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

帯広開発建設部管内 道路防災診断等検討業務
帯広市ほか
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

十勝川水系環境事業検討業務
帯広市ほか
平成31年 4月19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

竹 内 正 信
帯広開発建設部
帯広市西５条南８丁目帯広
第２地方合同庁舎

竹 内 正 信
帯広開発建設部
帯広市西５条南８丁目帯広
第２地方合同庁舎

契約を締結した日

平成31年 4月 1日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

（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

（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

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)

3430005010477

会計法第２９条の３第４項
本業務は、当建設部管内において、岩
盤・土質・構造・越波・雪氷・防災林等
の分野における道路防災有識者による現
地調査、助言、指導等を得るために必要
な支援及び技術的所見の取りまとめを行
うことを目的としており、企業や技術者
に高度な知識や技術力が求められる業務
であるため、簡易公募型プロポーザル方
式により技術提案を求めたテーマ「帯広
開発建設部管内における地域別特性を踏
まえた、冬期道路災害時に道路防災有識
者から助言・診断を受けるための事前体
制について」に対して、実現性に優れ、
総合的に評価を得た者として、建設コン
サルタント選定委員会は上記業者を選定
した。
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号の規定により、上記業者と随意契約
を締結するものである。
（公募）

3,685,000

3,674,000

99.701

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十勝川水系
札内川の自然再生計画を検討する業務で
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
たテーマ「札内川自然再生事業の効果を
検証する上での留意点」に対して的確性
及び実現性が優れ、総合的に高い評価で
ある者を特定した。
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
号の規定により、上記業者と随意契約を
締結するものである。
（公募）

39,006,000

38,830,000

99.549

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

十勝川流域砂防事業計画検討業務
帯広市ほか
平成31年 4月19日から令和 2年 3月19日まで
土木関係コンサルタント

十勝地域 広域基盤整備計画調査業務
幕別町ほか
平成31年 4月19日から令和 2年 2月28日まで
土木関係コンサルタント

札内川南部地域 排水整備検討業務
更別村ほか
平成31年 4月26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

竹 内 正 信
帯広開発建設部
帯広市西５条南８丁目帯広
第２地方合同庁舎

竹 内 正 信
帯広開発建設部
帯広市西５条南８丁目帯広
第２地方合同庁舎

竹 内 正 信
帯広開発建設部
帯広市西５条南８丁目帯広
第２地方合同庁舎

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18日 札幌市中央区北５条西６丁目２
番地

平成31年 4月18日

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

（株）アルファ技研
平成31年 4月25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)

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砂防基本計
画の改訂案を踏まえた施設配置計画の検
討をする業務であるため、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、
技術提案を求めたテーマ「十勝川流域に
おける砂防施設配置計画に関する留意
点」に対して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。
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
号の規定により、上記業者と随意契約を
締結するものである。
（公募）

57,959,000

57,959,000

100.000

5130001017447

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調査計画
に関する業務であるため、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、
技術提案を求めたテーマ「本地域におけ
る近年の降雨形態を踏まえた排水施設機
能状況を検討する上での留意点につい
て」に対して的確性、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。
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号の規定により、上記業者と随契契約
を締結するものである。
（公募）

13,123,000

13,112,000

99.916

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調査計画
に関する業務であるため、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、
技術提案を求めたテーマ「本地域におけ
る地域特性を踏まえた排水整備構想を検
討する上での留意点について」に対して
的確性、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。
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号の規定により、上記業者と随意契約
を締結するものである。
（公募）

19,547,000

19,525,000

99.887

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

新札内川地域 整備構想検討業務
帯広市ほか
平成31年 4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

帯広広尾自動車道 道路環境調査検討業務
大樹町ほか
平成31年 4月 5日から令和 2年 3月19日まで
土木関係コンサルタント

一般国道３３６号 広尾町 黄金道路環境調査
業務
広尾町
平成31年 4月 5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

