
別表３

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

No. 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属す

る部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称
及び住所

一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

備　考

1
次期登記情報システムのアプリケー
ション保守業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年5月7日
富士通㈱
東京都港区東新橋1-5-2

一般競争入札
（総合評価実施）

― 2,152,500,000 ―

2
矯正総合情報通信ネットワークシステ
ム用機器賃貸借　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年5月7日

NECネクサソリューションズ㈱
東京都港区三田1－4－28
NECリース㈱
東京都港区芝5－29－11

一般競争入札 ― 17,120,565 ―

3
平成20年度地図情報システムに係る
増設用機器等賃貸借　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年5月8日
㈱エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲3－3－3

一般競争入札
（総合評価実施）

― 2,891,805,000 ―
国庫債務負担行
為

4
地図情報システムと次期登記情報シ
ステムとの連携のための機器等賃貸
借　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年5月8日
㈱エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲3－3－3

一般競争入札
（総合評価実施）

― 298,620,000 ―
国庫債務負担行
為

5
矯正総合情報通信ネットワークシステ
ムの霞が関ＷＡＮとのメール交換実装
のための機器設定作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年5月12日
ＮＥＣネクサソリューションズ㈱
東京都港区三田1-4-28

一般競争入札 ― 3,056,550 ―

6
訟務重要判例等データベースシステ
ムにおける訟務情報データ編集・登録
作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年5月12日
日本電算企画㈱
東京都港区虎ノ門1－26－5

一般競争入札 ― 1,461,600 ―
単価契約
1頁当たり
580円

7
裁判員制度広報用シャープペンシル
250，000本

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年5月13日
㈱三陽堂
東京都世田谷区下馬1－47－
23

一般競争入札 ― 10,762,500 ―
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別表３

No. 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属す

る部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称
及び住所

一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

備　考

8

更生保護情報通信ネットワークシステ
ムにおける霞ヶ関ＷＡＮ等とのメール
交換実装にかかる機能構築作業　一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年5月13日
富士通㈱
東京都港区東新橋1-5-2

一般競争入札 ― 4,696,020 ―

9
地図情報システムに係る事務処理用
端末装置等賃貸借　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年5月14日
㈱エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲3-3-3

一般競争入札
（総合評価実施）

― 1,665,814,800 ―
国庫債務負担行
為
国－１７

10
レーザービームプリンタ（キャノン製）
用トナーカートリッジ等　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年5月14日
キャノンマーケティングジャパン
㈱
東京都港区港南2－16－6

一般競争入札 ― 43,222,010 ―

単価契約
1箱当たり
12,800円
ほか14件

11
次期登記情報システム本番用通信
サービス　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年5月16日
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ
ンズ㈱
東京都千代田区幸町1－1－6

一般競争入札
（総合評価実施）

― 468,492,811 ―

12
入国管理局事前旅客情報システム機
能強化及びオープン化対応試行運用
支援作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年5月16日
富士ソフト㈱
東京都千代田区神田練塀町3

一般競争入札 ― 7,980,000 ―

13
本省内ＬＡＮシステムのメールサーバ
におけるウイルス・スパムメール対策
機能強化のための機器　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年5月16日
新日鉄ソリューションズ㈱
東京都中央区新川2－20－15

一般競争入札 ― 5,563,950 ―

14
矯正総合情報通信ネットワークシステ
ムのセキュリティ対策用機器用ソフト
ウエア供給等　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年5月19日
NECネクサソリューションズ㈱
東京都港区三田1－4－28

一般競争入札 ― 8,874,600 ―

15
平成２０年度検察事務官外国語（英
語）研修の実施委託　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年5月20日
㈱国際ビジネスサポート
千葉県松戸市松戸1239　関根
ビル2階

一般競争入札 ― 2,215,500 ―
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No. 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属す

る部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称
及び住所

一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

備　考

16
再入国用ＥＤカード様式変更に伴うＥ
Ｄカード画像システム改修作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年5月20日
日本ヒューレット・パッカード㈱
東京都千代田区五番町7

一般競争入札 ― 15,960,000 ―

17
平成20年度版「人権の擁護」　100，
000部

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年5月20日
ヨシダ印刷㈱
石川県金沢市御影町19番1号

一般競争入札
（総合評価実施）

― 4,168,500 ―

18
平成20年度法務統計月報　各号650
部

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年5月20日
（有）進英プリント
東京都渋谷区代々木1－38－
19　第二山野ビル

