一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

10007

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

1

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

独立行政法人情報通信研究機構 北陸Star BED技術センターで使用する電力需給契約

契約種別／細分類

12 電力料

その他

契約締結日／契約金額

211,220,697 円

平成25年2月7日

契約の相手方

北陸電力（株）

平成24年11月14日 公募公告
入札等の経緯及び結果
平成24年11月30日 参加意思提出期限
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供地域、規模により事業者が限定される案件ではあるが、新規事業者の参入
等の情報収集に努め、併せて新規事業者がある場合には競争参加に関する適切な要件設定
を行い、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

10014

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

2

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

数値計算・解析・モデルベースデザイン支援ソフトウェアの更新ライセンス

契約種別／細分類

5 ライセンス

買入

契約締結日／契約金額

2,086,350 円

平成25年2月4日

契約の相手方

穂高電子（株）

平成24年12月25日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月15日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
機器等の提供者が、既存機器等との整合性から開発、製造元事業者に限定される案件では
あるが、対応可能事業者の照会などに努め、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

10018

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

3

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

スループット特性評価シュミレータ用更新ライセンス

契約種別／細分類

5 ライセンス

買入

契約締結日／契約金額

6,142,500 円

平成25年2月28日

契約の相手方

（株）構造計画研究所

平成24年12月28日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月18日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
機器等の提供者が、既存機器等との整合性から開発、製造元事業者に限定される案件では
あるが、対応可能事業者の照会などに努め、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

10315

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

4

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

高性能セシウム原子時計メンテナンス(小金井)

契約種別／細分類

1 研究機器

買入

契約締結日／契約金額

14,028,000 円

平成25年9月2日

契約の相手方

丸文（株）

公募公告
平成25年6月11日
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年6月27日
履行開始日
平成25年9月2日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

10316

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

5

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

高性能セシウム原子時計メンテナンス(長波局)

契約種別／細分類

1 研究機器

買入

契約締結日／契約金額

7,014,000 円

平成25年8月20日

契約の相手方

丸文（株）

公募公告
平成25年6月11日
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年6月27日
履行開始日
平成25年8月20日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

10438

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

6

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

ScienceDirect電子ジャーナル2014年購読契約

契約種別／細分類

4 書籍・新聞等

買入

契約締結日／契約金額

平成25年10月28日

契約の相手方

24,867,030 円

エルゼビア･ビー･ブイ サイエンス･アンド･テクノロジー

公募公告
平成25年8月5日
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年8月23日
履行開始日
平成26年1月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
機器等の提供者が、既存機器等との整合性から開発、製造元事業者に限定される案件では
あるが、対応可能事業者の照会などに努め、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

10446

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

7

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

IEL電子ジャーナル（IEEE/IET Electronic Library）2014年購読契約

契約種別／細分類

4 書籍・新聞等

買入

契約締結日／契約金額

平成25年12月20日

契約の相手方

34,043,691 円

丸善（株）

公募公告
平成25年8月5日
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年8月23日
履行開始日
平成26年1月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
機器等の提供者が、既存機器等との整合性から開発、製造元事業者に限定される案件では
あるが、対応可能事業者の照会などに努め、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20007

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

8

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

電子会議システムのライセンス借入

契約種別／細分類

39 研究機器

借入

契約締結日／契約金額

平成24年12月27日

契約の相手方

3,016,440 円

iDeepソリューションズ（株）

公募公告
平成24年9月26日
入札等の経緯及び結果
平成24年10月12日 参加意思提出期限
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
汎用性の無い特殊な機器、設備等を保有している事業者に限定される案件ではあるが、対
応可能事業者の拡大に向け事業者への事前照会等に努めている。引き続き継続した取り組み
により、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20195

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

9

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 ExBird 衛星回線利用

契約種別／細分類

36 衛星回線

借入

契約締結日／契約金額

1,575,000 円

平成25年1月21日

契約の相手方

（株）衛星ネットワーク

平成24年10月31日 公募公告
入札等の経緯及び結果
平成24年11月16日 参加意思提出期限
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
汎用性の無い特殊な機器、設備等を保有している事業者に限定される案件ではあるが、対
応可能事業者の拡大に向け事業者への事前照会等に努めている。引き続き継続した取り組み
により、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20196

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

10

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 本部ネットワーク機器保守作業

契約種別／細分類

26 管理業務保守

役務

契約締結日／契約金額

10,500,000 円

平成25年2月4日

契約の相手方

エヌ･ティ･ティ･コミュニケーションズ（株）

平成24年10月15日 公募公告
入札等の経緯及び結果
平成24年10月31日 参加意思提出期限
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20199

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

11

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

NICT会計システム用ハードウェア保守

契約種別／細分類

28 研究業務保守

役務

契約締結日／契約金額

29,715,000 円

平成25年1月25日

契約の相手方

東日本電信電話（株）

平成24年11月14日 公募公告
入札等の経緯及び結果
平成24年11月30日 参加意思提出期限
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20200

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

12

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

｢平成25年度｣ 仮想化ノードシステムの運用支援業務

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

147,000,000 円

平成25年1月25日

契約の相手方

エヌ･ティ･ティ･コミュニケーションズ（株）

平成24年11月15日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成24年12月3日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続し
た取り組みにより、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20216

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

13

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 長波帯標準電波送信所送信施設等維持監視運用作業

契約種別／細分類

25 管理業務支援

役務

契約締結日／契約金額

309,960,000 円

平成25年3月4日

契約の相手方

電気興業（株）

平成24年11月15日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成24年12月3日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続し
た取り組みにより、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20235

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

14

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 電子決裁システムアプリケーション保守等業務

契約種別／細分類

26 管理業務保守

役務

契約締結日／契約金額

9,102,240 円

平成25年1月18日

契約の相手方

NECネクサソリューションズ（株）

平成24年11月21日 公募公告
入札等の経緯及び結果
平成24年12月14日 参加意思提出期限
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20259

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

15

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 宇宙光通信地上センター運用及び維持管理業務

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

11,096,400 円

平成25年1月31日

契約の相手方

（有）ティーティーシー

公募公告
平成24年12月6日
入札等の経緯及び結果
平成24年12月25日 参加意思提出期限
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続し
た取り組みにより、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20275

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

16

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 おおたかどや山標準電波送信所警備作業

契約種別／細分類

30 建物維持管理

役務

契約締結日／契約金額

平成25年1月31日

3,282,300 円

契約の相手方

綜合警備保障（株）

平成24年12月10日 公募公告
入札等の経緯及び結果
平成24年12月26日 参加意思提出期限
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続し
た取り組みにより、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20276

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

17

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 はがね山標準電波送信所画像付き電話対応作業

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

平成25年1月31日

1,499,400 円

契約の相手方

綜合警備保障（株）

平成24年12月10日 公募公告
入札等の経緯及び結果
平成24年12月26日 参加意思提出期限
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続し
た取り組みにより、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20340

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

18

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 「日本標準時」及び「展示室日本標準時」表示システム保守

契約種別／細分類

26 管理業務保守

役務

契約締結日／契約金額

1,942,500 円

平成25年2月28日

契約の相手方

セイコータイムシステム（株）

平成24年12月26日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月16日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20341

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

19

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25年度 ACEデータ受信･処理システムの保守作業

契約種別／細分類

28 研究業務保守

役務

契約締結日／契約金額

平成25年3月12日

契約の相手方

（株）東陽テクニカ

1,170,167 円

平成24年12月20日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月10日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20343

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

20

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 超高精細プロジェクタ装置等の保守作業

契約種別／細分類

28 研究業務保守

役務

契約締結日／契約金額

平成25年2月21日

1,722,000 円

契約の相手方

電子システム（株）

平成24年12月20日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月10日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20344

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

21

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 電磁波解析ソフトウェア保守業務

契約種別／細分類

29 ソフト保守

役務

契約締結日／契約金額

1,612,800 円

平成25年2月21日

契約の相手方

富士通（株）

平成24年12月12日 公募公告
入札等の経緯及び結果
平成24年12月28日 参加意思提出期限
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20346

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

22

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 未来ICT研究所施設総合情報監視･制御システム保守作業

契約種別／細分類

26 管理業務保守

役務

契約締結日／契約金額

4,620,000 円

平成25年3月22日

契約の相手方

パナソニックシステムネットワークス（株）

平成24年12月20日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月11日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20347

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

23

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

コグニティブ無線通信プロジェクト通信設備保守

契約種別／細分類

28 研究業務保守

役務

契約締結日／契約金額

2,821,800 円

平成25年3月12日

契約の相手方

KDDI（株）

平成24年12月25日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月15日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20348

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

24

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

半導体キャリア･モンテカルロ法シミュレータCOSMOS保守

契約種別／細分類

29 ソフト保守

役務

契約締結日／契約金額

1,890,000 円

平成25年2月21日

契約の相手方

みずほ情報総研（株）

平成24年12月19日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月9日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20349