竹 内 正 信
帯広開発建設部
帯広市西５条南８丁目帯広
第２地方合同庁舎

竹 内 正 信
帯広開発建設部
帯広市西５条南８丁目帯広
第２地方合同庁舎

竹 内 正 信
帯広開発建設部
帯広市西５条南８丁目帯広
第２地方合同庁舎

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）農土コンサル
平成31年 4月25日 北海道札幌市北区北七条西六－
２－５

平成31年 4月 4日

日本工営（株）札幌支店
札幌市中央区北５条西６丁目２

（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

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)

7430001022324

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調査計画
に関する業務であるため、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、
技術提案を求めたテーマ「本地域の畑地
かんがい用水計画策定における留意点に
ついて」に対して的確性、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。
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号の規定により、上記業者と随意契約
を締結するものである。
（公募）

10,890,000

10,890,000

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道路環境調
査業務であるため、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
案を求めたテーマ「帯広広尾自動車道
（忠類大樹～広尾間）において、希少猛
禽類の保全対策を検討する上での留意点
について」に対して的確性、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。
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号の規定により、上記業者と随意契約
を締結するものである。
（企画競争方式）

18,260,000

17,864,000

97.831

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道路環境調
査業務であるため、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
案を求めたテーマ「黄金道路防災事業に
おいて、希少猛禽類の営巣環境を評価す
る上での留意点について」に対して的確
性、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。
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
号の規定により随意契約を締結するもの
である。
（企画競争方式）

17,094,000

17,072,000

99.871

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

音更北西地域 整備構想検討業務
音更町ほか
平成31年 4月12日から令和 2年 2月14日まで
土木関係コンサルタント

芽室川西地区 マスタープラン作成等業務
帯広市
平成31年 4月26日から令和 2年 2月 5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

竹 内 正 信
帯広開発建設部
帯広市西５条南８丁目帯広
第２地方合同庁舎

竹 内 正 信
帯広開発建設部
帯広市西５条南８丁目帯広
第２地方合同庁舎

契約を締結した日

平成31年 4月11日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

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

（株）フロンティア技研
平成31年 4月25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)

5130001017447

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調査計画
に関する業務であるため、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、
技術提案を求めたテーマ「本地域の内、
笹川地区について地区の特性や湛水被害
状況を踏まえた排水整備構想を検討する
上での留意点について」に対して的確
性、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。
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号の規定により、上記業者と随意契約
を締結するものである。
（企画競争方式）

19,591,000

19,580,000

99.944

6430001015361

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調査計画に
関す
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
求めたテーマ「本地区の地形条件や地域
農業の営農計画、将来展望等を踏まえた
マスタープランを作成する上での留意点
について」に対して的確性、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。
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
の規定により、上記業者と随意契約を締
結するものである。
（企画競争方式）

35,574,000

35,530,000

99.876

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

帯広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
清水町ほか
平成31年 4月26日から令和元年 3月19日まで

戸蔦別川砂防施設改築検討外業務
帯広市ほか
令和 元年 5月17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

竹 内 正 信
帯広開発建設部
帯広市西５条南８丁目帯広
第２地方合同庁舎

竹 内 正 信
帯広開発建設部
帯広市西５条南８丁目帯広
第２地方合同庁舎

契約を締結した日

平成31年4月26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）
北海道札幌市中央区北１１条西
１５－１－１

日本工営（株）札幌支店
令和 元年 5月16日 札幌市中央区北５条西６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、帯広開発建設部管内のこ線橋
点検を行うため、北海道旅客鉄道（株）
が運行する鉄道列車の運転保安を行うも
のである。
業務の履行にあたっては、北海道旅客鉄
道（株）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。

28,008,000

28,008,000

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戸蔦別川
第１号堰堤の改築にかかる検討をする業
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
求めたテーマ「戸蔦別川１号堰堤の改築
（スリット化）における留意点」に対し
て的確性・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。
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号の規定により、上記業者と随意契約
を締結するものである。
（公募）

57,750,000

57,750,000

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

十勝川水系河川整備実施方策検討業務
帯広市ほか
令和 元年 5月17日から令和 2年 3月23日まで
土木関係コンサルタント

新川二期地区 事業計画検討等業務
幕別町ほか
令和 元年 5月17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

