

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を
中心とした高度な技術マネジメントが求
められる業務であるため、技術提案の内
容と企業や技術者の能力を総合的に評価
する総合評価プロポーザル方式により、
技術提案を求めた特定テーマに対して的
確性等が他社より優れ、総合的に最も高
い評価を得た者を特定したため。（会計
法第29条の3第4項及び予決令第102条の4
第3項）
（公募）

41,448,000

41,448,000

100.000

会計法第２９条の３第４項
本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる検討業務で
あるため、技術提案の内容と企業や技術
者の能力を総合的に評価する総合評価型
プロポーザル方式により、技術提案を求
めたテーマ「堤頂部耐震補強の施工にあ
たり、放流等出水時及び観光等一般利用
者に配慮した工事工程、仮設計計画の立
案にあたり留意すべき事項について」に
対して総合的に高い評価を得た者を特定
した。（会計法第２９条の３第４項及び
予決令第１０２条の４第３項）
（公募）

35,948,000

35,915,000

99.908

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

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

豊平川砂防事業計画検討外業務
鈴 木
亘
札幌市
札幌開発建設部
令和 元年 9月26日から令和 2年 3月13日まで 札幌市中央区北２条西１９
土木関係コンサルタント
丁目

空知川上流幾寅地区防災ステーション外予備設
計業務
南富良野町
令和 元年 9月12日から令和 2年 3月16日まで
土木関係コンサルタント

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

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

日本工営（株）札幌支店
令和 元年 9月25日 札幌市中央区北５条西６丁目２
番地

（株）ドーコン
令和 元年 9月11日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

2010001016851

会計法第２９条の３第４項
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる検討業務で
あるため、技術提案の内容と企業や技術
者の能力を総合的に評価する総合評価型
プロポーザル方式により、技術提案を求
めたテーマ「豊平川直轄砂防事業におい
て、早期着手可能な施設の配置計画を検
討するための留意すべき点について」に
対して総合的に高い評価を得た者を特定
した。（会計法第２９条の３第４項及び
予決令第１０２条の４第３項）
（公募）

29,986,000

29,975,000

99.963

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
・本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる予備設計業
務であるため、技術提案の内容と企業や
技術者の能力を総合的に評価する総合評
価型プロポーザル方式により、技術提案
を求めたテーマ「石狩川水系空知河川整
備計画【大臣管理区間】［変更］を踏ま
え、河川防災ステーションの整備に際し
関係機関・自治体との連携を図る上での
留意点」に対しての的確性及び実現性が
他社より優れ、総合的に最も高い評価を
得た者を特定した。（会計法第２９条の
３第４項及び予決令第１０２条の４第３
項）
（企画競争方式）

49,907,000

49,390,000

98.964

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

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

滝野公園 クマ出没対応検討業務
寺 岡 伸 幸
札幌市
札幌開発建設部国営滝野す
令和 元年 7月11日から令和 元年 9月13日まで ずらん丘陵公園事務所
土木関係コンサルタント
札幌市南区滝野２４７番地

契約を締結した日

令和 元年 9月 6日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

特定非営利活動法人ＥｎＶｉｓ
ｉｏｎ環境保全事務所
北海道札幌市北区北九条西４－
５－２

法人番号

9430005004036

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

会計法第２９条の３第４項
国営滝野すずらん丘陵公園（以下、
「滝野公園」という。）において、令和
元年７月５日にクマの痕跡（４日付クマ
画像）が発見されたことに伴い、臨時閉
園を行っていた。
滝野公園は、年間約60万人が訪れる北
海道唯一の国営公園であり、札幌市や近
隣市町村の住民のみならず、道外・海外
からの旅行客も訪れる憩いの場となって
いることから再開園に向けて早急に、①
クマを園外に還し、②園内には存在しな
いことを確認するとともに、クマが今後
園内に侵入しないよう③再発防止対策の
検討を行うことが不可欠である。
上記①～③を行うにあたっては、クマ
の痕跡を判別できる技術力を有するとと
もに、今回出没したクマの習性や現地の
地形等を熟知していることが必要であ
る。
特定非営利活動法人EnVision環境保全
事務所（以下、「EnVision」という。）
は、市内に出没したヒグマの痕跡調査等
について、札幌市の委託を受けており、
周辺地域のクマの習性や地形等自然条件
を熟知している。
また、過年度において滝野公園にクマ
が出没した際における現地調査等を行っ
ていることから、公園内の地形等につい
ても熟知しており①～③の業務を迅速に
行うことができる唯一の者である。
以上のことから、本業務に関して迅速
かつ適切な業務の履行が望めるため、会
計法第29条の３第４項及び予算決算及び
会計令第102条の４第３号の規定によ
り、上記特定非営利法人を随意契約の相
手方として選定するものである。

