随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
１．予定価格及び落札率の欄の「－」は同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しないもの。
２．単価契約である場合には，契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに，備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。
国立大学法人北海道教育大学
分野

物品役務等の名称及び数量

契約担当者の名称及び
契約担当部署等の名称
並びにその所在地

契約を締結した日

役務

国立大学法人北海道教育大学
平成２９年度会計監査人業務 契約担当役 事務局長 石川 良二
平成29年7月14日
事務局経理課契約グループ
委嘱契約
札幌市北区あいの里５条３丁目１番３号

役務

国立大学法人北海道教育大学
大学教育情報システムサーバ 契約担当役 事務局長 石川 良二
平成29年2月9日
移行及びバージョンアップ作
業 一式
事務局経理課契約グループ
札幌市北区あいの里５条３丁目１番３号

役務

教職大学院双方向遠隔授業 国立大学法人北海道教育大学
システム多地点接続装置，予 契約担当役 事務局長 石川 良二
平成28年12月12日
約管理システム及びタッチパ
ネル改修他 一式
事務局経理課契約グループ
札幌市北区あいの里５条３丁目１番３号

重油ＪＩＳ１種２号（硫黄分（Ｗ
物品買入
Ｔ％）１．２％以下）

国立大学法人北海道教育大学
契約担当役 事務局長 石川 良二
平成28年10月21日
事務局経理課契約グループ
札幌市北区あいの里５条３丁目１番３号

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約による
こととした理由

東京都千代田区内幸町二丁目２
番３号
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員 板垣 博靖
指定有限責任社員 松本 雄一

本学における会計監査人業務委嘱契約においては，国立大学
法人法第３５条において準用する独立行政法人通則法第４０条
の規定により，平成２９年６月９日付け２９受文科高第３７８号で
文部科学大臣が新日本有限責任監査法人を会計監査人として
選任したとの通知があったことから，国立大学法人北海道教育
大学契約事務取扱規則第３２条第１項５号に基づき，本監査契
約の契約相手方として新日本有限責任監査法人と随意契約を
締結するものである。

東京都港区港南二丁目１６番２
号
日本システム技術株式会社
執行役員 中 尾 昭 宏

本システムは同社が著作権を有しているシステムであり，同社
以外にソース公開を行っていない開発製品であるため，他社に
よるシステム改修業務は不可能である。

本調達は，平成２８年度第２次補正予算で措置された「教職大
学院双方向遠隔授業システム 一式」（平成２８年１０月６日付け
入札公告）に付随する案件である。
平成２９年４月からの本システムの稼働にあたり，本学既設の装
置への機器の追加及びソフトウェアの改修，既設装置の移設な
ど各種作業が必要となるが，これら本学既設の装置等は，平成
２３年度の「札幌駅前サテライト双方向遠隔授業システム」及び
平成２５年度の「キャンパス間双方向遠隔授業システム」（以下
「現行システム」という。）において，北海日立電線機販（株）が納
入したものであり，現在同社が保守業務を行っているものであ
る。
札幌市北区北１８条西５丁目１番 現行システムにおいて，同社が各拠点の導入機器及び多地点
接続装置における学内ネットワーク間の環境設定作業を行って
１２号
いること，また，同社の関連会社が設計及び開発しているソフト
北海日立電線機販株式会社
ウェアについては，同社の関連会社が著作権を保有しソース
代表取締役 髙 松 健 治
コードを他社に公開していないことなどから同社以外にソフトウェ
アを改変することはできず，同社以外に改修を依頼した場合に，
現行システムの動作環境に支障をきたす恐れがあるだけでな
く，障害発生時に迅速かつ確実な対応ができなくなり，業務上大
きな影響がでることが考えられる。
また，既設装置の移設については，同社が導入及び保守を行っ
ているものであり，他社に依頼した場合，障害発生時の障害の
切り分け対応ができなくなる。
このことにより，北海日立電線機販（株）以外では上記の対応
は不可能であるため，国立大学法人北海道教育大学契約事務
取扱規則第３２条第１項第５号に基づき，同社と随意契約を締結
するものである。

札幌市中央区北４条西１６丁目１
入札参加者辞退のため落札者なし。本学契約事務取扱規則第３
番地
札幌第一興産株式会社
２条第２項により随意契約とした。
代表取締役 武田 治
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予定価格（税込） 契約金額（税込）