竹 内 正 信
帯広開発建設部
帯広市西５条南８丁目帯広
第２地方合同庁舎

竹 内 正 信
帯広開発建設部
帯広市西５条南８丁目帯広
第２地方合同庁舎

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）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

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十勝川の
計画高水流量を検討する業務であるた
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、技術提案を求めたテー
マ「計画高水流量検討における、洪水調
節計画検討をする上での留意点につい
て」に対して的確性及び実現性が優れ、
総合的に高い評価である者を特定した。
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号の規定により、上記業者と随意契約
を締結するものである。
（公募）

67,023,000

66,990,000

99.951

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調査計画
に関する業務であるため、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、
技術提案を求めたテーマ「本地区の特性
を踏まえた最適な排水施設計画をとりま
とめる上での留意点について」に対して
的確性、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。
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号の規定により、上記業者と随意契約
を締結するものである。
（公募）

39,963,000

39,963,000

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

十勝地域 農業展開方向検討業務
帯広市ほか
令和 元年 5月17日から令和 2年 3月13日まで
土木関係コンサルタント

帯広開発建設部管内 道路整備効果調査検討業
務
帯広市ほか
令和 元年 5月17日から令和 2年 2月27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

竹 内 正 信
帯広開発建設部
帯広市西５条南８丁目帯広
第２地方合同庁舎

竹 内 正 信
帯広開発建設部
帯広市西５条南８丁目帯広
第２地方合同庁舎

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）農土コンサル
令和 元年 5月16日 北海道札幌市北区北七条西六－
２－５

令和 元年 5月16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

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)

7430001022324

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調査計画
に関する業務であるため、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、
技術提案を求めたテーマ「ＪＡ帯広大正
管内において今後の土地改良事業の推進
方向を検討する上での留意点について」
に対して的確性、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。
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号の規定により、上記業者と随意契約
を締結するものである。
（公募）

10,967,000

10,956,000

99.900

8013401001509

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基礎
調査業務であるため、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
提案を求めたテーマ「高規格幹線道路
ネットワーク整備によって発現する新た
なストック効果把握先の抽出及びデータ
分析における留意点について」に対して
的確性等が優れ、総合的に高い評価を得
た者を特定した。
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項の規定により、上記業者と随意契約
を締結するものである。
（公募）

23,012,000

22,880,000

99.426

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

帯広開発建設部管内 地域協働型道路管理検討
業務
帯広市ほか
令和 元年 5月17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

竹 内 正 信
帯広開発建設部
帯広市西５条南８丁目帯広
第２地方合同庁舎

一般国道２３６号 広尾町 野塚峠道路防災対
竹 内 正 信
策検討外業務
帯広開発建設部
広尾町ほか
帯広市西５条南８丁目帯広
令和 元年 5月24日から令和 2年 3月25日まで
第２地方合同庁舎
土木関係コンサルタント

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

（一社）北海道開発技術セン
ター
令和 元年 5月16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

（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

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)

2430005010809

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基礎
調査業務であるため、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
提案を求めたテーマ「十勝地域における
地域協働型道路マネジメントを推進する
上での留意点について」に対して的確性
等が優れ、総合的に高い評価を得た者を
特定した。
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項の規定により、上記業者と随意契約
を締結するものである。
（公募）

21,516,000

21,450,000

99.693

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路線検討
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
評価プロポーザル方式により、技術提案
を求めたテーマ「一般国道２３６号野塚
峠の被災履歴・被災リスクを踏まえた防
災対策を検討する上での留意点につい
て」に対して的確性等が優れ、総合的に
最も高い評価を得た者を特定した。
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項の規定により、上記業者と随意契約
を締結するものである。
（公募）

36,663,000

36,630,000

99.910

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

帯広開発建設部管内 道路事業効果検討業務
中札内村ほか
令和 元年 5月24日から令和 2年 3月11日まで
土木関係コンサルタント

帯広開発建設部管内 自転車利用環境検討業務
帯広市ほか
令和 元年 5月24日から令和 2年 2月20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