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

25

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25年度 nonstop運用作業

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

8,690,451 円

平成25年2月25日

契約の相手方

ジャパンデータコム（株）

平成24年12月20日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月10日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続し
た取り組みにより、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20352

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

26

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25年度 ALAGIN資源Webサイト保守作業

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

1,470,000 円

平成25年3月6日

契約の相手方

エヌ･ティ･ティ･アドバンステクノロジ（株）

平成24年12月19日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月9日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続し
た取り組みにより、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20353

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

27

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 PIAXテストベッドの運用業務およびコンテンツ管理

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

9,525,600 円

平成25年2月26日

契約の相手方

（株）アクタスソフトウェア

平成24年12月26日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月16日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続し
た取り組みにより、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20355

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

28

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 電離層観測用デルタアンテナ (小金井、山川、大宜味) の点検･保守作業

契約種別／細分類

28 研究業務保守

役務

契約締結日／契約金額

平成25年3月22日

3,360,000 円

契約の相手方

日本電業工作（株）

平成24年12月19日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月9日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20358

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

29

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 電波暗室の年間保守

契約種別／細分類

28 研究業務保守

役務

契約締結日／契約金額

2,391,900 円

平成25年2月28日

契約の相手方

TDK（株）

平成24年12月25日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月16日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20361

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

30

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 走査型電子顕微鏡の年間保守業務

契約種別／細分類

28 研究業務保守

役務

契約締結日／契約金額

1,965,668 円

平成25年3月15日

契約の相手方

日本電子（株）

平成24年12月20日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月10日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20362

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

31

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 3次元電磁界解析用ソフトウエア年間サポートサービス

契約種別／細分類

29 ソフト保守

役務

契約締結日／契約金額

1,155,000 円

平成25年2月22日

契約の相手方

アンシス･ジャパン（株）

平成24年12月20日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月10日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20364

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

32

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25年度 型式検定データシステム保守

契約種別／細分類

26 管理業務保守

役務

契約締結日／契約金額

3,913,245 円

平成25年3月15日

契約の相手方

アジレント･テクノロジー（株）

平成24年12月20日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月10日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20367

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

33

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25年度 恒温恒湿試験装置保守点検

契約種別／細分類

26 管理業務保守

役務

契約締結日／契約金額

1,018,500 円

平成25年3月22日

契約の相手方

ヤマト科学（株）

平成24年12月20日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月10日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20371

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

34

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 本部L2コアスイッチ年間保守作業

契約種別／細分類

26 管理業務保守

役務

契約締結日／契約金額

1,247,211 円

平成25年2月28日

契約の相手方

ネットワンシステムズ（株）

平成24年12月18日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月8日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20373

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

35

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 職員間情報共有システム運用保守

契約種別／細分類

26 管理業務保守

役務

契約締結日／契約金額

2,415,000 円

平成25年3月19日

契約の相手方

NECネクサソリューションズ（株）

平成24年12月20日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月10日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20375

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

36

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 ユーザアカウント連携システム年間保守

契約種別／細分類

26 管理業務保守

役務

契約締結日／契約金額

7,597,086 円

平成25年2月15日

契約の相手方

（株）トーコン･システムサービス

平成24年12月19日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月9日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20377

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

37

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 SSL-VPN装置年間保守作業

契約種別／細分類

26 管理業務保守

役務

契約締結日／契約金額

1,155,000 円

平成25年3月5日

契約の相手方

（株）富士通エフサス

平成24年12月18日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月8日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20378

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

38

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 情報システム機器の保守作業

契約種別／細分類

26 管理業務保守

役務

契約締結日／契約金額

5,348,064 円

平成25年3月29日

契約の相手方

（株）富士通エフサス

平成24年12月18日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月8日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20379

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

39

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 KDDI大手町ビルにおけるIX接続の提供

契約種別／細分類

38 専用線

借入

契約締結日／契約金額

2,079,000 円

平成25年2月15日

契約の相手方

日本インターネットエクスチェンジ（株）

公募公告
平成24年12月5日
入札等の経緯及び結果
平成24年12月26日 参加意思提出期限
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
汎用性の無い特殊な機器、設備等を保有している事業者に限定される案件ではあるが、対
応可能事業者の拡大に向け事業者への事前照会等に努めている。引き続き継続した取り組み
により、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20381

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

40

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 電子メール中継サービス

契約種別／細分類

26 管理業務保守

役務

契約締結日／契約金額

3,943,800 円

平成25年2月15日

契約の相手方

（株）インターネットイニシアティブ

平成24年12月20日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月10日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20384

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

41

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 光ネットワーク･システム統合シミュレータアップグレード版保守業務

契約種別／細分類

29 ソフト保守

役務

契約締結日／契約金額

3,696,000 円

平成25年2月15日

契約の相手方

サイバネットシステム（株）

公募公告
平成24年12月7日
入札等の経緯及び結果
平成24年12月26日 参加意思提出期限
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20386

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

42

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25上期 音声認識システム構築評価データ整備作業

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

3,823,729 円

平成25年2月14日

契約の相手方

（株）伸榮

平成24年12月19日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月9日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続し
た取り組みにより、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20387

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

43

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 ニアフィールド測定システムの年間保守

契約種別／細分類

28 研究業務保守

役務

契約締結日／契約金額

1,092,000 円

平成25年2月18日

契約の相手方

ファラッド（株）

平成24年12月21日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月11日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20393

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

44

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 勤務時間管理システム運用保守作業

契約種別／細分類

26 管理業務保守

役務

契約締結日／契約金額

7,455,000 円

平成25年3月5日

契約の相手方

NECネクサソリューションズ（株）

平成24年12月25日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月15日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20394

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

45

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 総合設計ツール及び電磁界解析ツール保守

契約種別／細分類

29 ソフト保守

役務

契約締結日／契約金額

1,932,000 円

平成25年3月4日

契約の相手方

アンシス･ジャパン（株）

平成24年12月17日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月10日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20395

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

46

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 高精度電離層観測装置(10C型)の修理･点検･保守作業

契約種別／細分類

28 研究業務保守

役務

契約締結日／契約金額

2,793,000 円

平成25年3月1日

契約の相手方

長野日本無線（株）

平成24年12月19日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月9日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20396

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

47

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 サロベツデルタ空中線保守点検業務

契約種別／細分類

28 研究業務保守

役務

契約締結日／契約金額

1,884,750 円

平成25年3月15日

契約の相手方

東邦通信（株）

平成24年12月19日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月9日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20397

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

48

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 宇宙環境インフォマティクス研究室既存データ処理システムの保守作業

契約種別／細分類

28 研究業務保守

役務

契約締結日／契約金額

2,966,250 円

平成25年3月22日

契約の相手方

日本エヌ･ユー･エス（株）

平成24年12月19日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月9日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20398

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

49

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 サロベツ電波観測施設観測機器点検業務

契約種別／細分類

28 研究業務保守

役務

契約締結日／契約金額

1,285,200 円

平成25年3月22日

契約の相手方

（有）ビーエスネットワーク

平成24年12月19日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月9日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20399

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

50

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25年度 AIS試験装置保守

契約種別／細分類

28 研究業務保守

役務

契約締結日／契約金額

1,500,000 円

平成25年3月5日

契約の相手方

古野電気（株）

平成24年12月20日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月10日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20400

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

51

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25年度 温湿度機能付き電波暗室保守

契約種別／細分類

26 管理業務保守

役務

契約締結日／契約金額

2,100,000 円

平成25年3月22日

契約の相手方

TDK（株）

平成24年12月20日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月10日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20401

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

52

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 MBE運転･保守･管理作業

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

10,815,000 円

平成25年3月4日

契約の相手方

エヌ･ティ･ティ･アドバンステクノロジ（株）

平成24年12月21日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月11日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続し
た取り組みにより、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20402

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

53

入札・公募の別／契約方式

公募
H25 高周波統合解析ソフトウエア年間サポートサービス

契約件名
契約種別／細分類

29 ソフト保守

役務

契約締結日／契約金額

2,621,266 円

平成25年3月25日

契約の相手方

アジレント･テクノロジー（株）

平成24年12月20日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月10日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20404

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

54

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 光導波路解析シミュレータソフトウエア年間サポートサービス

契約種別／細分類

29 ソフト保守

役務

契約締結日／契約金額

1,260,000 円

平成25年2月21日

契約の相手方

サイバネットシステム（株）

平成24年12月20日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月10日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20405

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

55

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 サイバー攻撃分析およびマルウェア解析作業

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

平成25年3月4日

契約の相手方

（株）クルウィット

9,999,780 円

平成24年12月25日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月15日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続し
た取り組みにより、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20406

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

56

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 マルウェア等の情報提供作業

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

7,497,000 円

平成25年3月1日

契約の相手方

（株）シマンテック総合研究所

平成24年12月26日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月16日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続し
た取り組みにより、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20407

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

57

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25年度前期 ハニーポット運用作業

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

平成25年4月1日

契約の相手方

（株）クルウィット

4,999,890 円

平成24年12月26日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月16日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続し
た取り組みにより、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20408