予定価格

5,421,600

契約金額

5,096,520

落札率

94.004

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

音江山地区 業務継続計画策定等業務
赤平市ほか
令和 元年 9月13日から令和 2年 2月28日まで
土木関係コンサルタント

樺戸地区 業務継続計画策定等業務
新十津川町ほか
令和 元年 9月13日から令和 2年 2月28日まで
土木関係コンサルタント

北海地区 業務継続計画策定業務
岩見沢市ほか
令和 元年 9月13日から令和 2年 2月28日まで
土木関係コンサルタント

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

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

契約を締結した日

令和 元年 9月12日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

（株）三祐コンサルタンツ札幌
支店
札幌市中央区北２条西３丁目１
番地

（株）農土コンサル
令和 元年 9月12日 北海道札幌市北区北七条西六－
２－５

（株）フロンティア技研
令和 元年 9月12日 北海道札幌市中央区北三条西３
－１－２５

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

6180001036144

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を
中心とした高度な技術マネジメントが求
められる業務であるため、技術提案の内
容と企業や技術者の能力を総合的に評価
する総合評価プロポーザル方式により、
技術提案を求めた特定テーマに対して的
確性等が他社より優れ、総合的に最も高
い評価を得た者を特定したため。（会計
法第29条の3第4項及び予決令第102条の4
第3項）
（公募）

29,436,000

29,425,000

99.963

7430001022324

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を
中心とした高度な技術マネジメントが求
められる業務であるため、技術提案の内
容と企業や技術者の能力を総合的に評価
する総合評価プロポーザル方式により、
技術提案を求めた特定テーマに対して的
確性等が他社より優れ、総合的に最も高
い評価を得た者を特定したため。（会計
法第29条の3第4項及び予決令第102条の4
第3項）
（公募）

33,484,000

33,440,000

99.869

6430001015361

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3項）
（公募）

29,953,000

29,920,000

99.890

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

南月形地区外１地区 業務継続計画策定等業務
月形町ほか
令和 元年 9月20日から令和 2年 2月28日まで
土木関係コンサルタント

北空知地区 業務継続計画策定等業務
深川市ほか
令和 元年 9月20日から令和 2年 3月 9日まで
土木関係コンサルタント

幌向川二期地区 業務継続計画策定等業務
岩見沢市
令和 元年 9月20日から令和 2年 3月 9日まで
土木関係コンサルタント

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

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

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

（株）ドーコン
令和 元年 9月19日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

令和 元年 9月19日

（株）ルーラルエンジニア
北海道深川市広里町４－１－３

（株）アルファ技研
令和 元年 9月19日 北海道札幌市西区西町南２１－
２－１１

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を
中心とした高度な技術マネジメントが求
められる業務であるため、技術提案の内
容と企業や技術者の能力を総合的に評価
する総合評価プロポーザル方式により、
技術提案を求めた特定テーマに対して的
確性等が他社より優れ、総合的に最も高
い評価を得た者を特定したため。（会計
法第29条の3第4項及び予決令第102条の4
第3項）
（公募）

34,342,000

34,342,000

100.000

9450001004797

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を
中心とした高度な技術マネジメントが求
められる業務であるため、技術提案の内
容と企業や技術者の能力を総合的に評価
する総合評価プロポーザル方式により、
技術提案を求めた特定テーマに対して的
確性等が他社より優れ、総合的に最も高
い評価を得た者を特定したため。（会計
法第29条の3第4項及び予決令第102条の4
第3項）
（公募）