竹 内 正 信
帯広開発建設部
帯広市西５条南８丁目帯広
第２地方合同庁舎

竹 内 正 信
帯広開発建設部
帯広市西５条南８丁目帯広
第２地方合同庁舎

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

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事業基礎
調査業務であるため、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
提案を求めたテーマ「帯広・広尾自動車
道（中札内大樹道路）の事業評価を行う
上での留意点について」に対して的確性
等が優れ、総合的に高い評価を得た者を
特定した。
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項の規定により、上記業者と随意契約
を締結するものである。
（公募）

21,098,000

21,065,000

99.844

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事業基礎
調査業務であるため、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
提案を求めたテーマ「十勝地域における
サイクルツーリズム推進に向けた取組を
検討する上での留意点」に対して的確性
等が優れ、総合的に高い評価を得た者を
特定した。
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項の規定により、上記業者と随意契約
を締結するものである。
（公募）

10,373,000

10,340,000

99.682

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

十勝川左岸二期地区 事業計画検討等業務
清水町ほか
令和 元年 5月31日から令和 2年 3月16日まで
土木関係コンサルタント

十勝川左岸二期地区外１地区 事業効果算定業
務
音更町ほか
令和 元年 5月31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

竹 内 正 信
帯広開発建設部
帯広市西５条南８丁目帯広
第２地方合同庁舎

竹 内 正 信
帯広開発建設部
帯広市西５条南８丁目帯広
第２地方合同庁舎

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）農土コンサル
令和 元年 5月30日 北海道札幌市北区北七条西六－
２－５

（株）環境保全サイエンス
令和 元年 5月30日 北海道札幌市中央区北四条西６
－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)

7430001022324

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調査計画
に関する業務であるため、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、
技術提案を求めたテーマ「本地区の特性
を踏まえた排水路設計を検討する上での
留意点について」に対して的確性、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。
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号の規定により、上記業者と随意契約
を締結するものである。
（公募）

36,850,000

36,795,000

99.851

9430001003636

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調査計画
に関する業務であるため、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、
技術提案を求めたテーマ「十勝川左岸二
期地区の事業効果を算定する上での留意
点について」に対して的確性、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。
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号の規定により、上記業者と随意契約
を締結するものである。
（企画競争方式）

10,780,000

10,780,000

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

洪水被害軽減実験計画検討業務
竹 内 正 信
帯広市ほか
帯広開発建設部
令和 元年 6月 7日から令和 2年 3月23日まで 帯広市西５条南８丁目帯広
土木関係コンサルタント
第２地方合同庁舎

大規模土砂災害危機管理検討業務
帯広市ほか
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

竹 内 正 信
帯広開発建設部
帯広市西５条南８丁目帯広
第２地方合同庁舎

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）北海道河川財団
令和 元年 6月 6日 北海道札幌市北区北七条西四－
５－１

日本工営（株）札幌支店
令和 元年 6月13日 札幌市中央区北５条西６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)

5430005010343

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十勝川実験
水路の実験計画を検討する業務であるた
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、技術提案を求めたテー
マ「本業務における千代田実験水路の活
用を前提とした洪水被害軽減技術の実験
計画を策定する際の留意点について」に
対して的確性及び実現性が優れ、総合的
に高い評価である者を特定した。
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
号の規定により、上記業者と随意契約を
締結するものである。
（公募）

35,409,000

35,376,000

99.907

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大規模土砂
災害の危機管理に関する検討業務である
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プロ
ポーザル方式により、技術提案を求めた
テーマ「大規模土砂災害における危機管
理演習検討に関する留意点」に対して実
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。
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
号の規定により、上記業者と随意契約を
締結するものである。
（公募）

36,465,000

36,454,000

99.970

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

帯広広尾自動車道 大樹町 事業計画検討外業
竹 内 正 信
務
帯広開発建設部
大樹町ほか
帯広市西５条南８丁目帯広
令和 元年 6月28日から令和 2年 2月28日まで
第２地方合同庁舎
土木関係コンサルタント

