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（物品役務等）
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

ＶＬＢＩ観測運用支援業務

支出負担行為担当官
国土地理院長 村 上 広 史
茨城県つくば市北郷１番

株式会社エイ・イー・エス
平成30年4月2日 東京都中央区八重洲１丁目９番
１３号

会計法第２９条の３第４項及び予決令
6010001089530 第１０２条の４第３号
「公募」

ＶＬＢＩ相関処理・解析オペレー
ション業務

支出負担行為担当官
国土地理院長 村 上 広 史
茨城県つくば市北郷１番

株式会社エイ・イー・エス
平成30年4月2日 東京都中央区八重洲１丁目９番
１３号

会計法第２９条の３第４項及び予決令
6010001089530 第１０２条の４第３号
「公募」

¥9,929,246

会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号
航空レーザシステムＡＬＳ７０ＨＡ＋ＲＣ
Ｄ３０は、ライカジオシステムズ社製の
7013401005312 製品であり、稼動にあたっての保守
サービス、故障時の修理や部品調達、
制御するソフトウェアのインストールや
設定などは販売する左記業者が行っ
ており、国内唯一の正規業者である。

物品役務等の名称及び数量

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

¥10,543,914 ¥10,543,914

再就職
落札率 の役員
の数

100.0%

－

単価契約

¥9,929,246

100.0%

－

単価契約

¥6,000,480

¥5,703,696

95.1%

－

航空レーザシステムの保守

支出負担行為担当官
国土地理院長 村 上 広 史
茨城県つくば市北郷１番

平成30年4月2日

験潮自動化集中管理システム
保守

支出負担行為担当官
国土地理院長 村 上 広 史
茨城県つくば市北郷１番

ティアック株式会社
平成30年4月2日 東京都多摩市落合１丁目４７番
地

会計法第２９条の３第４項及び予決令
7013401005312 第１０２条の４第３号
「公募」

¥7,500,016

¥7,500,016

100.0%

－

支出負担行為担当官
干渉ＳＡＲ高次処理ソフトウェア
国土地理院長 村 上 広 史
の保守
茨城県つくば市北郷１番

三菱スペース・ソフトウエア株式
会社
平成30年4月2日
東京都港区浜松町２丁目４番１
号

会計法第２９条の３第４項及び予決令
9010401028746 第１０２条の４第３号
「公募」

¥2,655,720

¥2,646,000

99.6%

－

株式会社みるくる
平成30年4月2日 東京都渋谷区道玄坂１丁目１２
番１号

会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号
本装置に搭載しているモバイルマッピ
ングシステムの開発元である３Ｄ Ｌａｓ
9011001040356 ｅｒ Ｍａｐｐｉｎｇ Ｌｔｄ．（本社英国）から
日本国内での販売代理を契約している
唯一の業者であり、保守を行うために
必要な機材、知見等を有する唯一の
者である。

¥4,399,602

¥4,399,602

100.0%

－

アルウェットテクノロジー株式会
社
平成30年4月2日
東京都三鷹市下連雀３丁目２番
２４号

会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号
航空機搭載型ＳＡＲは、アルウェットテ
クノロジー社製の製品であり、稼働に
3012401016604 あたっての保守サービス、故障時の修
理や部品調達、制御するソフトウェア
のインストールや設定などは販売する
左記業者が行っており、国内唯一の正
規業者である。

¥5,400,000

¥5,400,000

100.0%

－

アジア航測株式会社
平成30年4月2日 東京都新宿区西新宿６丁目１４
番１号新宿グリーンタワービル

会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号
本ソフトウェアを開発し、販売・保守を
6011101000700 実施し、当該システムのプログラム等
に関して著作者人格権の同一性保持
権を有するため本業務を実施できる唯
一の者である。

¥2,280,960

¥2,280,960

100.0%

－

株式会社時事通信社
平成30年4月2日 東京都中央区銀座５丁目１５番８
号

会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号
公共調達の適正化について（平成18
年9月21日国官会第793-2号）、「行政
7010001018703
目的を達成するために不可欠な特定
の情報について当該情報提供すること
が可能な者から提供を受けるもの」に
該当するため。

¥1,425,600

¥1,425,600

100.0%

－

支出負担行為担当官
ソフトウェア（ＰＣ－ＭＡＰＰＩＮＧ）
国土地理院長 村 上 広 史
の保守
茨城県つくば市北郷１番

株式会社マプコン
平成30年4月2日 東京都中央区入船３丁目１番１３
号

会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号
本ソフトウェアを開発、販売・保守し、
9010001101738
¥10,335,600 ¥10,335,600
本ソフトウェアに対し、著作者人格権の
同一性保持権を有するとともに本保守
業務を実施できる唯一の者である。