50,930,000

50,875,000

99.892

5430001001098

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を
中心とした高度な技術マネジメントが求
められる業務であるため、技術提案の内
容と企業や技術者の能力を総合的に評価
する総合評価プロポーザル方式により、
技術提案を求めた特定テーマに対して的
確性等が他社より優れ、総合的に最も高
い評価を得た者を特定したため。（会計
法第29条の3第4項及び予決令第102条の4
第3項）
（公募）

45,166,000

45,100,000

99.854

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

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

一般国道４５１号 新十津川町 幌加地すべり
鈴 木
亘
解析検討業務
札幌開発建設部
新十津川町
札幌市中央区北２条西１９
令和 元年 9月20日から令和 2年 3月18日まで
丁目
地質調査

一般国道３６号千歳市錦町電線共同溝通信設備
設置工事
千歳市
令和元年9月13日から令和2年2月28日まで

一般国道２３３号深川市深川電線共同溝通信設
備設置工事
深川市
令和元年9月27日から令和2年3月4日まで

鈴木 亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴木 亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

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

（株）ドーコン
令和 元年 9月19日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

令和元年9月13日

令和元年9月27日

エヌ・ティ・ティ・インフラ
ネット株式会社北海道事業部
北海道札幌市中央区北１条西４
丁目２番地４

エヌ・ティ・ティ・インフラ
ネット株式会社北海道事業部
北海道札幌市中央区北１条西４
丁目２番地４

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を中
心とした高度な技術マネジメントが求め
られる業務であるため、技術提案の内容
と企業や技術者の能力を総合的に評価す
る総合評価プロポーザル方式により、技
術提案を求めた特定テーマに対して的確
性等が他社より優れ、総合的に最も高い
評価を得た者を特定したため。（会計法
第29条の3第4項及び予決令第102条の4第
3項）
（企画競争方式）

8,129,000

8,129,000

100.000

2010001063299

会計法第２９条の３第４項
本工事は、当部施工の電線共同溝設置
工事において、東日本電信電話（株）か
ら譲渡を受ける埋設管路への特殊部設置
（通信接続枡等）のために譲渡設備の改
造等が必要となる。
その施工について、通信線保護の観点か
ら専門知識を有するエヌ・ティ・ティ・
インフラネット（株）に委託するもので
ある。

16,199,179

16,199,179

100.000

2010001063299

会計法第２９条の３第４項
本工事は、当部施工の電線共同溝設置
工事において、東日本電信電話（株）か
ら譲渡を受ける埋設管路への特殊部設置
（通信接続枡等）のために譲渡設備の改
造等が必要となる。
その施工について、通信線保護の観点か
ら専門知識を有するエヌ・ティ・ティ・
インフラネット（株）に委託するもので
ある。

41,458,705

41,458,705

100.000

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

一般国道１２号砂川市砂川電線共同溝通信設備
設置工事
砂川市
令和元年9月27日から令和2年3月16日まで

一般国道１２号札幌市白石本通外１電線共同溝
通信設備設置工事
札幌市ほか
令和元年10月4日から令和2年3月25日

千歳線南千歳駅構内４４ｋ４００ｍ付近天翔ラ
ンプ橋耐震補強工事
千歳市
令和元年10月15日から令和2年3月23日まで

雨竜川地域 鷹泊ダム水管理検討等業務
深川市ほか
令和元年10月25日から令和 2年 3月13日まで
土木関係コンサルタント

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

鈴木 亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴木 亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴木 亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

契約を締結した日

令和元年9月27日

令和元年10月4日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

エヌ・ティ・ティ・インフラ
ネット株式会社北海道事業部
北海道札幌市中央区北１条西４
丁目２番地４

エヌ・ティ・ティ・インフラ
ネット株式会社北海道事業部
北海道札幌市中央区北１条西４
丁目２番地４

北海道旅客鉄道株式会社
令和元年10月15日 北海道札幌市中央区北１１条西
１５丁目１番１号

（株）アルファ技研
令和元年10月24日 北海道札幌市西区西町南２１－
２－１１

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

2010001063299

会計法第２９条の３第４項
本工事は、当部施工の電線共同溝設置
工事において、東日本電信電話（株）か
ら譲渡を受ける埋設管路への特殊部設置
（通信接続枡等）のために既設管路の部
分移設、撤去が必要となる。
その施工について、通信線保護の観点か
ら専門知識を有するエヌ・ティ・ティ・
インフラネット（株）に委託するもので
ある。