北海道横断自動車道 陸別町 事業計画外検討
業務
陸別町
令和 元年 6月28日から令和 2年 3月19日まで
土木関係コンサルタント

竹 内 正 信
帯広開発建設部
帯広市西５条南８丁目帯広
第２地方合同庁舎

契約を締結した日

令和 元年 6月27日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

（株）土木技術コンサルタント
北海道帯広市西一条南２７－１

（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)

9460101001090

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工事計画
並び工事施工に必要となる協議資料や工
事発注に必要な資料の作成を行う業務で
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
たテーマ「帯広広尾自動車道（忠類大樹
～豊似間）における、工事発注を踏まえ
た事業計画検討を行う上での留意点につ
いて」に対して的確性が優れ、総合的に
最も高い評価を得た者を特定した。
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号の規定により、上記業者と随意契約
を締結するものである。
（企画競争方式）

19,877,000

19,877,000

100.000

5430001021765

会計法第２９条の３第４項
本業務は、企業や技術者に高度な知識
と構想力、応用力が求められる施工計画
及び工事施工に関する資料等の作成を行
う業務であるため、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
案を求めたテーマ「北海道横断自動車道
網走線における、工事発注を踏まえた事
業計画検討を行う上での留意点につい
て」に対して的確性・実現性が優れ、総
合的に最も高い評価を得た者を特定し
た。
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号の規定により、上記業者と随意契約
を締結するものである。
（企画競争方式）

28,358,000

28,325,000

99.884

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

十勝地域 農業用ダム安全性評価検討業務
幕別町ほか
令和 元年 7月 5日から令和 2年 3月18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

竹 内 正 信
帯広開発建設部
帯広市西５条南８丁目帯広
第２地方合同庁舎

十勝ダム流域危機管理検討業務
竹 内 正 信
新得町ほか
帯広開発建設部
令和 元年 7月19日から令和 2年 2月28日まで 帯広市西５条南８丁目帯広
土木関係コンサルタント
第２地方合同庁舎

契約を締結した日

令和 元年 7月 4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
（太陽生命ビル）

（株）ドーコン
令和 元年 7月18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)

6180001036144

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調査計画
に関する業務であるため、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、
技術提案を求めたテーマ「幕別ダムの耐
震性能照査（Ｌ２解析）における解析に
ついて、本ダムの特徴を踏まえた評価の
留意点について」に対して的確性、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。
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号の規定により、上記業者と随意契約
を締結するものである。
（公募）

19,437,000

19,393,000

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十勝ダムの
管理に関する危機管理について検討する
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
を求めたテーマ「十勝ダム下流域の浸水
想定区域図を作成する上での留意点」に
対して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。
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
号の規定により、上記業者と随意契約を
締結するものである。
（公募）

54,054,000

54,010,000

99.919

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

札内川ダム下流域危機管理検討業務
中札内村ほか
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

芽室地区外１地区 業務継続計画（ＢＣＰ）策
定業務
芽室町ほか
令和 元年 8月23日から令和 2年 3月 4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

竹 内 正 信
帯広開発建設部
帯広市西５条南８丁目帯広
第２地方合同庁舎

竹 内 正 信
帯広開発建設部
帯広市西５条南８丁目帯広
第２地方合同庁舎

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 1日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

（株）ズコーシャ
令和 元年 8月22日 北海道帯広市西十八条北１－１
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)

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札内川ダム
の管理に関する危機管理について検討す
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
案を求めたテーマ「札内川ダム下流域の
浸水想定図を作成する上での留意点」に
対して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。
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
号の規定により、上記業者と随意契約を
締結するものである。
（公募）

54,989,000

54,890,000

99.820

5460101000757

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調査計画
に関する業務であるため、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、
技術提案を求めたテーマ「芽室地区の地
域特性を踏まえた地震時における業務継
続計画策定の留意点について」に対して
的確性、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。
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号の規定により、上記業者と随意契約
を締結するものである。
（公募）