一般競争入札 ― 765,601 ―
単価契約
1頁当たり
1.23円

19
商号調査及び業務案内用パーソナル
コンピュータ等据付・調整作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年5月27日
新日鉄ソリューションズ㈱
東京都中央区新川2－20－15

一般競争入札 ― 3,349,500 ―

20
商号調査及び業務案内用パーソナル
コンピュータ等賃貸借　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年5月27日

新日鉄ソリューションズ㈱
東京都中央区新川2－20－15
昭和リース㈱
東京都新宿区四谷3－12

一般競争入札 ― 1,875,825 ―

21
動産譲渡登記システム及び債権譲渡
登記システムにおける政府共用認証
局対応機能改修　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年5月28日
㈱エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲3-3-3

一般競争入札 ― 8,715,000 ―

22
秘書課電子計算機室サーバラック
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年5月28日
富士ネットシステムズ㈱
東京都中央区日本橋本町二丁
目6番3号

一般競争入札 ― 8,072,400 ―

23 練り歯磨剤　103,280個

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年5月28日
花王カスタマーマーケティング
㈱
東京都中央区入船3－3－8

一般競争入札 ― 7,265,748 ―
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別表３

No. 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属す

る部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称
及び住所

一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

備　考

24
成年後見登記システムにおける政府
共用認証局対応機能改修　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年5月29日
㈱日立製作所
東京都江東区新砂1-6-27

一般競争入札 ― 13,564,845 ―

25
マイクロリーダー用イメージングカート
リッジ　　150本

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年5月30日
㈱ムサシ
東京都中央区銀座8－20－36

一般競争入札 ― 5,985,000 ―

26
①第133検察統計年報　９８０部
②検察統計（暴力団犯罪関係）　４１０
部

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年5月30日
統計印刷工業㈱
東京都千代田区飯田橋2-17-9

一般競争入札 ― 4,758,978 ―

27

①第109矯正統計年報Ⅰ　１，０２０部
②第109矯正統計年報Ⅰ（追補）　６８
０部
③第109矯正統計年報Ⅱ　９３０部

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成20年5月30日
㈱丸井工文社
東京都世田谷区船橋5-1-6