100.0%

－

支出負担行為担当官
ソフトウェア（ガンマ干渉ＳＡＲモ
国土地理院長 村 上 広 史
ジュール）の保守
茨城県つくば市北郷１番

株式会社オープン・ジー・アイ・エ
ス
平成30年4月2日
東京都墨田区吾妻橋１丁目１９
番１４号

会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号
6010601022551 本ソフトウェアはスイス製であり、国内
で唯一の正規販売代理店の者であ
る。

¥2,400,840

¥2,400,840

100.0%

－

１万分１地形図（四六半裁判
折図５色）外６点の購入（単価
契約）

一般財団法人日本地図センター
平成30年4月2日 東京都目黒区青葉台４丁目９番
６号

会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第４号ロ
7013205000047 国有財産（著作権）使用許可に基づ
き、複製頒布業務委託契約を締結し複
製を行っている唯一の者である。

¥2,114,775

¥2,114,775

100.0%

－

支出負担行為担当官
防災監視室映像音響設備の保
国土地理院長 村 上 広 史
守
茨城県つくば市北郷１番

株式会社つくば電気通信
平成30年4月2日 茨城県土浦市並木４丁目４番４６
号

会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号
多数の機器を複雑に組み合わせて構
成された本設備は、独自に開発したプ
5050001010385
ログラムによって制御されており、その
制御プログラムは著作権を有し、著作
者人格権の適用を行使しているため、
本業務を実施できる唯一の者である。

¥1,252,800

¥1,252,800

100.0%

－

支出負担行為担当官
測量調査設計業務実績情報提
国土地理院長 村 上 広 史
供業務
茨城県つくば市北郷１番

一般財団法人日本建設情報総合
会計法第２９条の３第４項及び予決令
センター
平成30年4月2日
4010405010556 第１０２条の４第３号
東京都港区赤坂７丁目１０番２０
「公募」
号

¥1,049,141

¥1,049,141

100.0%

－

車載型３次元空間情報取得装
置（ＭＭＳ）の保守

支出負担行為担当官
国土地理院長 村 上 広 史
茨城県つくば市北郷１番

支出負担行為担当官
航空機搭載型ＳＡＲ装置の保守 国土地理院長 村 上 広 史
茨城県つくば市北郷１番

ソフトウェア（三次元数値図化シ
支出負担行為担当官
ステム「図化名人ＧＥ」（航空写
国土地理院長 村 上 広 史
真版）、「図化名人ＳＡ」（衛星画
茨城県つくば市北郷１番
像版））の保守

行政情報提供業務

支出負担行為担当官
国土地理院長 村 上 広 史
茨城県つくば市北郷１番

支出負担行為担当官
国土地理院長 村 上 広 史
茨城県つくば市北郷１番

ライカジオシステムズ株式会社
東京都港区三田１丁目４番２８号
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備考

単価契約

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（物品役務等）
物品役務等の名称及び数量

「国土地理院」の施設の管理・
運営業務

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

支出負担行為担当官
国土地理院長 村 上 広 史
茨城県つくば市北郷１番

支出負担行為担当官
協定に基づくＡＬＯＳ観測データ
国土地理院長 村 上 広 史
の購入
茨城県つくば市北郷１番

支出負担行為担当官
データ（数値写真／オルソデー
国土地理院長 村 上 広 史
タ）
茨城県つくば市北郷１番

ＡＬＯＳ ＰＲＩＳＭ（ＲＰＣファイ
ル）作成作業

支出負担行為担当官
国土地理院長 村 上 広 史
茨城県つくば市北郷１番

支出負担行為担当官
可搬型絶対重力測定装置の改
国土地理院長 村 上 広 史
造及び点検調整
茨城県つくば市北郷１番

災害リスク情報の配信及び利 支出負担行為担当官
用促進に係る調査検討・サイト 国土地理院長 村 上 広 史
改良業務
茨城県つくば市北郷１番

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

再就職
落札率 の役員
の数

-

会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号
本業務は、予定価格の制限に達する
応札がなかったことから、入札不調と
なったものである。
施設の安全確保等から空白期間があ
ることは許されないため、次期契約の
業務開始までの間、別途契約により業
務の継続が必要不可欠である。
契約締結後、直ちに各種機器等の操
作等を的確に行える実施体制の確保
が可能であり、平成２４年度から今期
まで本業務を受注し本業務に精通して
いる唯一の者である。

¥8,501,436

¥8,501,436

100.0%

－

会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号
ＡＬＯＳ観測データは、協定を実施する
ための細目について定めた「地理空間
情報の整備及び高度利用に関する陸
域観測技術衛星（ＡＬＯＳ）データ利用
8010405009768
計画書」において、実費によって提供
するものとされており、そのデータ提供
に係る発送、複製及び実費の請求手
続きは、ＪＡＸＡが委託契約した一般財
団法人リモート・センシング技術セン
ターが唯一の者である。