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

58

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 比吸収率測定･較正支援業務

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

9,785,327 円

平成25年3月18日

契約の相手方

エヌ･ティ･ティ･アドバンステクノロジ（株）

平成24年12月19日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月9日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続し
た取り組みにより、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20409

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

59

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 人体SAR測定装置保守業務

契約種別／細分類

28 研究業務保守

役務

契約締結日／契約金額

1,417,500 円

平成25年3月22日

契約の相手方

PTT（株）

平成24年12月19日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月9日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20410

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

60

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25年度 大規模Webアーカイブ用クラスタ計算機システム運用保守作業

契約種別／細分類

28 研究業務保守

役務

契約締結日／契約金額

5,250,000 円

平成25年3月27日

契約の相手方

（株）データオンストア

平成24年12月12日 公募公告
入札等の経緯及び結果
平成24年12月28日 参加意思提出期限
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20412

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

61

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 鹿島宇宙技術研究センター構内交換機等電話設備保守作業

契約種別／細分類

26 管理業務保守

役務

契約締結日／契約金額

1,447,614 円

平成25年3月8日

契約の相手方

日本電気（株）

平成24年12月26日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月16日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20413

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

62

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 鹿島センター入退出管理システム保守業務

契約種別／細分類

26 管理業務保守

役務

契約締結日／契約金額

1,627,500 円

平成25年3月22日

契約の相手方

アズビル（株）

平成24年12月25日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月15日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20415

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

63

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 電離層観測施設定常点検および観測記録読み取り作業

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

10,054,800 円

平成25年3月7日

契約の相手方

一般財団法人 電波技術協会

平成24年12月26日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月16日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続し
た取り組みにより、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20416

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

64

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 電子ジャーナル閲覧専用インターネット接続回線

契約種別／細分類

38 専用線

借入

契約締結日／契約金額

1,300,704 円

平成25年3月28日

契約の相手方

エヌ･ティ･ティ･コミュニケーションズ（株）

平成24年12月26日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月16日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
汎用性の無い特殊な機器、設備等を保有している事業者に限定される案件ではあるが、対
応可能事業者の拡大に向け事業者への事前照会等に努めている。引き続き継続した取り組み
により、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20417

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

65

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 図書システム保守業務

契約種別／細分類

28 研究業務保守

役務

契約締結日／契約金額

1,675,800 円

平成25年3月8日

契約の相手方

（株）富士通エフサス

平成24年12月26日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月16日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20418

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

66

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 オープンラボ等実験用回線運用作業

契約種別／細分類

38 専用線

借入

契約締結日／契約金額

1,845,900 円

平成25年3月22日

契約の相手方

（株）KCN京都

平成24年12月25日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月15日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
汎用性の無い特殊な機器、設備等を保有している事業者に限定される案件ではあるが、対
応可能事業者の拡大に向け事業者への事前照会等に努めている。引き続き継続した取り組み
により、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20425

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

67

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 南極イオノグラム整理作業

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

4,170,600 円

平成25年3月8日

契約の相手方

一般財団法人 電波技術協会

平成24年12月28日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月18日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続し
た取り組みにより、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20442

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

68

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 EDR電子化辞書の販売代理業務

契約種別／細分類

25 管理業務支援

役務

契約締結日／契約金額

2,989,606 円

平成25年2月20日

契約の相手方

（株）日本システムアプリケーション

平成24年12月21日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月11日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続し
た取り組みにより、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20444

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

69

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 大型裸眼立体映像システム開発作業

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

5,418,960 円

平成25年3月27日

契約の相手方

SCSK（株）

平成24年12月27日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月17日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続し
た取り組みにより、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20463

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

70

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

ネットワーク上の情報収集･分析設備年間保守

契約種別／細分類

28 研究業務保守

役務

契約締結日／契約金額

9,450,000 円

平成25年3月22日

契約の相手方

（株）HPCソリューションズ

公募公告
平成25年2月6日
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年2月22日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20492

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

71

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25年度 対訳クラウドソーシングシステムの機能拡張作業

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

11,340,000 円

平成25年3月14日

契約の相手方

SCSK（株）

平成24年12月28日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月18日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続し
た取り組みにより、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20493

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

72

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25年度 統計的機械翻訳システムの機能拡張作業

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

11,340,000 円

平成25年3月14日

契約の相手方

SCSK（株）

平成24年12月28日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月18日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続し
た取り組みにより、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20494

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

73

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25･SALMON･亜熱帯環境･都市環境観測実験データ処理システムの運用･保守作業

契約種別／細分類

28 研究業務保守

役務

契約締結日／契約金額

10,080,000 円

平成25年3月11日

契約の相手方

富士通エフ･アイ･ピー（株）

平成24年12月28日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月18日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20611

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

74

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 脳磁波測定装置年間定期保守点検

契約種別／細分類

28 研究業務保守

役務

契約締結日／契約金額

10,390,600 円

平成25年3月28日

契約の相手方

MEG International Services Ltd.

公募公告
平成25年1月8日
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月24日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20612

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

75

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 MRIシステム年間保守業務

契約種別／細分類

28 研究業務保守

役務

契約締結日／契約金額

6,800,000 円

平成25年3月12日

契約の相手方

シーメンス･ジャパン（株）

公募公告
平成25年1月7日
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月23日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20615

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

76

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 準天頂衛星システム時刻管理系運用業務

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

38,745,000 円

平成25年4月1日

契約の相手方

宇宙技術開発（株）

平成24年11月28日 公募公告
入札等の経緯及び結果
平成24年12月14日 参加意思提出期限
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続し
た取り組みにより、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20623

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

77

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

デジタル透過電子顕微鏡装置年間保守作業

契約種別／細分類

28 研究業務保守

役務

契約締結日／契約金額

1,351,350 円

平成25年3月22日

契約の相手方

日本電子（株）

公募公告
平成25年2月6日
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年2月22日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20637

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

78

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 支援系ネットワークにおける認証システム保守作業

契約種別／細分類

26 管理業務保守

役務

契約締結日／契約金額

平成25年3月28日

契約の相手方

（株）日立製作所

5,078,259 円

平成24年12月18日 公募公告
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年1月9日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20646

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

79

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 学術研究ネットワークの接続性維持の回線契約

契約種別／細分類

38 専用線

借入

契約締結日／契約金額

6,287,400 円

平成25年3月29日

契約の相手方

KDDI（株）

公募公告
平成25年2月26日
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年3月15日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
汎用性の無い特殊な機器、設備等を保有している事業者に限定される案件ではあるが、対
応可能事業者の拡大に向け事業者への事前照会等に努めている。引き続き継続した取り組み
により、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20684

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

80

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 太陽観測サーバー等運用作業

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

3,688,650 円

平成25年5月24日

契約の相手方

三菱スペース･ソフトウェア（株）

公募公告
平成25年4月19日
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年5月8日
履行開始日
平成25年5月24日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続し
た取り組みにより、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20692

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

81

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

平成25年度 高機能衛星通信システム性能評価用ソフトウェア保守作業

契約種別／細分類

28 研究業務保守

役務

契約締結日／契約金額

1,522,500 円

平成25年5月23日

契約の相手方

（株）構造計画研究所

公募公告
平成25年4月24日
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年5月13日
履行開始日
平成25年6月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20708

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

82

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

平成25年度 リフレクタアンテナパターン解析ソフトウェア及びアンテナ最適設計ソフトウェアの年間保守業務

契約種別／細分類

28 研究業務保守

役務

契約締結日／契約金額

2,625,000 円

平成25年6月5日

契約の相手方

ファラッド（株）

公募公告
平成25年5月10日
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年5月28日
履行開始日
平成25年6月5日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20709

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

83

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

平成25年度 3次元電磁界解析ソフトウェア年間保守業務

契約種別／細分類

28 研究業務保守

役務

契約締結日／契約金額

1,459,500 円

平成25年6月12日

契約の相手方

アンシス･ジャパン（株）

公募公告
平成25年5月10日
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年5月28日
履行開始日
平成25年6月12日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20712

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

84

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

平成25年度 ニアフィールド測定/解析ソフトウェアの年間保守業務

契約種別／細分類

29 ソフト保守

役務

契約締結日／契約金額

1,092,000 円

平成25年6月5日

契約の相手方

ファラッド（株）

公募公告
平成25年5月13日
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年5月29日
履行開始日
平成25年6月5日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20722

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

85

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 WINDS実験整合性確認作業

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

平成25年6月18日

7,224,000 円

契約の相手方

宇宙技術開発（株）

公募公告
平成25年5月20日
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年6月4日
履行開始日
平成25年6月18日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続し
た取り組みにより、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20747

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

86

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

標準電波送信信号発生系及びモニタ系保守点検作業

契約種別／細分類

28 研究業務保守

役務

契約締結日／契約金額

平成25年7月11日

契約の相手方

日本通信機（株）

3,864,000 円

公募公告
平成25年6月3日
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年6月19日
履行開始日
平成25年7月11日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20759