一般競争入札 ― 4,564,050 ―

28 六法全書等

支出負担行為担当官
 　東京地方検察庁検事正　伊藤鉄男
（東京都千代田区霞が関１丁目１番１
号）

平成20年5月15日
丸善㈱
東京都中央区日本橋３丁目９
番２号

一般競争入札 ― 5,151,195 ―

29
東京地方検察庁八王子支部総務課
業務の補助者派遣

支出負担行為担当官
 　東京地方検察庁検事正　伊藤鉄男
（東京都千代田区霞が関１丁目１番１
号）

平成20年5月29日

㈱アール・エス・シー
東京都豊島区東池袋３丁目１
番３号サンシャインシティワー
ルドインポートマートビル８階

一般競争入札 ― 2,191,680 ―
単価契約
1,522円／ｈ

30
ボイラー・冷凍機及び空調設備の運
行・保守管理業務委託契約

支出負担行為担当官
　 甲府地方検察庁検事正　水野美鈴
（山梨県甲府市中央１－１１－８）

平成20年5月28日
山梨総合管財事業協同組合
山梨県甲府市蓬沢１－１６－４
０

一般競争入札 ― 1,265,750 ―

31 平成２０年版六法全書２６０冊購入
支出負担行為担当官代理
　大阪地方検察庁次席検事　清水治
（大阪市福島区福島1ー1ー60）

平成20年5月9日
㈱ジュンク堂書店
神戸市中央区三宮町１ー６ー１
８

一般競争入札 ― 2,270,100 ―
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別表３

No. 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属す

る部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称
及び住所

一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

備　考

32 住宅地図２５３冊購入
支出負担行為担当官
　大阪地方検察庁検事正　三浦正晴
（大阪市福島区福島1ー1ー60）

平成20年5月22日
㈱武揚堂大阪支店
大阪市中央区内本町１－２－１
３

一般競争入札 ― 1,645,000 ―

33 定期健康診断委託契約

支出負担行為担当官
　京都地方検察庁検事正　戸田信久
（京都市上京区新町通下長者町下る両
御霊町82番地）

平成20年5月16日
船員保険大阪健康管理セン
ター
大阪市港区築港1丁目8番22号

一般競争入札 ― 2,976,177 ―
単価契約
1項目2,295円ほか

34 労働者派遣契約

支出負担行為担当官
　京都地方検察庁検事正　戸田信久
（京都市上京区新町通下長者町下る両
御霊町83番地）

平成20年5月30日
㈱アール・エス・シー
大阪市中央区高麗橋4-3-7

一般競争入札 ― 1,647,000 ―
単価契約
1時間1,220円（30
分610円）

35 六法全書購入
支出負担行為担当官
　神戸地方検察庁検事正　杉本一重
（神戸市中央区橘通1-4-1）

平成20年5月20日
㈱三省堂書店関西営業所
大阪府豊中市曽根西町1-10-9
ﾁｻﾝﾏﾝｼｮﾝ豊中曽根１Ｆ

一般競争入札 ― 1,624,350 ―

36 冷暖房設備保守業務委託契約　1件
支出負担行為担当官代理
　山口地方検察庁次席検事　勝山浩嗣
（山口市駅通り１－１－２）

平成20年5月1日
㈱イズミテクノ
広島市西区商工センター2-3-1

一般競争入札 ― 2,709,000 ―

37
長崎地方検察庁庁舎受付案内・警備
業務委託契約一式

支出負担行為担当官
　長崎地方検察庁検事正　荒木俊夫
（長崎県長崎市万才町9-33）

平成20年5月1日
総合システム管理㈱
福岡市博多区博多駅前1丁目
15-20

一般競争入札 ― 4,774,770 ―

38
長崎地方検察庁庁舎電気需給契約
一式

支出負担行為担当官
　長崎地方検察庁検事正　荒木俊夫
（長崎県長崎市万才町9-33）

平成20年5月1日
九州電力㈱長崎営業所
長崎市城山町3-19

一般競争入札 ― 4,965,985 ―

単価契約
基本料金1kW当た
り1953円，電力量
料金1kWh当たり
8.89円ほか1件

39
平成２０年度石巻法務合同庁舎の電
力需給契約

支出負担行為担当官
　仙台地方検察庁検事正　加澤正樹
（仙台市青葉区片平１－３－１）

平成20年5月1日
東北電力㈱石巻営業所
宮城県石巻市末広町３番１号

一般競争入札 ― 2,285,838 ―

単価契約
基本料金１ｋｗにつ
き１，５８５円ほか２
件
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40
平成２０年度九段第２合同庁舎で使
用するガス一式
（年間予定使用量　１３１，５００㎥）