¥3,071,520

¥3,071,520

100.0%

－

¥14,482,850 ¥14,482,850

100.0%

－

¥2,780,460

95.0%

－

応用地質株式会社
平成30年7月3日 東京都千代田区神田美土代町７
番地

会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号
本機器の改造及び点検調整に使用さ
れる部品や解析用ソフトウェアは、そ
の機器専用に設計、製造されたもの
で、その技術情報は公開されていな
い。そのため、当該作業を実施できる
のは、製造、販売元であり、その開発
及び整備を唯一行っている米国Micro2010001034531
¥18,331,252 ¥18,331,252
g LaCoste社だけである。
また、当該作業を請け負う業者は、測
定原理及び機器構造を熟知した上で、
米国
Micro-g LaCoste社と本機器の整備や
確認内容の妥当性を密に連絡する必
要があり、これができるのは、同社と代
理店契約を唯一結んでいる左記業者
だけである。

100.0%

－

朝日航洋株式会社
平成30年7月11日 東京都江藤区新木場四丁目７番
４１号

会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号
本業務について、企画競争を行い、本
業務の企画提案書を特定するための
7010601041419
¥29,991,600 ¥29,991,600
選定基準に基づき評価を行った結果、
当該業者の企画提案書が、本業務の
企画及び実施に関し適格であると判断
した。

100.0%

－

会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号
6010001015255 林野庁が撮影した画像数値データの
販売を委託されている唯一の者であ
る。

100.0%

－

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

共同事業体代表 株式会社シー
平成30年4月2日 ビーエス
東京都港区西新橋１－６－１５

一般財団法人リモート・センシン
グ技術センター
平成30年4月18日
東京都港区虎ノ門３丁目１７番１
号

平成30年5月7日

グリーン航業株式会社
東京都千代田区二番町５番地５

会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号
6010001015255 林野庁が撮影した画像数値データの
販売を委託されている唯一の者であ
る。

会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第４号イ
JAXAよりALOSの成果販売を請け負っ
ている左記業者とALOS/PRISM画像
の単価契約を結び購入している。ただ
し、地図データ作成に必要なRPCファイ
一般財団法人リモート・センシン
ルは、上記単価契約に該当しないため
グ技術センター
平成30年6月21日
8010405009768 別途契約する必要がある。
東京都港区虎ノ門三丁目１７番１
左記業者は、ALOS/PRISM画像を単
号
価契約に基づき購入している事業者で
あり、RPCファイル作成サービスのみも
実施していることから、購入済み
ALOS/PRISM画像に該当するRPCファ
イル作成を請け負える唯一の者であ
る。

¥2,926,800

支出負担行為担当官
データ（数値写真／オルソデー
国土地理院長 村 上 広 史
タ）
茨城県つくば市北郷１番

平成30年7月13日

衛星測位の高精度化に伴い顕 支出負担行為担当官
在化する課題及びその対策に 国土地理院長 村 上 広 史
関する普及啓発支援業務
茨城県つくば市北郷１番

会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号
本業務について、企画競争を行い、本
株式会社ヒューマンセントリックス
業務の企画提案書を特定するための
平成30年7月30日 福岡県福岡市早良区百道浜２丁 8290001024136
選定基準に基づき評価を行った結果、
目１番２２号
当該業者の企画提案書が、本業務の
企画及び実施に関し適格であると判断
した。

¥1,922,400

¥1,922,400

100.0%

－

東京スカイツリーにおけるＧＮＳ 支出負担行為担当官
Ｓ観測及び水準測量作業の安 国土地理院長 川 﨑 茂 信
全管理
茨城県つくば市北郷１番

会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号
東京スカイツリーは、東武タワースカイ
ツリー株式会社が所有している電波塔
である。
東京タワースカイツリー株式会社で
は、東京スカイツリーで行われる塔体
7010401088742
外部を含む作業全般について、作業
中の事故や塔体上部からの落下物や
飛来物等による事故を防止するため
の厳重な安全管理を徹底しており、東
京スカイツリーの施工業者である左記
業者の安全管理のもとでの作業以外
認めていない。

¥5,184,000

¥5,184,000

100.0%

－

平成30年9月7日

グリーン航業株式会社
東京都千代田区二番町５番地５

株式会社大林組
東京都港区港南２丁目１５番２号
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¥14,948,950 ¥14,948,950