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

87

入札・公募の別／契約方式

企画競争

契約件名

「情報バリアフリーのための情報提供サイト」 トピック記事等作成

契約種別／細分類

25 管理業務支援

役務

契約締結日／契約金額

1,606,500 円

平成25年7月18日

契約の相手方

ダイヤル･サービス（株）

公募公告
平成25年6月10日
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年6月26日
履行開始日
平成25年7月19日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続し
た取り組みにより、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20779

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

88

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 生体電磁環境研究用装置類管理データベースの管理業務

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

1,771,000 円

平成25年7月25日

契約の相手方

エヌ･ティ･ティ･アドバンステクノロジ（株）

公募公告
平成25年6月24日
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年7月10日
履行開始日
平成25年7月25日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続し
た取り組みにより、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20782

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

89

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 WINDS実験運用作業

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

7,129,197 円

平成25年8月1日

契約の相手方

宇宙技術開発（株）

公募公告
平成25年6月20日
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年7月8日
履行開始日
平成25年8月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続し
た取り組みにより、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20816

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

90

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

気象情報収集システム保守点検作業

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

1,998,223 円

平成25年9月4日

契約の相手方

明星電気（株）

公募公告
平成25年7月19日
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年8月6日
履行開始日
平成25年9月4日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続し
た取り組みにより、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20818

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

91

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 FEM高周波3次元電磁界シミュレータ保守業務

契約種別／細分類

28 研究業務保守

役務

契約締結日／契約金額

2,236,500 円

平成25年8月23日

契約の相手方

アンシス･ジャパン（株）

公募公告
平成25年7月19日
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年8月6日
履行開始日
平成25年9月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20830

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

92

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 FDTD電磁界解析ソフトウェア保守業務

契約種別／細分類

29 ソフト保守

役務

契約締結日／契約金額

10,311,000 円

平成25年8月26日

契約の相手方

PTT（株）

公募公告
平成25年7月26日
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年8月13日
履行開始日
平成25年9月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20831

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

93

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 高速SAR測定ユニット保守業務

契約種別／細分類

28 研究業務保守

役務

契約締結日／契約金額

5,672,100 円

平成25年8月29日

契約の相手方

PTT（株）

公募公告
平成25年7月30日
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年8月15日
履行開始日
平成25年9月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20832

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

94

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 比吸収率計測およびプローブ較正支援･改良データ取得作業

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

18,828,375 円

平成25年9月12日

契約の相手方

エヌ･ティ･ティ･アドバンステクノロジ（株）

公募公告
平成25年7月31日
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年8月16日
履行開始日
平成25年9月12日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続し
た取り組みにより、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20840

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

95

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25年度後期 ハニーポット運用作業

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

1,995,000 円

平成25年9月24日

契約の相手方

（株）クルウィット

公募公告
平成25年8月8日
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年8月25日
履行開始日
平成25年9月24日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続し
た取り組みにより、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20842

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

96

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 空間を伝搬する光の捕捉追尾および通信に関する実験作業

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

9,975,000 円

平成25年9月25日

契約の相手方

日本電気（株）

公募公告
平成25年8月5日
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年8月21日
履行開始日
平成25年9月25日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続し
た取り組みにより、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20843

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

97

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 人体SAR測定装置保守業務 (下半期)

契約種別／細分類

28 研究業務保守

役務

契約締結日／契約金額

9,357,249 円

平成25年9月11日

契約の相手方

PTT（株）

公募公告
平成25年7月26日
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年8月13日
履行開始日
平成25年9月11日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20873

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

98

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25年度下期 対訳クラウドソーシングシステムの機能拡張作業

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

11,340,000 円

平成25年9月25日

契約の相手方

SCSK（株）

公募公告
平成25年8月26日
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年9月11日
履行開始日
平成25年10月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続し
た取り組みにより、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20874

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

99

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25年度下期 統計的機械翻訳システムの汎用化対応作業

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

8,820,000 円

平成25年9月25日

契約の相手方

SCSK（株）

公募公告
平成25年8月26日
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年9月11日
履行開始日
平成25年10月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続し
た取り組みにより、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20875

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

100

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25年度下期 統計的機械翻訳システムの機能拡張作業

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

11,340,000 円

平成25年9月24日

契約の相手方

SCSK（株）

公募公告
平成25年8月26日
入札等の経緯及び結果
参加意思提出期限
平成25年9月11日
履行開始日
平成25年10月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
特殊な技術、高度な専門知識を要することから、事業者が限定される案件ではあるが、類似
案件等における実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続し
た取り組みにより、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20915

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

101

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

光学望遠鏡観測装置 平成25年度点検保守調整

契約種別／細分類

28 研究業務保守

役務

契約締結日／契約金額

平成25年11月26日

契約の相手方

1,486,800 円

（株）西村製作所

公募公告
平成25年10月4日
入札等の経緯及び結果
平成25年10月21日 参加意思提出期限
平成25年11月26日 履行開始日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20944

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

102

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

集束イオンビーム試料作製装置点検作業

契約種別／細分類

28 研究業務保守

役務

契約締結日／契約金額

平成25年10月30日

契約の相手方

1,985,025 円

日本電子（株）

公募公告
平成25年10月2日
入札等の経緯及び結果
平成25年10月18日 参加意思提出期限
平成25年10月30日 履行開始日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20945

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

103

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

電子ビーム描画装置TFE電子銃交換作業

契約種別／細分類

28 研究業務保守

役務

契約締結日／契約金額

平成25年11月12日

契約の相手方

1,690,000 円

（株）エリオニクス

公募公告
平成25年9月30日
入札等の経緯及び結果
平成25年10月16日 参加意思提出期限
平成25年11月12日 履行開始日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20963

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

104

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

H25 HiRASシステム6mアンテナ保守作業

契約種別／細分類

28 研究業務保守

役務

契約締結日／契約金額

平成25年11月22日

契約の相手方

（株）東陽テクニカ

2,180,010 円

公募公告
平成25年10月7日
入札等の経緯及び結果
平成25年10月23日 参加意思提出期限
平成25年11月22日 履行開始日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20989

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

105

入札・公募の別／契約方式

公募

契約件名

2号館非常用発電設備保守点検

契約種別／細分類

26 管理業務保守

役務

契約締結日／契約金額

46,473,000 円

平成26年1月9日

契約の相手方

東芝電機サービス（株）

平成25年10月15日 公募公告
入札等の経緯及び結果
平成25年10月31日 参加意思提出期限
履行開始日
平成26年1月10日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

参加意志確認書提出期限から、開始日まで十分な期
間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公募公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供が、開発、製造元事業者に限定される案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど応募要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組みによ
り、一般競争への移行に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

10003

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

106

入札・公募の別／契約方式

最低価格

一般競争

契約件名

独立行政法人情報通信研究機構未来ＩＣＴ研究所で使用する電力需給契約

契約種別／細分類

12 電力料

その他

契約締結日／契約金額

144,854,574 円

平成25年2月5日

契約の相手方

関西電力（株）

平成24年12月10日 入札公告
入札書等〆切
平成25年1月29日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年2月5日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供地域、規模等により事業者が限られる案件でありやむを得ないが、新規事業
者の参入等の情報収集に努め、引き続き競争参加に関する適切な要件設定を行うなど、応札
者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

10004

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

107

入札・公募の別／契約方式

最低価格

一般競争

契約件名

独立行政法人情報通信研究機構ユニバーサルコミュニケーション研究所で使用する電力需給契約

契約種別／細分類

12 電力料

その他

契約締結日／契約金額

92,494,653 円

平成25年2月5日

契約の相手方

関西電力（株）

平成24年12月10日 入札公告
入札書等〆切
平成25年1月29日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年2月5日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供地域、規模等により事業者が限られる案件でありやむを得ないが、新規事業
者の参入等の情報収集に努め、引き続き競争参加に関する適切な要件設定を行うなど、応札
者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

10009

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

108

入札・公募の別／契約方式

最低価格

一般競争

契約件名

独立行政法人情報通信研究機構はがね山標準電波送信所で使用する電力需給契約

契約種別／細分類

12 電力料

その他

契約締結日／契約金額

9,080,387 円

平成25年2月18日

契約の相手方

九州電力（株）

入札公告
平成25年1月21日
入札書等〆切
平成25年2月11日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年2月18日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供地域、規模等により事業者が限られる案件でありやむを得ないが、新規事業
者の参入等の情報収集に努め、引き続き競争参加に関する適切な要件設定を行うなど、応札
者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

10563

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

109

入札・公募の別／契約方式

最低価格

一般競争

契約件名

仮想基盤システムにおけるソフトウェア更新

契約種別／細分類

5 ライセンス

買入

契約締結日／契約金額

平成25年11月29日

契約の相手方

日本コムシス（株）

4,200,000 円

平成25年10月31日 入札公告
平成25年11月21日 入札書等〆切
入札等の経緯及び結果
平成25年11月29日 開札
履行開始日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
特定のメーカーのみが扱う機器等であり、事業者が限られる案件ではあるが、同種機器等の
照会等情報収集に努め、応札者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