98,336,352

98,336,352

100.000

2010001063299

会計法第２９条の３第４項
本工事は、当部施工の電線共同溝設置
工事において、東日本電信電話（株）か
ら譲渡を受ける埋設管路への特殊部設置
（通信接続枡等）のために譲渡設備の改
造等が必要となる。
その施工について、通信線保護の観点か
ら専門知識を有するエヌ・ティ・ティ・
インフラネット（株）に委託するもので
ある。

83,822,765

83,822,765

100.000

4430001022657

会計法第２９条の３第４項
本工事は、ＪＲ千歳線・石勝線上を横
断する橋梁の耐震補強及び支障となるＪ
Ｒ電気関係設備の移設を行うものであ
る。
軌道敷近接
施工となるため、列車運行及び管理施設
を把握し施工時の軌道影響を容易に管理
できる唯一の機関である北海道旅客鉄道
株式会社に委託するものである。

16,993,000

16,993,000

100.000

5430001001098

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に専門分野を
中心とした高度な技術マネジメントが求
められる業務であるため、技術提案の内
容と企業や技術者の能力を総合的に評価
する総合評価プロポーザル方式により、
技術提案を求めた特定テーマに対して的
確性等が他社より優れ、総合的に最も高
い評価を得た者を特定したため。（会計
法第29条の3第4項及び予決令第102条の4
第3項）
（公募）

16,324,000

16,280,000

99.730

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称､場所､期間及び種別

石狩川下流重要水防箇所検討業務
札幌市
令和元年11月14日から令和 2年 3月23日まで
土木関係コンサルタント

千歳線南千歳駅構内４４ｋ４００ｍ付近天翔ラ
ンプ橋耐震補強工事
千歳市
令和元年11月14日から令和2年10月30日まで

石狩川水防資材倉庫申請外業務
江別市
令和元年12月27日から令和 2年 3月16日まで
建築関係コンサルタント

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

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴木 亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

鈴 木
亘
札幌開発建設部
札幌市中央区北２条西１９
丁目

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

（株）ドーコン
令和元年11月13日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

北海道旅客鉄道株式会社
令和元年11月14日 北海道札幌市中央区北１１条西
１５丁目１番１号

（株）札幌日総建
令和元年12月26日 北海道札幌市中央区南一条西８
－１

法人番号

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由(企画競争又は公募)

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
本業務は企業や技術者に高度な知識と
構想力、応用力が求められる検討業務で
あるため、技術提案の内容と企業や技術
者の能力を総合的に評価する総合評価型
プロポーザル方式により、技術提案を求
めたテーマ「石狩川下流における河川の
特性を踏まえた重要水防箇所を検討する
上での留意点について」に対して的確性
および実現性が他社より優れ、総合的に
高い評価を得た者を特定した。（会計法
第２９条の３第４項及び予決令第１０２
条の４第３項）
（公募）

37,180,000

36,740,000

98.817

4430001022657

会計法第２９条の３第４項
本工事は、ＪＲ千歳線・石勝線上を横
断する橋梁の耐震補強及び支障となるＪ
Ｒ電気関係設備の移設を行うものであ
る。
軌道敷近接
施工となるため、列車運行及び管理施設
を把握し施工時の軌道影響を容易に管理
できる唯一の機関である北海道旅客鉄道
株式会社に委託するものである。

179,286,000

179,286,000

100.000

8430001020228

会計法第２９条の３第４項
本業務は、（仮称）石狩川水防資材倉
庫新築工事に係る建築基準法第１８条の
規定に基づく計画通知書の申請手続き及
び設計図書の一部修正等を行うものであ
る。石狩川水防資材倉庫の設計図書は上
記業者が作成したものであり、建築基準
法第２条第１７項及び建築基準法第１８
条の計画通知上の設計者であることか
ら、本業務を遂行できる唯一の業者であ
る。よって、会計法第２９条の３第４項
及び予算決算及び会計令第１０２条の４
第３号に基づき、上記業者と随意契約を
行うものである。

1,310,100

1,221,000

93.199

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