備考

単価契約

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（物品役務等）
予定価格

契約金額

再就職
落札率 の役員
の数

空中写真撮影（ヘリコプターに 支出負担行為担当官
よる）用架台の作成及びオース 国土地理院長 川 﨑 茂 信
トラリアでの機体検査
茨城県つくば市北郷１番

会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第４号イ
今年度の南極地域の観測業務に使用
されるヘリコプターは、極地研究所が
国際入札により運航を契約したオース
中日本航空株式会社
トラリアの運航会社ヘリウエスト社のヘ
平成30年10月15日 愛知県西春日井郡豊山町大字豊 3180001031924
リコプターであることから、極地研究所
場字殿釜２番地
の契約したヘリウエスト社の日本で唯
一の代理店である左記業者が、空中
写真撮影（ヘリコプターによる）用架台
の作成及びオーストラリアでの機体検
査を請け負える唯一の者である。

¥1,061,640

¥1,061,640

100.0%

－

支出負担行為担当官
国土地理院長 川 﨑 茂 信
茨城県つくば市北郷１番

会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第４号イ
JAXAよりALOSの成果販売を請け負っ
ている左記業者とALOS/PRISM画像
の単価契約を結び購入している。ただ
し、地図データ作成に必要なRPCファイ
ルは、上記単価契約に該当しないため
8010405009768 別途契約する必要がある。
左記業者は、ALOS/PRISM画像を単
価契約に基づき購入している事業者で
あり、RPCファイル作成サービスのみも
実施していることから、購入済み
ALOS/PRISM画像に該当するRPCファ
イル作成を請け負える唯一の者であ
る。

¥2,214,000

¥2,103,300

95.0%

－

100.0%

－

100.0%

－

物品役務等の名称及び数量

ＡＬＯＳ／ＰＲＩＳＭ（ＲＰＣファイ
ル）作成

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

国土地理院共同利用電子計算
支出負担行為担当官
機システムの賃貸借、運用管理
国土地理院長 川 﨑 茂 信
及び保
茨城県つくば市北郷１番
守（延長）

衛星画像データ

支出負担行為担当官
国土地理院長 川 﨑 茂 信
茨城県つくば市北郷１番

支出負担行為担当官
ＱＺＳＳ監視用ソフトウェア受信
国土地理院長 川 﨑 茂 信
装置
茨城県つくば市北郷１番

支出負担行為担当官
航空重力測量関連装置の解析
国土地理院長 川 﨑 茂 信
ソフトウェアライセンスの購入
茨城県つくば市北郷１番

支出負担行為担当官
ＱＺＳＳ対応センチメータ精度測
国土地理院長 川 﨑 茂 信
位受信装置
茨城県つくば市北郷１番

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

一般財団法人リモート・センシン
グ技術センター
平成30年11月14日
東京都港区虎ノ門３丁目１７番１
号

平成30年12月20日

ＮＴＴファイナンス株式会社
東京都港区港南１丁目２番７０号

株式会社パスコ
平成31年2月8日 東京都目黒区東山１丁目１番２
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）

会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号
国土地理院の業務を安定的かつ継続
的に遂行するには、共同利用電子計
算機システムを使用することが必要不
8010401005011
¥14,927,006 ¥14,927,006
可欠である。そのため、次期システム
運用開始までの間、上記業者が受注し
ている現行システムの賃貸借、運用管
理及び保守の契約を延長する必要が
ある。
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号
Radarsat-2画像についてはMDA
Geospatial Services株式会社から日本
国内における独占販売権を、
5013201004656
¥1,690,200 ¥1,690,200
TerraSAR-X画像についてはエアバス
防衛アンドスペース有限会社から日本
国内でのTerraSAR-X専用サービスの
独占権を有しており、本契約を締結で
きる唯一の者である。

ライトハウステクノロジー・アンド・
コンサルティング株式会社
平成31年2月14日
東京都新宿区新宿６丁目１２－５
－５０２

会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号
購入対象としている機器は、左記業者
5020001054609
の機器であり、左記業者はQZSS監視
用ソフトウェア受信装置を製造および
販売する唯一の業者である。

¥5,668,920

¥5,668,920

100.0%

－

株式会社ニコン・トリンブル
平成31年2月15日 東京都大田区南蒲田２丁目１６
番２号

会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号
同装置の解析ソフトウェアはカナダ国
Applanix社が開発した製品であり、他
8010801013794
社からソフトウェアライセンスを購入す
ることはできない。そして、左記業者は
国内にて解析ソフトウェアライセンスを
販売できる唯一の者である。

¥2,808,000

¥2,808,000

100.0%

－

株式会社コア
平成31年3月5日 東京都世田谷区三軒茶屋１丁目
２２番３号

会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号
本契約で購入対象としている機器は、
4010901003823
左記業者の機器であり、QZSS対応セ
ンチメータ精度測位受信装置を製造お
よび販売する唯一の業者である。

¥9,633,600

¥9,633,600

100.0%

－

3 / 3 ページ

備考