落札率

再就職の
役員の数

－

6,804,000円

-

－

－

8,910,000円

-

－

－

28,695,600円

-

－

－

8,208,000円

-

-

備考

単価契約
1KL当たり41,040
円
予定数量200KL
予定調達総額
8,208,000円

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
１．予定価格及び落札率の欄の「－」は同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しないもの。
２．単価契約である場合には，契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに，備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。
国立大学法人北海道教育大学
分野

物品役務等の名称及び数量

契約担当者の名称及び
契約担当部署等の名称
並びにその所在地

契約を締結した日

国立大学法人北海道教育大学
契約担当役 事務局長 石川 良二

役務

役務

平成２８年度会計監査人業務
委嘱契約

備考

単価契約
1KL当たり39,852
円
予定数量295KL
予定調達総額
11,756,340円

-

6,804,000円

-

-

業務対象設備は、契約の相手方が設計・製造及び据付を行っ
札幌市中央区北３条西４－１－１ たもので、競争に適さない契約である。
株式会社日立ビルシステム北海 以上により、本契約は国立大学法人北海道教育大学契約事務
取扱規則第３２条第１項第５号（「契約の性質又は目的が競争を
道支社
許さない場合」に該当）に基づき、株式会社日立ビルシステムと
支社長 塩見 健治
随意契約を行うものである。

-

25,742,232円

-

-

平成28年3月31日

札幌市中央区大通西８－１
フジテック株式会社北日本支社
北海道支店 支社長兼支店長
青木 淳

業務対象設備は、契約の相手方が設計・製造及び据付を行っ
たもので、競争に適さない契約である。
以上により、本契約は国立大学法人北海道教育大学契約事務
取扱規則第３２条第１項第５号（「契約の性質又は目的が競争を
許さない場合」に該当）に基づき、株式会社フジテックと随意契約
を行うものである。

-

11,793,600円

-

-

平成27年11月17日

宮城県白石市越河五賀字内ノ江
１７
株式会社オートパル
代表取締役 佐藤 利男

本契約は中古車両の購入であり，同一条件のものが２つと無く，
競争に適さない契約である。
以上により，本契約は国立大学法人北海道教育大学契約事務
取扱規則第32条第1項第5項（「契約の性質が競争を許さない」に
該当）に基づき，株式会社オートパルとの随意契約を行うものと
する。

－

10,527,850円

-

-

平成28年7月14日
事務局経理課契約グループ
札幌市北区あいの里５条３丁目１番３号

国立大学法人北海道教育大学
契約担当役 事務局長 石川 良二
事務局財務部経理課契約グループ
札幌市北区あいの里５条３丁目１番３号

国立大学法人北海道教育大学
契約担当役 事務局長 石川 良二
事務局経理課契約グループ
札幌市北区あいの里５条３丁目１番３号

再就職の
役員の数

-

国立大学法人北海道教育大学
契約担当役 事務局長 石川 良二

物品買入 旭川校大型バス 一台

落札率

-

国立大学法人北海道教育大学
北海道教育大学昇降機設備 契約担当役 事務局長 石川 良二
平成28年3月31日
保守業務 一式（札幌・釧路・
函館・岩見沢）
事務局財務部経理課契約グループ
札幌市北区あいの里５条３丁目１番３号

北海道教育大学昇降機設備
保守業務 一式（旭川・釧路）

札幌市中央区南１１条西２０丁目
入札参加者辞退のため落札者なし。本学契約事務取扱規則第３
２番地１号
２条第２項により随意契約とした。
株式会社コニサーオイル
代表取締役 牧 裕子

予定価格（税込） 契約金額（税込）

11,756,340円

事務局経理課契約グループ
札幌市北区あいの里５条３丁目１番３号

役務

随意契約による
こととした理由

－

平成28年10月21日

物品買入 重油ＪＩＳ１種２号

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

本学における会計監査人業務委嘱契約においては，国立大学
法人法第３５条において準用する独立行政法人通則法第４０条
東京都千代田区内幸町二丁目２ の規定により，平成２８年６月１６日付け２８受文科高第５１８号で
文部科学大臣が新日本有限責任監査法人を会計監査人として
番３号
選任したとの通知があったことから，国立大学法人北海道教育
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員 板垣 博靖 大学契約事務取扱規則第３２条第１項５号に基づき，本監査契
指定有限責任社員 池内 基明 約の契約相手方として新日本有限責任監査法人と随意契約を
締結するものである。
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随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
１．予定価格及び落札率の欄の「－」は同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しないもの。
２．単価契約である場合には，契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに，備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。
国立大学法人北海道教育大学
分野