10715

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

110

入札・公募の別／契約方式

最低価格

一般競争

契約件名

自由行動眼球計測システム

契約種別／細分類

1 研究機器

買入

契約締結日／契約金額

平成25年12月19日

契約の相手方

4,218,480 円

トビー・テクノロジー・ジャパン（株）

平成25年11月18日 入札公告
入札書等〆切
平成25年12月9日
入札等の経緯及び結果
平成25年12月19日 開札
履行開始日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
特定のメーカーのみが扱う機器等であり、事業者が限られる案件ではあるが、同種機器等の
照会等情報収集に努め、応札者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20001

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

111

入札・公募の別／契約方式

最低価格

一般競争

契約件名

H25 高精度衛星双方向時刻比較専用回線サービス

契約種別／細分類

36 衛星回線

借入

契約締結日／契約金額

平成24年10月11日

契約の相手方

23,100,000 円

（株）Orbital Communications

入札公告
平成24年8月9日
入札書等〆切
平成24年9月28日
入札等の経緯及び結果
平成24年10月11日 開札
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供地域、規模等により事業者が限られる案件ではあるが、対応可能事業者の
照会などに努め、応札者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20003

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

112

入札・公募の別／契約方式

最低価格

一般競争

契約件名

H25 情報通信研究機構業務用回線運用

契約種別／細分類

38 専用線

借入

契約締結日／契約金額

13,782,720 円

平成25年1月17日

契約の相手方

KDDI（株）

平成24年11月12日 入札公告
入札書等〆切
平成25年1月7日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年1月17日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供地域、規模等により事業者が限られる案件ではあるが、対応可能事業者の
照会などに努め、応札者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20004

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

113

入札・公募の別／契約方式

総合評価(加算)

一般競争

契約件名

H25 セキュリティ管理運用業務

契約種別／細分類

25 管理業務支援

役務

契約締結日／契約金額

55,455,750 円

平成25年1月17日

契約の相手方

（株）ラック

平成24年11月12日 入札公告
入札書等〆切
平成25年1月7日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年1月17日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供地域、規模等から事業者が限られる案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組み
により、応札者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20180

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

114

入札・公募の別／契約方式

最低価格

一般競争

契約件名

平成25年度 ネットワークエミュレーションシステム研究設備年間保守業務

契約種別／細分類

28 研究業務保守

役務

契約締結日／契約金額

45,675,000 円

平成25年2月18日

契約の相手方

エヌ･ティ･ティ･コミュニケーションズ（株）

平成24年12月19日 入札公告
入札書等〆切
平成25年2月7日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年2月18日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
製造、開発を行った機器などの運用に関するものであり、事業者が限られる案件ではある
が、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めている。引き続き継続
した取り組みにより、応札者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20181

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

115

入札・公募の別／契約方式

最低価格

一般競争

契約件名

｢平成25年度｣ 高機能ブロードバンドネットワークテストベッド回線 (機器保守)

契約種別／細分類

28 研究業務保守

役務

契約締結日／契約金額

29,032,500 円

平成25年2月18日

契約の相手方

エヌ･ティ･ティ･コミュニケーションズ（株）

平成24年12月19日 入札公告
入札書等〆切
平成25年2月7日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年2月18日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供地域、規模等から事業者が限られる案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組み
により、応札者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20184

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

116

入札・公募の別／契約方式

最低価格

一般競争

契約件名

｢平成25年度｣ 高機能ブロードバンドネットワークテストベッド回線 (ストレージ等機器保守)

契約種別／細分類

28 研究業務保守

役務

契約締結日／契約金額

45,150,000 円

平成25年2月18日

契約の相手方

エヌ･ティ･ティ･コミュニケーションズ（株）

平成24年12月19日 入札公告
入札書等〆切
平成25年2月7日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年2月18日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供地域、規模等から事業者が限られる案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組み
により、応札者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20185

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

117

入札・公募の別／契約方式

最低価格

一般競争

契約件名

｢平成25年度｣ 高機能ブロードバンドネットワークテストベッド回線 (海外設置機器保守)

契約種別／細分類

28 研究業務保守

役務

契約締結日／契約金額

45,675,000 円

平成25年2月18日

契約の相手方

エヌ･ティ･ティ･コミュニケーションズ（株）

平成24年12月19日 入札公告
入札書等〆切
平成25年2月7日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年2月18日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供地域、規模等から事業者が限られる案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組み
により、応札者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20187

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

118

入札・公募の別／契約方式

最低価格

一般競争

契約件名

H25 先端ICTデバイスラボ施設の運営管理支援作業

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

45,990,000 円

平成25年2月19日

契約の相手方

エヌ･ティ･ティ･アドバンステクノロジ（株）

平成24年12月19日 入札公告
入札書等〆切
平成25年2月7日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年2月19日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供地域、規模等から事業者が限られる案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組み
により、応札者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20188

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

119

入札・公募の別／契約方式

総合評価(加算)

一般競争

契約件名

H25 光･電子デバイスプロセス装置管理運用作業の業務委託

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

28,455,000 円

平成25年2月18日

契約の相手方

アルバックテクノ（株）

平成24年12月19日 入札公告
入札書等〆切
平成25年2月7日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年2月18日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
製造、開発を行った機器などの運用に関するものであり、事業者が限られる案件ではある
が、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めている。引き続き継続
した取り組みにより、応札者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20189

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

120

入札・公募の別／契約方式

最低価格

一般競争

契約件名

H25 宇宙天気予報に関する業務委託

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

22,900,500 円

平成25年2月18日

契約の相手方

（株）セック

平成24年12月19日 入札公告
入札書等〆切
平成25年2月7日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年2月18日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
製造、開発を行った機器などの運用に関するものであり、事業者が限られる案件ではある
が、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めている。引き続き継続
した取り組みにより、応札者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20190

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

121

入札・公募の別／契約方式

総合評価(加算)

一般競争

契約件名

H25 大規模科学研究用クラウド運用支援作業

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

34,545,000 円

平成25年2月18日

契約の相手方

（株）セック

平成24年12月19日 入札公告
入札書等〆切
平成25年2月7日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年2月18日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
製造、開発を行った機器などの運用に関するものであり、事業者が限られる案件ではある
が、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めている。引き続き継続
した取り組みにより、応札者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20191

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

122

入札・公募の別／契約方式

総合評価(加算)

一般競争

契約件名

H25年度 標準時計測システムソフトウェア保守及び管理支援作業

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

平成25年2月19日

40,425,000 円

契約の相手方

宇宙技術開発（株）

平成24年12月19日 入札公告
入札書等〆切
平成25年2月7日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年2月19日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
製造、開発を行った機器などの運用に関するものであり、事業者が限られる案件ではある
が、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めている。引き続き継続
した取り組みにより、応札者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20204

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

123

入札・公募の別／契約方式

最低価格

一般競争

契約件名

「平成25年度」 OpenFlowテストベッドネットワークRISEの設定･管理運用作業

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

29,622,600 円

平成25年3月8日

契約の相手方

日本電気（株）

入札公告
平成25年1月9日
入札書等〆切
平成25年2月28日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年3月8日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
製造、開発を行った機器などの運用に関するものであり、事業者が限られる案件ではある
が、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めている。引き続き継続
した取り組みにより、応札者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20210

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

124

入札・公募の別／契約方式

総合評価(加算)

一般競争

契約件名

サイバーセキュリティ技術に関する研究開発のためのソフトウェア開発及び技術支援の派遣

契約種別／細分類

35 研究支援

派遣

契約締結日／契約金額

9,118,368 円

平成25年3月4日

契約の相手方

（株）インテリジェンス

入札公告
平成25年1月24日
入札書等〆切
平成25年2月21日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年3月4日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあ
るが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころであ
る。引き続き継続した取り組みにより応札者拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20214

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

125

入札・公募の別／契約方式

総合評価(加算)

一般競争

契約件名

給与計算業務及び給与支給事務関連業務の委託

契約種別／細分類

25 管理業務支援

役務

契約締結日／契約金額

39,374,998 円

平成25年2月13日

契約の相手方

エイチアールワン（株）

入札公告
平成25年1月7日
入札書等〆切
平成25年2月4日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年2月13日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
製造、開発を行った機器などの運用に関するものであり、事業者が限られる案件ではある
が、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めている。引き続き継続
した取り組みにより、応札者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20246

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

126

入札・公募の別／契約方式

総合評価(除算）

一般競争

契約件名

｢平成25年度｣ 高機能ブロードバンドネットワークテストベッド回線 (国内網運用監視)

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

336,000,000 円

平成25年3月22日

契約の相手方

エヌ･ティ･ティ･コミュニケーションズ（株）

入札公告
平成25年1月24日
入札書等〆切
平成25年3月15日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年3月22日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
製造、開発を行った機器などの運用に関するものであり、事業者が限られる案件ではある
が、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めている。引き続き継続
した取り組みにより、応札者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20247