42,900,000

42,845,000

99.872

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

十勝川水系洪水予測システム検討業務
帯広市ほか
令和 元年 8月 9日から令和 2年 3月16日まで
土木関係コンサルタント

幕別地区外１地区 業務継続計画（ＢＣＰ）策
定業務
幕別町
令和 元年 9月13日から令和 2年 3月18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

竹 内 正 信
帯広開発建設部
帯広市西５条南８丁目帯広
第２地方合同庁舎

竹 内 正 信
帯広開発建設部
帯広市西５条南８丁目帯広
第２地方合同庁舎

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 8日 北海道札幌市厚別区厚別中央一
条５－４－１

（株）ズコーシャ
令和 元年 9月12日 北海道帯広市西十八条北１－１
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)

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十勝川水系
における洪水予測精度向上を目的とし、
新規洪水予測モデルの改良およびシステ
ム開発等の検討を行う業務であるため、
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、技術提案を求めたテーマ
「十勝川の河道特性を踏まえた洪水予測
精度向上への留意点について」に対して
的確性、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。
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
の規定により、上記業者と随意契約を締
結するものである。
（企画競争方式）

22,429,000

22,330,000

99.559

5460101000757

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調査計画
に関する業務であるため、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、
技術提案を求めたテーマ「幕別地区の地
域特性を踏まえた地震時における業務継
続計画策定の留意点について」に対して
的確性、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。
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号の規定により、上記業者と随意契約
を締結するものである。
（公募）

35,948,000

35,948,000

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

鹿追地区外１地区 業務継続計画（ＢＣＰ）策
定業務
鹿追町ほか
令和 元年 9月13日から令和 2年 3月18日まで
土木関係コンサルタント

十勝川下流シシャモ遡上・産卵環境調査検討業
務
豊頃町ほか
令和元年10月 4日から令和 2年 3月27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

竹 内 正 信
帯広開発建設部
帯広市西５条南８丁目帯広
第２地方合同庁舎

竹 内 正 信
帯広開発建設部
帯広市西５条南８丁目帯広
第２地方合同庁舎

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）ズコーシャ
令和 元年 9月12日 北海道帯広市西十八条北１－１
７

令和元年10月 3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四条１
丁目３－３

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)

5460101000757

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調査計画
に関する業務であるため、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、
技術提案を求めたテーマ「鹿追地区の地
域特性を踏まえた地震時における業務継
続計画策定の留意点について」に対して
的確性、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。
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号の規定により、上記業者と随意契約
を締結するものである。
（公募）

34,859,000

34,848,000

99.968

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河川事業
とシシャモの生息・産卵環境の関係を把
握する業務であるため、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
術提案を求めたテーマ「十勝川を遡上す
るシシャモの捕獲方法に関する留意点」
に対して的確性及び実現性が優れ、高い
評価を得た者を特定した。
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号の規定により、上記業者と随意契約
を締結するものである。
（公募）

32,175,000

31,878,000

99.077

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

帯広開発建設部管内 幹線道路網整備計画検討
業務
広尾町ほか
令和元年10月11日から令和 2年 3月27日まで
土木関係コンサルタント

十勝川水系河道計画検討業務
帯広市ほか
令和元年11月 8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

竹 内 正 信
帯広開発建設部
帯広市西５条南８丁目帯広
第２地方合同庁舎

竹 内 正 信
帯広開発建設部
帯広市西５条南８丁目帯広
第２地方合同庁舎

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10月10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11月 7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整備計画
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
総合評価プロポーザル方式により、技術
提案を求めたテーマ「新規事業採択時評
価に向けた帯広広尾自動車道整備計画検
討を行う上での留意点について」に対し
て的確性、実現性が他社よりが優れ、総
合的に最も高い評価を得た者を特定し
た。
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項の規定により、上記業者と随意契約
を締結するものである。
（公募）

34,738,000

34,705,000

99.905

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十勝川水系
の河道計画に関する検討を行う業務であ
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
テーマ「相生中島地区の河道管理手法を
検討する際の留意点」に対して的確性及
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。
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
号の規定により、上記業者と随意契約を
締結するものである。
（公募）

37,015,000

36,960,000

99.851

予定価格

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

備
考