物品役務等の名称及び数量

契約担当者の名称及び
契約担当部署等の名称
並びにその所在地

役務

役務

重油ＪＩＳ１種２号（硫黄分（Ｗ
Ｔ％）１．２％以下）

平成２７年度会計監査人業務
委嘱契約

-

-

平成27年10月28日

宮城県白石市越河五賀字内ノ江
１７
株式会社オートパル
代表取締役 佐藤 利男

本契約は中古車両の購入であり，同一条件のものが２つと無く，
競争に適さない契約である。
以上により，本契約は国立大学法人北海道教育大学契約事務
取扱規則第32条第1項第5項（「契約の性質が競争を許さない」に
該当）に基づき，株式会社オートパルとの随意契約を行うものと
する。

平成27年10月28日

旭川市住吉４条２丁目８番１３号
入札参加者辞退のため落札者なし。本学契約事務取扱規則第３
茂田石油株式会社
２条第２項により随意契約とした。
代表取締役 茂田 真徳

－

11,056,500円

-

-

平成27年6月25日

東京都千代田区内幸町二丁目２
番３号
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員 篠河 清彦
指定有限責任社員 池内 基明

本学における会計監査人業務委嘱契約においては、国立大学
法人法第３５条において準用する独立行政法人通則法第４０条
の規定により、平成２７年６月２日付け２７受文科高第４２６号の
通知を受け、文部科学大臣が新日本有限責任監査法人を会計
監査人として選任したとの通知があったことから、国立大学法人
北海道教育大学契約事務取扱規則第３２条第１項第５号に基づ
き、本監査契約の契約相手方として新日本有限責任監査法人と
随意契約を締結するものである。

-

6,804,000円

-

－

-

178,174,080円

-

－

契約を締結した日

事務局経理課契約グループ
札幌市北区あいの里５条３丁目１番３号

物品買入

再就職の
役員の数

随意契約による
こととした理由

国立大学法人北海道教育大学
契約担当役 事務局長 石川 良二
物品買入 岩見沢校大型バス 一台

落札率

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

国立大学法人北海道教育大学
契約担当役 事務局長 石川 良二
事務局経理課契約グループ
札幌市北区あいの里５条３丁目１番３号

国立大学法人北海道教育大学
契約担当役 事務局長 石川 良二
事務局経理課契約グループ
札幌市北区あいの里５条３丁目１番３号

国立大学法人北海道教育大学
ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特 契約担当役 事務局長 石川 良二
平成27年3月27日
別管理産業廃棄物）処理委託
契約
事務局経理課契約グループ
札幌市北区あいの里５条３丁目１番３号

ポリ塩化ビフェニル廃棄物（以下「ＰＣＢ廃棄物」という。）については，
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」
（平成１３年６月２２日法律第６５号）及び「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処
理基本計画」（平成２６年６月６日改訂）（以下「特別措置法等」という。）
が定めるところによりＰＣＢ廃棄物を保管している事業者が自らの責任
において，確実かつ適正に高圧トランス・コンデンサ等については平成
３５年３月まで，安定器等・汚染物については平成３６年３月までに処理
することが義務づけられているところである。
また，この特別措置法等においてＰＣＢ廃棄物の処理については，保
室蘭市仲町１４番地７
管事業者自らが処理する場合を除き，国の監督のもとでに適正且つ速
中間貯蔵・環境安全事業株式会 やかに処理を進めるべく旧環境事業団のＰＣＢ廃棄物処理事業等を継
承し，平成１６年４月１日に１００％政府出資により設立された日本環境
社
安全事業株式会社（以下「ＪＥＳＣＯ」という。）が国及び地方公共団体と
北海道ＰＣＢ処理事業所長
の緊密な協力のもとで実施している。なお，北海道内に保管されている
青木 仁志
ＰＣＢについては，ＪＥＳＣＯが室蘭市仲町に整備し，平成２０年５月より
操業を開始した拠点的広域処理施設（北海道ＰＣＢ廃棄物処理施設）で
のみ処理が進められている。
以上の理由により，この度のＰＣＢ廃棄物処理にあっては，北海道を
含む処理対象地域における唯一の拠点的広域処理施設である北海道
ＰＣＢ廃棄物処理施設を管理する日本環境安全事業株式会社（ＪＥＳＣ
Ｏ）北海道事業所と本学契約事務取扱規則第３２条（５）に基づき随意
契約するものである。
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予定価格（税込） 契約金額（税込）