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

127

入札・公募の別／契約方式

-

不落随契

契約件名

｢平成25年度｣ 高機能ブロードバンドネットワークテストベッド回線 (海外網運用監視)

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

123,900,000 円

平成25年3月25日

契約の相手方

KDDI（株）

入札公告
平成25年1月24日
入札書等〆切
平成25年3月15日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年3月25日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
製造、開発を行った機器などの運用に関するものであり、事業者が限られる案件ではある
が、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めている。引き続き継続
した取り組みにより、応札者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20267

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

128

入札・公募の別／契約方式

総合評価(加算)

一般競争

契約件名

H25 翻訳支援ツール作成に関する業務の派遣

契約種別／細分類

35 研究支援

派遣

契約締結日／契約金額

7,889,742 円

平成25年2月19日

契約の相手方

（株）伸榮

入札公告
平成25年1月10日
入札書等〆切
平成25年2月7日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年2月19日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあ
るが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころであ
る。引き続き継続した取り組みにより応札者拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20268

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

129

入札・公募の別／契約方式

総合評価(加算)

一般競争

契約件名

H25 日韓中自動翻訳に関する翻訳業務の派遣

契約種別／細分類

35 研究支援

派遣

契約締結日／契約金額

5,542,362 円

平成25年2月19日

契約の相手方

（株）伸榮

入札公告
平成25年1月10日
入札書等〆切
平成25年2月7日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年2月19日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあ
るが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころであ
る。引き続き継続した取り組みにより応札者拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20269

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

130

入札・公募の別／契約方式

総合評価(加算)

一般競争

契約件名

H25 日英自動翻訳に関する翻訳業務の派遣

契約種別／細分類

35 研究支援

派遣

契約締結日／契約金額

6,671,700 円

平成25年2月19日

契約の相手方

（株）インターグループ

入札公告
平成25年1月10日
入札書等〆切
平成25年2月7日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年2月19日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあ
るが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころであ
る。引き続き継続した取り組みにより応札者拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20270

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

131

入札・公募の別／契約方式

総合評価(加算)

一般競争

契約件名

H25 英日自動翻訳に関する翻訳業務の派遣

契約種別／細分類

35 研究支援

派遣

契約締結日／契約金額

4,781,700 円

平成25年2月19日

契約の相手方

（株）KOSMO

入札公告
平成25年1月10日
入札書等〆切
平成25年2月7日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年2月19日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあ
るが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころであ
る。引き続き継続した取り組みにより応札者拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20279

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

132

入札・公募の別／契約方式

最低価格

一般競争

契約件名

H25 未来ICT研究所構内無線通信交換システム保守作業

契約種別／細分類

26 管理業務保守

役務

契約締結日／契約金額

1,159,200 円

平成25年2月18日

契約の相手方

（株）ニチワ

入札公告
平成25年1月18日
入札書等〆切
平成25年2月8日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年2月18日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供地域、規模等から事業者が限られる案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組み
により、応札者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20283

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

133

入札・公募の別／契約方式

総合評価(加算)

一般競争

契約件名

H25前期 ネットワーク型音声言語処理システム開発に関する業務の派遣

契約種別／細分類

35 研究支援

派遣

契約締結日／契約金額

5,804,190 円

平成25年2月20日

契約の相手方

プロアクシアコンサルティング（株）

入札公告
平成25年1月11日
入札書等〆切
平成25年2月8日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年2月20日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあ
るが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころであ
る。引き続き継続した取り組みにより応札者拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20284

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

134

入札・公募の別／契約方式

総合評価(加算)

一般競争

契約件名

ニュースアーカイブ音声翻訳システムの開発に関する業務の派遣

契約種別／細分類

35 研究支援

派遣

契約締結日／契約金額

3,578,022 円

平成25年2月20日

契約の相手方

プロアクシアコンサルティング（株）

入札公告
平成25年1月11日
入札書等〆切
平成25年2月8日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年2月20日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあ
るが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころであ
る。引き続き継続した取り組みにより応札者拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20285

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

135

入札・公募の別／契約方式

総合評価(加算)

一般競争

契約件名

日英音声対話コーパス整備・管理および翻訳業務の派遣

契約種別／細分類

35 研究支援

派遣

契約締結日／契約金額

3,075,471 円

平成25年2月20日

契約の相手方

（株）伸榮

入札公告
平成25年1月11日
入札書等〆切
平成25年2月8日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年2月20日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあ
るが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころであ
る。引き続き継続した取り組みにより応札者拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20286

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

136

入札・公募の別／契約方式

総合評価(加算)

一般競争

契約件名

日本語言語･画像データベース構築に関する業務の派遣

契約種別／細分類

35 研究支援

派遣

契約締結日／契約金額

21,396,375 円

平成25年2月20日

契約の相手方

（株）エイジェック

入札公告
平成25年1月11日
入札書等〆切
平成25年2月8日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年2月20日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあ
るが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころであ
る。引き続き継続した取り組みにより応札者拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20288

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

137

入札・公募の別／契約方式

総合評価(加算)

一般競争

契約件名

音声対話処理システムの開発に関する業務の派遣

契約種別／細分類

35 研究支援

派遣

契約締結日／契約金額

6,183,576 円

平成25年3月12日

契約の相手方

プロアクシアコンサルティング（株）

入札公告
平成25年2月5日
入札書等〆切
平成25年3月4日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年3月12日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあ
るが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころであ
る。引き続き継続した取り組みにより応札者拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20290

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

138

入札・公募の別／契約方式

総合評価(加算)

一般競争

契約件名

音声認識および音声合成システム開発に関する業務の派遣

契約種別／細分類

35 研究支援

派遣

契約締結日／契約金額

4,731,930 円

平成25年2月22日

契約の相手方

オムロンパーソネル（株）

入札公告
平成25年1月15日
入札書等〆切
平成25年2月13日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年2月22日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあ
るが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころであ
る。引き続き継続した取り組みにより応札者拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20291

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

139

入札・公募の別／契約方式

総合評価(加算)

一般競争

契約件名

音声認識エンジンおよびクライアントアプリ開発に関する業務の派遣

契約種別／細分類

35 研究支援

派遣

契約締結日／契約金額

16,211,916 円

平成25年2月22日

契約の相手方

（株）神戸デジタル･ラボ

入札公告
平成25年1月15日
入札書等〆切
平成25年2月13日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年2月22日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあ
るが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころであ
る。引き続き継続した取り組みにより応札者拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20292

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

140

入札・公募の別／契約方式

総合評価(加算)

一般競争

契約件名

H25上期 多言語音声合成ソフトウェア開発作業に関する派遣

契約種別／細分類

35 研究支援

派遣

契約締結日／契約金額

4,238,325 円

平成25年2月22日

契約の相手方

（株）ゼネック

入札公告
平成25年1月15日
入札書等〆切
平成25年2月13日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年2月22日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあ
るが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころであ
る。引き続き継続した取り組みにより応札者拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20293

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

141

入札・公募の別／契約方式

総合評価(加算)

一般競争

契約件名

H25上期 音声認識用モデル開発作業に関する業務の派遣

契約種別／細分類

35 研究支援

派遣

契約締結日／契約金額

5,827,500 円

平成25年2月22日

契約の相手方

（株）とめ研究所

入札公告
平成25年1月15日
入札書等〆切
平成25年2月13日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年2月22日
履行開始日
平成26年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあ
るが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころであ
る。引き続き継続した取り組みにより応札者拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20314

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

142

入札・公募の別／契約方式

総合評価(加算)

一般競争

契約件名

H25 研究環境の構築･運用管理に関する業務の派遣

契約種別／細分類

35 研究支援

派遣

契約締結日／契約金額

平成25年2月25日

5,419,512 円

契約の相手方

（株）メディアックス

入札公告
平成25年1月16日
入札書等〆切
平成25年2月14日
入札等の経緯及び結果
開札
平成26年2月25日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあ
るが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころであ
る。引き続き継続した取り組みにより応札者拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20316

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

143

入札・公募の別／契約方式

総合評価(加算)

一般競争

契約件名

H25前期 実環境における英語音声翻訳コーパス整備に関する翻訳および研究室業務の派遣

契約種別／細分類

35 研究支援

派遣

契約締結日／契約金額

3,118,941 円

平成25年2月25日

契約の相手方

（株）伸榮

入札公告
平成25年1月16日
入札書等〆切
平成25年2月14日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年2月25日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあ
るが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころであ
る。引き続き継続した取り組みにより応札者拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20323

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

144

入札・公募の別／契約方式

総合評価(加算)

一般競争

契約件名

バイオ材料を用いたバイオミメティックセンシング研究開発業務の派遣

契約種別／細分類

34 研究業務

派遣

契約締結日／契約金額

5,651,100 円

平成25年2月26日

契約の相手方

（株）ハイテック

入札公告
平成25年1月17日
入札書等〆切
平成25年2月15日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年2月26日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあ
るが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころであ
る。引き続き継続した取り組みにより応札者拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20324