支出負担行為担当官
　東京法務局長　五十嵐義治
（東京都千代田区九段南1-1-15）

ほか５官署

平成20年5月1日
東京ガス㈱
東京都新宿区西新宿３－７－１

一般競争入札 ― 10,409,474 ―
単価契約
１㎥につき７９．１５
円（税込）

41

平成２０年度一般定期健康診断・特別
健康診断・VDT健康診断委託契約
（予定検査項目・予定者数　身体計
測・７８２人ほか２３件，のべ９，１７８
人）

支出負担行為担当官
　東京法務局長　五十嵐義治
（東京都千代田区九段南１－１－１５　九
段第２合同庁舎）

平成20年5月1日
財団法人愛世会
東京都板橋区加賀１－３－１

一般競争入札 ― 5,936,280 ―

単価契約
身体計測　１件２１
０円（税込）ほか２
３件

42

平成２０年度電子計算機用磁気テー
プ集配・保管業務
（予定集配回数　年２４５回ほか１９
件）

支出負担行為担当官
　東京法務局長　五十嵐義治
（東京都千代田区九段南１－１－１５　九
段第２合同庁舎）

平成20年5月1日
㈱ワンビシアーカイブズ
東京都港区虎ノ門四丁目１－２
８

一般競争入札 ― 4,748,310 ―

単価契約
集配料　1回　１５７
５円（税込）ほか１
９件

43

平成２０年度コンピューター消耗品（Ｖ
ＳＰトナー他）購入単価契約
（予定数量　ＶＳＰトナー　５７０箱ほか
３件）

支出負担行為担当官
　東京法務局長　五十嵐義治
（東京都千代田区九段南１－１－１５　九
段第２合同庁舎）

平成20年5月12日

㈱サンコービジネスコンサルタ
ント
東京都千代田区麹町３丁目４
番地（麹町安田ビル）

一般競争入札 ― 51,136,470 ―

単価契約
ＶＳＰトナー1箱
２９，９０４円（税
込）ほか３件

44

平成２０年度東京法務局古紙の収集
及び運搬並びにリサイクル処理業務
一式
（収集予定数量　２１４，０００㎏）

支出負担行為担当官
　東京法務局長　五十嵐義治
（東京都千代田区九段南１－１－１５　九
段第２合同庁舎）

平成20年5月19日
(有)丸本紙業
東京都調布市深大寺東町５－
３－４

一般競争入札 ― 3,010,980 ―
単価契約
１㎏あたり１４．０７
円（税込）

45
不動産登記法第十四条地図（登記所
備付地図）作成作業一式
（葛飾区堀切二丁目地区分）

支出負担行為担当官
　東京法務局長　五十嵐義治
（東京都千代田区九段南１－１－１５　九
段第２合同庁舎）

平成20年5月30日

社団法人東京公共嘱託登記土
地家屋調査士協会
東京都千代田区三崎町一丁目
２－１０

一般競争入札 ― 11,550,000 ―

46 佐倉支局ほか14庁電気供給契約
支出負担行為担当官
　 千葉地方法務局長　本間　透
(千葉市中央区中央港１丁目１１番３号）

平成20年5月1日
東京電力㈱千葉支店
千葉市中央区富士見２－９－５

一般競争入札 ― 35,888,229 ―

単価契約
基本料金1月／KW
当たり1,638円
ほか２件

47
登記所備付地図作成作業現地事務
所の賃貸借契約

支出負担行為担当官
　 静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町９番５０号）

平成20年5月19日
日立建機レック㈱
埼玉県草加市弁天５－３３－２
５

一般競争入札 ― 2,100,000 ―
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48 登記所備付地図作成作業委託契約
支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町９番５０号）

平成20年5月19日

社団法人静岡県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会
静岡市駿河区曲金６－１６－１
０

一般競争入札 ― 33,075,000 ―

49
韮崎出張所庁舎建築設備機器保守
管理業務委託契約　一式

支出負担行為担当官
　甲府地方法務局長　藤谷幸雄
　（山梨県甲府市北口1-2-19）

平成20年5月30日
甲府ビルサービス㈱
山梨県甲府市池田1-5-9

一般競争入札 ― 1,869,000 ―

50 登記所備付地図作成作業
支出負担行為担当官
　 大阪法務局長　髙野　伸
大阪市中央区谷町２丁目１－１７

平成20年5月1日
土地家屋調査士　滝克則
堺市堺区櫛屋町東三丁１番３
号

一般競争入札 ― 18,900,000 ―

51
平成２０年度公用車（実地測量車）交
換購入一式

支出負担行為担当官
　 大阪法務局長　髙野　伸
大阪市中央区谷町２丁目１－１７

平成20年5月28日
天満自動車工業㈱
大阪市北区天満２－５ー１

一般競争入札 ― 5,060,923 ―

52
平成２０年度大阪法務局健康診断委
託業務一式

支出負担行為担当官
　 大阪法務局長　髙野　伸
大阪市中央区谷町２丁目１－１７

平成20年5月28日
医療法人健昌会
大阪市北区東天満２－８－１
若杉センタービル別館２階

一般競争入札 ― 4,329,990 ―
単価契約
１件あたり１，８００
円ほか１７件

53
平成２０年度登記所備付地図作成作
業請負契約

支出負担行為担当官
　神戸地方法務局長　山野　幸成
（神戸市中央区波止場町１番１号）

平成20年5月2日

社団法人兵庫県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会
神戸市中央区下山手通５丁目
７番６号

一般競争入札 ― 14,595,000 ―

54 自動車５台交換契約
支出負担行為担当官
　神戸地方法務局長　山野　幸成
（神戸市中央区波止場町１番１号）

平成20年5月28日
兵庫日産自動車㈱
神戸市中央区北本町通５丁目
２番２４号

一般競争入札
（総合評価実施）

― 4,322,430 ―

55
駐車場整理業務委託契約（伊丹支
局）

支出負担行為担当官
　神戸地方法務局長　山野　幸成
（神戸市中央区波止場町１番１号）

平成20年5月28日
日本管財㈱
兵庫県西宮市六湛寺町９番１６
号

一般競争入札 ― 1,627,500 ―
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56
平成２０年度西宮地方合同庁舎冷暖
房設備保守契約