－

10,631,080円

備考

単価契約
1KL当たり49,140
円
予定数量225KL
予定調達総額
11,056,500円

随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
１．予定価格及び落札率の欄の「－」は同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しないもの。
２．単価契約である場合には，契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに，備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。
国立大学法人北海道教育大学
分野

借入

役務

役務

物品役務等の名称及び数量

契約担当者の名称及び
契約担当部署等の名称
並びにその所在地

契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

国立大学法人北海道教育大学
札幌まち家勇﨑（北海道教育
契約担当役事務局長 石川 良二
平成27年2月27日
大学アーツ＆スポーツ文化複
事務局施設課施設企画・管理グループ
合施設）賃貸借
札幌市北区あいの里５条３丁目１番３号

（株）勇崎恒次郎商店
札幌市中央区北１条東２丁目４
番地

随意契約による
こととした理由

代替性のない特定の位置，構造又は性質のものであり，国立大
学法人北海道教育大学契約事務取扱規則第１項第５号に基づ
き，随意契約により締結するものである。

予定価格（税込） 契約金額（税込）

落札率

再就職の
役員の数

－

28,101,600円

-

国立大学法人北海道教育大学
グローバル教員養成プログラ 契約担当役 事務局長 石川 良二
平成27年2月26日
ム対応システム開発業務 一
式
事務局経理課契約グループ
札幌市北区あいの里５条３丁目１番３号

本学の各キャンパス間は専用回線により情報ネットワークが構築され
ており，平成１７年度に導入した大学教育情報システム（以下「システ
ム」という。）を用い，学生・教員・事務エリアをＷＥＢ環境によりシームレ
スに接続・統合し，学生へのサービスの向上を図っている。
当該システムのデータは平成１８年度に設置した教員養成課程，人間
地域科学課程，芸術課程，スポーツ教育課程及び平成２６年度に設置
した国際地域学科，芸術・スポーツ文化学科によるデータにて構築され
ているが，平成２７年度より札幌校，旭川校，釧路校の教員養成課程３
キャンパスにおいて，「グローバル教員養成プログラム」を開設すること
東京都港区港南２丁目１６番２号 に伴い，成績管理や修了判定等を行うにあたり，当該システムに登録し
ている情報とグローバル教員養成プログラムに係る参加学生の情報を
日本システム技術株式会社
併せて管理・運用するための新たなプログラムを開発する必要がある。
執行役員 中尾 昭宏
平成２７年４月からの授業開始に向けて当該システムを運用するため
には，早急な対応が迫られ，日本システム技術株式会社のエンジニア
がデーターベースに直接入力・操作をして登録業務を行わなければ，
間に合わせることができない。
なお，当該システムのプログラムは，日本システム技術株式会社が著
作権を有しており，他社へのプログラムソースの公開も行っていないこ
とから，他社による対応は不可能である。
以上の理由から，本契約について国立大学法人北海道教育大学契
約事務取扱規則第３２条第１項第５号に基づき，日本システム技術株
式会社と随意契約を締結するものである。

-

9,936,000円

-

－

国立大学法人北海道教育大学
大学教育情報システム新カリ 契約担当役 事務局長 石川 良二
平成27年2月2日
キュラムマスタ等登録業務
一式
事務局経理課契約グループ
札幌市北区あいの里５条３丁目１番３号

本学の各キャンパス間は専用回線により情報ネットワークが構築され
ており，平成１７年度に導入した大学教育情報システム（以下「システ
ム」という。）を用い，学生・教員・事務エリアをＷＥＢ環境によりシームレ
スに接続・統合し，学生へのサービスの向上を図っている。
当該システムのデータは平成１８年度に設置した教員養成課程，人間
地域科学課程，芸術課程，スポーツ教育課程及び平成２６年度に設置
した国際地域学科，芸術・スポーツ文化学科によるデータにて構築され
ているが，平成２７年度より札幌校，旭川校，釧路校に設置する教員養
成課程の各新専攻を当該システムにて運用するために，各専攻に対応
東京都港区港南２丁目１６番２号 した学科組織コードや授業科目等の膨大なデータを新たに登録する必
要がある。
日本システム技術株式会社
平成２７年４月からの授業開始に向けて当該システムを運用するため
執行役員 中尾 昭宏
には，登録データが確定する１月以降，早急な対応が迫られ，日本シス
テム技術株式会社のエンジニアがデーターベースに直接入力・操作を
して登録業務を行わなければ，間に合わせることができない。
なお，当該システムのプログラムは，日本システム技術株式会社が著
作権を有しており，他社へのプログラムソースの公開も行っていないこ
とから，他社による対応は不可能である。
以上により，本件は国立大学法人北海道教育大学契約事務取扱規
則第３２条第１項第５号に基づき，日本システム技術株式会社と随意契
約を締結するものである。

