
　全体件数が増加しているが，その主なものは，競争性のある随意契約であり，この点
からも見直しが進んでいることがわかる。
　なお，競争性のない随意契約については，件数が僅かながら増加しているものの，契
約金額は減少している。

　競争契約が大幅に増加している一方で，随意契約は減少している。特に競争性のな
い随意契約件数が減少しており，見直しが進んでいることがわかる。

平成１８年度における契約の状況

○平成１８年度実績は，「随意契約見直し計画」を策定した初年度であり，年度途中から見
直しを進めてきたところであるが，以下に示すとおり，競争契約が増加し，随意契約が減少
するなど，見直しが進められた。

1.契約全体の状況

２．所管公益法人等との随意契約の状況

年度，件数，金額

契約形態 件 億円 件 億円 件 億円

競争性のある随意契約 20 2 98 16 78 14
競争性のない随意契約 499 261 503 244 4 △17

計 519 263 601 260 82 △3

平成１７年度 平成１８年度 増△減

年度，件数，金額

契約形態 件 億円 件 億円 件 億円

競争契約 2,539 684 3,275 1,503 736 819
随意契約 4,117 966 3,789 837 △328 △129
（うち競争性のある随意契約） (248) (151) (266) (47) (18) (△104)

（うち競争性のない随意契約） (3,869) (815) (3,523) (790) (△346) (△25)

計 6,656 1,650 7,064 2,340 408 690
※競争性のある随意契約とは，随意契約のうち，いわゆる不落随意契約及び企画競争・公募による随意契約をいう。

※競争性のない随意契約とは，すべての随意契約からいわゆる不落随意契約及び企画競争・公募による随意契約を除いたものをいう。

平成１７年度 平成１８年度 増△減



　全体的に減少しており，特に競争性のない随意契約件数の減少が大きく，この点から
も見直しが進んでいることがわかる。

３．所管公益法人等以外の法人等との随意契約の状況

年度，件数，金額

契約形態 件 億円 件 億円 件 億円

競争性のある随意契約 228 149 168 32 △60 △117
競争性のない随意契約 3,370 555 3,020 545 △350 △10

計 3,598 704 3,188 577 △410 △127

平成１７年度 平成１８年度 増△減



（府省庁名　　法　務　省） 単位：件、円

契約件数 契約金額

(46.4) (64.2)

3,275 150,266,043,920

(40.9) (62.0)

2,884 145,116,567,084

公共工事等 74 30,531,947,790

物品役務等 2,810 114,584,619,294

(5.5) (2.2)

391 5,149,476,836

公共工事等 334 4,870,834,531

物品役務等 57 278,642,305

(53.6) (35.8)

3,789 83,748,891,087

(8.5) (11.1)

601 26,019,978,078

公共工事等 1 437,850,000

物品役務等 600 25,582,128,078

(45.1) (24.7)

3,188 57,728,913,009

公共工事等 65 3,707,792,128

物品役務等 3,123 54,021,120,881

(100.0) (100.0)

7,064 234,014,935,007

注）所管公益法人等とは，所管公益法人，独立行政法人等，特殊法人等
及び特定民間法人等を併せたものである。

契約件数及び契約金額の状況（平成18年度）

合　　計

随意契約

うち所管公益法人等

競争契約

うち一般競争契約

うち所管公益法人等以外の法人等

うち指名競争契約



（府省庁名　　法　務　省　） 単位：件、円

契　約　件　数 契　約　金　額

(81.3) (53.5)

3,081 44,782,974,537

(0.2) (0.1)

9 72,857,144

(5.8) (2.9)

221 2,438,872,839

(5.9) (4.0)

224 3,384,339,539

(5.9) (39.3)

222 32,884,508,341

(0.8) (0.2)

30 165,964,314

(99.9) (100.0)

3,787 83,729,516,714

(0.1) (0.0)

2 19,374,373

(100.0) (100.0)

3,789 83,748,891,087

【参考】

(1.1) (1.6)

42 1,375,061,409

注）（※）は，競争性のある随意契約である。

合　　　計

うち企画競争・公募を実施（※）

小　　　　計

随意契約の状況（平成18年度）【総表】

予決令第99条第1号による随意契約（秘密随意契約）

契約の性質又は目的が競争を許さない場合

緊急の必要により競争に付することができない場合

競争に付することが不利と認められる場合

特例政令に該当する場合

予決令第99条の2及び第99条の3による随意契約
（不落随意契約、不調随意契約）（※）

その他



（府省庁名　　法　務　省） 単位：件、円

契　約　件　数 契　約　金　額

(79.9) (90.4)

480 23,518,997,988

(0.0) (0.0)

0 0

(3.8) (1.9)

23 503,739,385

(13.2) (5.5)

79 1,416,051,682

(1.0) (1.7)

6 450,257,046

(1.8) (0.4)

11 111,557,604

(99.7) (99.9)

599 26,000,603,705

(0.3) (0.1)

2 19,374,373

(100.0) (100.0)

601 26,019,978,078

【参考】

(3.2) (0.6)

19 159,499,974

注）（※）は，競争性のある随意契約である。

随意契約の状況（平成18年度）【所管公益法人等】

予決令第99条第1号による随意契約（秘密随意契約）

契約の性質又は目的が競争を許さない場合

緊急の必要により競争に付することができない場合

競争に付することが不利と認められる場合

特例政令に該当する場合

予決令第99条の2及び第99条の3による随意契約
（不落随意契約、不調随意契約）（※）

その他

合　　　計

うち企画競争・公募を実施（※）

小　　　　計



（府省庁名　　法　務　省） 単位：件、円

契　約　件　数 契　約　金　額

(81.6) (36.8)

2,601 21,263,976,549

(0.3) (0.1)

9 72,857,144

(6.2) (3.4)

198 1,935,133,454

(4.5) (3.4)

145 1,968,287,857

(6.8) (56.2)

216 32,434,251,295

(0.6) (0.1)

19 54,406,710

(100.0) (100.0)

3,188 57,728,913,009

(0.0) (0.0)

0 0

(100.0) (100.0)

3,188 57,728,913,009

【参考】

(0.7) (2.1)

23 1,215,561,435

注）（※）は，競争性のある随意契約である。

合　　　計

うち企画競争・公募を実施（※）

小　　　　計

随意契約の状況（平成18年度）【所管公益法人等以外の法人等】

予決令第99条第1号による随意契約（秘密随意契約）

契約の性質又は目的が競争を許さない場合

緊急の必要により競争に付することができない場合

競争に付することが不利と認められる場合

特例政令に該当する場合

予決令第99条の2及び第99条の3による随意契約
（不落随意契約、不調随意契約）（※）

その他
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