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

145

入札・公募の別／契約方式

総合評価(加算)

一般競争

契約件名

有機無機ハイブリッドナノ光素子作製の研究開発業務の派遣

契約種別／細分類

34 研究業務

派遣

契約締結日／契約金額

5,325,012 円

平成25年2月26日

契約の相手方

WDB（株）

入札公告
平成25年1月17日
入札書等〆切
平成25年2月15日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年2月26日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあ
るが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころであ
る。引き続き継続した取り組みにより応札者拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20426

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

146

入札・公募の別／契約方式

総合評価(加算)

一般競争

契約件名

｢平成26-27年度｣ 高機能ブロードバンドネットワークテストベッド回線 (東北大学第二回線)

契約種別／細分類

37 テストベッド回線

借入

契約締結日／契約金額

50,502,000 円

平成25年5月15日

契約の相手方

（株）TOKAIコミュニケーションズ

入札公告
平成25年3月14日
入札書等〆切
平成25年5月7日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年5月15日
履行開始日
平成25年5月16日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供地域、規模等により事業者が限られる案件ではあるが、対応可能事業者の
照会などに努め、応札者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20439

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

147

入札・公募の別／契約方式

総合評価(加算)

一般競争

契約件名

中小企業向けクラウドサービスに関する文書環境の構築及び管理の派遣

契約種別／細分類

35 研究支援

派遣

契約締結日／契約金額

4,233,600 円

平成25年3月1日

契約の相手方

（株）NTT西日本-北陸アイティメイト

入札公告
平成25年1月23日
入札書等〆切
平成25年2月20日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年3月1日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあ
るが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころであ
る。引き続き継続した取り組みにより応札者拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20446

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

148

入札・公募の別／契約方式

最低価格

一般競争

契約件名

平成25年度 稚内MF･VHFレーダ空中線保守点検業務

契約種別／細分類

28 研究業務保守

役務

契約締結日／契約金額

1,323,000 円

平成25年3月15日

契約の相手方

東邦通信（株）

入札公告
平成25年2月25日
入札書等〆切
平成25年3月11日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年3月15日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供地域、規模等から事業者が限られる案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組み
により、応札者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20447

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

149

入札・公募の別／契約方式

最低価格

一般競争

契約件名

H25 雷・気象･緊急地震情報提供システムによる情報提供サービス

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

3,412,500 円

平成25年3月15日

契約の相手方

（株）フランクリン･ジャパン

入札公告
平成25年2月15日
入札書等〆切
平成25年3月8日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年3月15日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供地域、規模等から事業者が限られる案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組み
により、応札者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20448

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

150

入札・公募の別／契約方式

最低価格

一般競争

契約件名

平成25年度 高精度･高解像度ネットワーク測定環境支援 高度エンジニアリング業務

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

11,340,000 円

平成25年3月19日

契約の相手方

エヌ･ティ･ティ アイティ（株）

入札公告
平成25年2月28日
入札書等〆切
平成25年3月12日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年3月19日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
製造、開発を行った機器などの運用に関するものであり、事業者が限られる案件ではある
が、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めている。引き続き継続
した取り組みにより、応札者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20450

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

151

入札・公募の別／契約方式

総合評価(加算)

一般競争

契約件名

H25 ネットワークアーキテクチャ研究環境管理作業

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

8,190,000 円

平成25年3月14日

契約の相手方

KDDI（株）

入札公告
平成25年2月8日
入札書等〆切
平成25年3月6日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年3月14日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
製造、開発を行った機器などの運用に関するものであり、事業者が限られる案件ではある
が、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めている。引き続き継続
した取り組みにより、応札者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20451

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

152

入札・公募の別／契約方式

総合評価(加算)

一般競争

契約件名

H25 ネットワークアーキテクチャ研究環境セキュリティ監視業務

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

7,245,000 円

平成25年3月14日

契約の相手方

KDDI（株）

入札公告
平成25年2月8日
入札書等〆切
平成25年3月6日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年3月14日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
製造、開発を行った機器などの運用に関するものであり、事業者が限られる案件ではある
が、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めている。引き続き継続
した取り組みにより、応札者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20455

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

153

入札・公募の別／契約方式

最低価格

一般競争

契約件名

H25 25面タイルドディスプレイ表示システムのハードウェア保守

契約種別／細分類

26 管理業務保守

役務

契約締結日／契約金額

3,570,000 円

平成25年3月27日

契約の相手方

（株）カナデン

入札公告
平成25年2月26日
入札書等〆切
平成25年3月19日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年3月27日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供地域、規模等から事業者が限られる案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組み
により、応札者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20469

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

154

入札・公募の別／契約方式

総合評価(加算)

一般競争

契約件名

H25 新世代ネットワーク推進フォーラムアセスメントワーキンググループのための支援作業

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

5,250,000 円

平成25年3月11日

契約の相手方

三菱UFJリサーチ&コンサルティング（株）

入札公告
平成25年2月1日
入札書等〆切
平成25年2月28日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年3月11日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供地域、規模等から事業者が限られる案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組み
により、応札者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20471

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

155

入札・公募の別／契約方式

最低価格

一般競争

契約件名

JGN-Xネットワークのインターネットエクスチェンジ(IX)を用いたAS間接続

契約種別／細分類

38 専用線

借入

契約締結日／契約金額

2,494,800 円

平成25年3月6日

契約の相手方

慶應義塾大学SFC研究所

入札公告
平成25年2月6日
入札書等〆切
平成25年2月27日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年3月6日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供地域、規模等により事業者が限られる案件ではあるが、対応可能事業者の
照会などに努め、応札者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20472

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

156

入札・公募の別／契約方式

総合評価(加算)

一般競争

契約件名

統合データシステム研究開発室の支援業務の派遣

契約種別／細分類

35 研究支援

派遣

契約締結日／契約金額

8,807,400 円

平成25年3月4日

契約の相手方

（株）エル･コーエイ

入札公告
平成25年1月24日
入札書等〆切
平成25年2月21日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年3月4日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあ
るが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころであ
る。引き続き継続した取り組みにより応札者拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20479

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

157

入札・公募の別／契約方式

総合評価(加算)

一般競争

契約件名

ワイヤレスネットワーク研究所企画室 イベント企画及び成果説明業務の派遣

契約種別／細分類

33 一般業務

派遣

契約締結日／契約金額

3,376,800 円

平成25年3月6日

契約の相手方

（株）インターナショナルランゲージアンドカルチャーセンター

入札公告
平成25年1月28日
入札書等〆切
平成25年2月25日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年3月6日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあ
るが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころであ
る。引き続き継続した取り組みにより応札者拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20480

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

158

入札・公募の別／契約方式

総合評価(加算)

一般競争

契約件名

クラウド環境利活用推進に関する業務の派遣

契約種別／細分類

35 研究支援

派遣

契約締結日／契約金額

4,390,470 円

平成25年3月6日

契約の相手方

東京ビジネスサービス（株）

入札公告
平成25年1月28日
入札書等〆切
平成25年2月25日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年3月6日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあ
るが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころであ
る。引き続き継続した取り組みにより応札者拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20485

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

159

入札・公募の別／契約方式

総合評価(加算)

一般競争

契約件名

H25 音声コミュニケーション研究室業務の派遣

契約種別／細分類

35 研究支援

派遣

契約締結日／契約金額

4,010,076 円

平成25年3月5日

契約の相手方

マンパワーグループ（株）

入札公告
平成25年1月25日
入札書等〆切
平成25年2月22日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年3月5日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあ
るが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころであ
る。引き続き継続した取り組みにより応札者拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20486

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

160

入札・公募の別／契約方式

総合評価(加算)

一般競争

契約件名

南極観測に関するデータ処理システム設計･保守等の業務の派遣

契約種別／細分類

35 研究支援

派遣

契約締結日／契約金額

2,929,500 円

平成25年3月6日

契約の相手方

日本コンピューター･センター（株）

入札公告
平成25年1月28日
入札書等〆切
平成25年2月25日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年3月6日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあ
るが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころであ
る。引き続き継続した取り組みにより応札者拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20606

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

161

入札・公募の別／契約方式

総合評価(加算)

一般競争

契約件名

3D画像処理プログラマの派遣

契約種別／細分類

35 研究支援

派遣

契約締結日／契約金額

4,817,925 円

平成25年3月12日

契約の相手方

（株）CIJネクスト

入札公告
平成25年2月1日
入札書等〆切
平成25年3月1日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年3月12日
履行開始日
平成25年4月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあ
るが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころであ
る。引き続き継続した取り組みにより応札者拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20641