-

7,560,000円

-

－
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随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
１．予定価格及び落札率の欄の「－」は同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しないもの。
２．単価契約である場合には，契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに，備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。
国立大学法人北海道教育大学
分野

物品役務等の名称及び数量

多地点接続装置用ライセンス
物品買入
追加・設定業務 一式

役務

予約管理装置及び動画配信
装置改修 一式

契約担当者の名称及び
契約担当部署等の名称
並びにその所在地

契約を締結した日

随意契約による
こととした理由

予定価格（税込） 契約金額（税込）

落札率

再就職の
役員の数

平成27年2月2日

本業務は，平成２７年４月から稼働する「双方向遠隔授業システム（拠
点校等密着型アクティブラーニング）」を導入する学校（大学，附属学
校，拠点校，へき地校）を本学既設の多地点接続装置によってネット
ワークを経由し，画像・音声等の配信を行うために必要なライセンス及
びモジュールの追加・設定業務である。ライセンス及びモジュールにつ
いては，認定代理店であれば取り扱うことが可能であるが，製品販売と
保守業務については，同一業者で行うことがメーカーから定められてお
り，これらを切り離すことができないことになっている。本学既設の多地
点接続装置については，平成２６年４月より５年間，導入業者である北
札幌市北区北１８条西５丁目１番 海日立電線機販（株）にその保守を依頼している。そのため，ライセンス
１２号
及びモジュールの追加・設定作業を他の業者へ依頼した場合，既設の
多地点接続装置の保守が２社となり，障害発生時の責任分界点の判
北海日立電線機販株式会社
断が困難となり，同社としても責任を負えないため保守を継続できない
代表取締役 高松 健治
との回答を得ている。また，設定についても同社が行っているため，障
害等が発生した場合，迅速な対応ができなくなり授業等に支障がでる。
なお，保守の期間については，既設の多地点接続装置が平成３１年３
月３１日までとしていることから，追加のライセンス及びモジュールの保
守についても同期間までとする。
このことより，現在，既設の多地点接続装置の保守を行っている北海日
立電線機販（株）以外では上記の対応は困難であるため，国立大学法
人北海道教育大学契約事務取扱規則第３２条第１項第５号に基づき，
同社と随意契約を締結するものである。

-

12,900,600円

-

－

平成27年2月2日

本業務は，平成２７年４月から稼働する「双方向遠隔授業システム（拠
点校等密着型アクティブラーニング）」（以下「双方向遠隔授業システ
ム」）を導入するにあたって，本学既設の予約管理装置及び動画配信
装置を「双方向遠隔授業システム」向けに，より使いやすく操作の誤り
を生じないよう一部機能を改修するものである。なお，本学既設の予約
管理装置及び動画配信装置（Conference@Adapter）は，平成２６年３月
札幌市北区北１８条西５丁目１番 に北海日立電線機販（株）より導入したものであり，同社が設計及び開
１２号
発を行っており，ソースコードの著作権を有している。また，ソースコード
については，他社に公開しておらず，仮に他社に改修を依頼した場合，
北海日立電線機販株式会社
「双方向遠隔授業システム」の動作環境に支障をきたす恐れがあるだ
代表取締役 高松 健治
けでなく，障害発生時に迅速かつ確実な対応ができなくなり，業務上大
きな影響がでることが考えられる。
このことより，予約管理装置及び動画配信装置を導入した北海日立
電線機販（株）以外では上記の対応は困難であるため，国立大学法人
北海道教育大学契約事務取扱規則第３２条第１項第５号に基づき，同
社と随意契約を締結するものである。

-

9,968,400円

-

－

国立大学法人北海道教育大学
契約担当役 事務局長 石川 良二
事務局経理課契約グループ
札幌市北区あいの里５条３丁目１番３号

国立大学法人北海道教育大学
契約担当役 事務局長 石川 良二
事務局経理課契約グループ
札幌市北区あいの里５条３丁目１番３号

契約の相手方の商号
又は名称及び住所
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