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

162

入札・公募の別／契約方式

最低価格

一般競争

契約件名

H25 未来ICT研究所健康診断の実施作業

契約種別／細分類

25 管理業務支援

役務

契約締結日／契約金額

1,878,391 円

平成25年5月14日

契約の相手方

（財）近畿健康管理センター

入札公告
平成25年4月26日
入札書等〆切
平成25年5月9日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年5月14日
履行開始日
平成25年5月15日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供地域、規模等から事業者が限られる案件ではあるが、類似案件等における
実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めているところである。引き続き継続した取り組み
により、応札者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20673

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

163

入札・公募の別／契約方式

総合評価(加算)

一般競争

契約件名

H25 音声コミュニケーション研究室業務の派遣 2

契約種別／細分類

35 研究支援

派遣

契約締結日／契約金額

1,588,545 円

平成25年6月3日

契約の相手方

マンパワーグループ（株）

入札公告
平成25年4月25日
入札書等〆切
平成25年5月24日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年6月3日
履行開始日
平成25年6月7日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあ
るが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころであ
る。引き続き継続した取り組みにより応札者拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20785

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

164

入札・公募の別／契約方式

総合評価(加算)

一般競争

契約件名

実環境における英語音声翻訳コーパス整備に関する翻訳および研究室業務の派遣

契約種別／細分類

35 研究支援

派遣

契約締結日／契約金額

3,368,232 円

平成25年9月9日

契約の相手方

（株）伸榮

入札公告
平成25年8月2日
入札書等〆切
平成25年8月30日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年9月9日
履行開始日
平成25年10月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあ
るが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころであ
る。引き続き継続した取り組みにより応札者拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20786

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

165

入札・公募の別／契約方式

総合評価(加算)

一般競争

契約件名

H25下期 音声認識用モデル開発作業に関する業務の派遣

契約種別／細分類

35 研究支援

派遣

契約締結日／契約金額

平成25年9月9日

契約の相手方

（株）とめ研究所

5,827,500 円

入札公告
平成25年8月2日
入札書等〆切
平成25年8月30日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年9月9日
履行開始日
平成25年10月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあ
るが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころであ
る。引き続き継続した取り組みにより応札者拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20812

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

166

入札・公募の別／契約方式

総合評価(加算)

一般競争

契約件名

音声認識および音声合成システム開発に関する業務の派遣

契約種別／細分類

35 研究支援

派遣

契約締結日／契約金額

4,738,230 円

平成25年9月19日

契約の相手方

オムロンパーソネル（株）

入札公告
平成25年8月14日
入札書等〆切
平成25年9月11日
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年9月19日
履行開始日
平成25年10月1日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
市場性のない特殊な技術、高度な専門知識を要することから事業者が限られる案件ではあ
るが、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めていることころであ
る。引き続き継続した取り組みにより応札者拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20863

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

167

入札・公募の別／契約方式

総合評価(除算)

一般競争

契約件名

「平成26-27年度」 高機能ブロードバンドネットワークテストベッド回線 (沖縄回線)

契約種別／細分類

37 テストベッド回線

借入

契約締結日／契約金額

75,168,000 円

平成25年12月3日

契約の相手方

エヌ･ティ･ティ･コミュニケーションズ（株）

入札公告
平成25年10月4日
平成25年11月25日 入札書等〆切
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年12月3日
履行開始日
平成26年12月4日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供地域、規模等により事業者が限られる案件ではあるが、対応可能事業者の
照会などに努め、応札者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20865

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

168

入札・公募の別／契約方式

総合評価(除算)

一般競争

契約件名

「平成26-27年度」 高機能ブロードバンドネットワークテストベッド回線 (北海道回線)

契約種別／細分類

37 テストベッド回線

借入

契約締結日／契約金額

39,538,800 円

平成25年12月3日

契約の相手方

エヌ･ティ･ティ･コミュニケーションズ（株）

入札公告
平成25年10月4日
平成25年11月25日 入札書等〆切
入札等の経緯及び結果
開札
平成25年12月3日
履行開始日
平成25年12月4日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供地域、規模等により事業者が限られる案件ではあるが、対応可能事業者の
照会などに努め、応札者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20876

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

169

入札・公募の別／契約方式

総合評価(除算)

一般競争

契約件名

「平成26-27年度」 高機能ブロードバンドネットワークテストベッド回線 (九州回線)

契約種別／細分類

37 テストベッド回線

借入

契約締結日／契約金額

平成25年12月16日

契約の相手方

25,630,559 円

九州電力（株）

平成25年10月17日 入札公告
入札書等〆切
平成25年12月6日
入札等の経緯及び結果
平成25年12月16日 開札
平成25年12月16日 履行開始日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供地域、規模等により事業者が限られる案件ではあるが、対応可能事業者の
照会などに努め、応札者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20878

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

170

入札・公募の別／契約方式

総合評価(除算)

一般競争

契約件名

「平成26-27年度」 高機能ブロードバンドネットワークテストベッド回線 (高知回線)

契約種別／細分類

37 テストベッド回線

借入

契約締結日／契約金額

平成25年12月16日

契約の相手方

30,585,600 円

エヌ･ティ･ティ･コミュニケーションズ（株）

平成25年10月17日 入札公告
入札書等〆切
平成25年12月6日
入札等の経緯及び結果
平成25年12月16日 開札
平成25年12月16日 履行開始日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供地域、規模等により事業者が限られる案件ではあるが、対応可能事業者の
照会などに努め、応札者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20883

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

171

入札・公募の別／契約方式

総合評価(除算)

一般競争

契約件名

「平成26-27年度」 高機能ブロードバンドネットワークテストベッド回線 （東京大学回線）

契約種別／細分類

37 テストベッド回線

借入

契約締結日／契約金額

平成25年12月16日

契約の相手方

10,642,800 円

（株）TOKAIコミュニケーションズ

平成25年10月17日 入札公告
入札書等〆切
平成25年12月6日
入札等の経緯及び結果
平成25年12月16日 開札
平成25年12月16日 履行開始日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供地域、規模等により事業者が限られる案件ではあるが、対応可能事業者の
照会などに努め、応札者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20913

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

172

入札・公募の別／契約方式

-

不落随契

契約件名

平成25年度 DCNおよびperfSONARサービス支援高度エンジニアリング業務

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

平成25年11月12日

契約の相手方

9,765,000 円

KDDI（株）

平成25年10月11日 入札公告
入札書等〆切
平成25年11月1日
入札等の経緯及び結果
平成25年11月12日 開札
平成25年11月13日 履行開始日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
製造、開発を行った機器などの運用に関するものであり、事業者が限られる案件ではある
が、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めている。引き続き継続
した取り組みにより、応札者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20954

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

173

入札・公募の別／契約方式

最低価格

一般競争

契約件名

H25 英国NPL機器較正･材料特性データ取得作業

契約種別／細分類

27 研究業務支援

役務

契約締結日／契約金額

平成25年12月10日

契約の相手方

（株）東陽テクニカ

1,995,000 円

平成25年11月11日 入札公告
入札書等〆切
平成25年12月2日
入札等の経緯及び結果
平成25年12月10日 開札
平成25年12月10日 履行開始日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
製造、開発を行った機器などの運用に関するものであり、事業者が限られる案件ではある
が、類似案件等における実績を認めるなど競争参加要件の緩和に努めている。引き続き継続
した取り組みにより、応札者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

一者応札・応募等事案フォローアップ票（平成２5年度分）
契約番号
法人名

H25 －

20977

独立行政法人情報通信研究機構

案件番号

174

入札・公募の別／契約方式

総合評価(加算)

一般競争

契約件名

「平成26年度」 高機能ブロードバンドネットワークテストベッド回線 （NICTけいはんな回線）

契約種別／細分類

37 テストベッド回線

借入

契約締結日／契約金額

平成25年12月18日

契約の相手方

4,212,000 円

丸紅アクセスソリューションズ（株）

平成25年11月13日 入札公告
平成25年12月10日 入札書等〆切
入札等の経緯及び結果
平成25年12月18日 開札
平成25年12月19日 履行開始日
一者応札・応募の改善取組内容
改善項目

具体的な取組内容

状況

①仕様書の見直し

○

「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術
審査の条件を撤廃した。

②業務等準備期間の十分な確
保

○

開札日から、開始日まで十分な期間を確保した。

③公告期間の見直し

○

公告期間を十分にとった。

④公告周知方法の改善

○

ホームページでの公告文書の掲載、及びE-MAILによ
る公告情報の配信を行い周知に努めた。

⑤電子入札システムの導入

×

導入・運用にむけた準備中

⑥業者等からの聞き取り

○

案件毎にアンケートを実施している。

法人における事後点検の結果、講ずることとした措置
一者応札・応募改善の取組は、現在対応可能な方策はすべて実施した。
契約監視委員会のコメント
サービスの提供地域、規模等により事業者が限られる案件ではあるが、対応可能事業者の
照会などに努め、応札者の拡大に努めること。
（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

本案件を審議した契約監視委員会の委員

加藤 暢一、渋谷 道夫、手塚 悟、名越 秀夫、林 弘、松井 武久、松田 修一、山本 一晴