支出負担行為担当官
　神戸地方法務局長　山野　幸成
（神戸市中央区波止場町１番１号）

平成20年5月28日
有限会社藤田設備
兵庫県たつの市龍野町片山１
３２

一般競争入札 ― 714,000 ―

57
不動産登記法第１４条第１項地図作
成作業請負契約

支出負担行為担当官
和歌山地方法務局長　田村隆平
（和歌山県和歌山市二番丁２）

平成20年5月9日
（社）和歌山県公共嘱託登記土
地家屋調査士協会
和歌山市四番丁７

一般競争入札 ― 23,100,000 ―

58
地図混乱地域の実態調査及び
基準点設置作業

支出負担行為担当官
山口地方法務局長　兼行邦夫
（山口県山口市中河原町６－１７）

平成20年5月30日
（社）山口県公共嘱託登記土地
家屋調査士協会
山口市惣太夫町２番２号

一般競争入札 ― 9,240,000 ―

59 登記所備付地図作成作業請負契約
支出負担行為担当官
　松江地方法務局長　神尾　衞
（島根県松江市母衣町50）

平成20年5月23日
（社）島根県公共嘱託登記土地
家屋調査士協会
島根県松江市南田町26

一般競争入札 ― 15,400,000 ―

60
福岡法務局一般定期健康診断，特別
定期健康診断及び健康診断事後措
置記録票作成委託契約　一式

支出負担行為担当官
　福岡法務局長　横山緑
（福岡市中央区舞鶴３－９－１５）

平成20年5月19日
（財）医療情報健康財団
福岡市博多区店屋町４－１５

一般競争入札 ― 2,597,100 ―
単価契約
１件当たり200円ほ
か13件

61
平成２０年度登記所備付地図作成作
業一式

支出負担行為担当官
　長崎地方法務局長　大原安雄
（長崎県長崎市万才町8-16）

平成20年5月15日
（社）長崎県公共嘱託登記土地
家屋調査士協会
長崎県長崎市五島町8-7

一般競争入札 ― 18,375,000 ―

62 登記所備付地図作成作業請負契約
支出負担行為担当官
鹿児島地方法務局長　内海洋治
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成20年5月15日
（社）鹿児島県公共嘱託登記土
地家屋調査士協会
鹿児島市鴨池新町１番３号

一般競争入札 ― 55,230,000 ―

63 登記所備付地図作成作業　一式
支出負担行為担当官
宮崎地方法務局長　阿部利幸
宮崎市旭２丁目１番１８号

平成20年5月15日
（社）宮崎県公共嘱託登記土地
家屋調査士協会
宮崎市旭２丁目２番２号

一般競争入札 ― 32,398,800 ―
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64 二戸合同庁舎電力供給契約
支出負担行為担当官代理
  盛岡地方法務局次長　 木村　繁
（岩手県盛岡市内丸７－２５）

平成20年5月1日
東北電力㈱
仙台市青葉区本町1-7-1

一般競争入札 ― 4,806,132 ―

単価契約
１ｋＷｈ当たり
１２．４５円
ほか１件

65 一関法務合同庁舎電力供給契約
支出負担行為担当官代理
  盛岡地方法務局次長　 木村　繁
（岩手県盛岡市内丸７－２５）

平成20年5月1日
東北電力㈱
仙台市青葉区本町1-7-1

一般競争入札 ― 1,812,886 ―

単価契約
１ｋＷｈ当たり
１２．４５円
ほか１件

66 登記所備付地図作成作業請負契約
支出負担行為担当官
　札幌法務局長　佐藤努
（北海道札幌市北区北8条西2丁目1-１）

平成20年5月1日

社団法人札幌公共嘱託登記土
地家屋調査士協会
札幌市中央区南４条西６丁目８
番地晴ればれビル

一般競争入札 ― 45,675,000 ―

67
地図混乱地域の実態調査及び基準
点設置作業請負契約

支出負担行為担当官
　旭川地方法務局長　篠原睦
（北海道旭川市花咲町4丁目2272）

平成20年5月14日

（社）旭川公共嘱託登記土地家
屋調査士協会
北海道旭川市２条通１７丁目４
６５－１

一般競争入札 ― 17,430,000 ―

68 業務用高圧電力供給契約
支出負担行為担当官
　札幌矯正管区長　米澤　好恭
（札幌市東区東苗穂1条2丁目5番5号）

平成20年5月1日
北海道電力㈱
北海道札幌市中央区大通東1
丁目2番地

一般競争入札 ― 2,045,443 ―
単価契約
基本料金1,785円
単価 11.12円/kWh

69
平成２０年６月分札幌刑務所で使用す
るＡ重油（ボイラ－用)の需給契約

支出負担行為担当官
　 札幌刑務所長　北崎一夫
(北海道札幌市東区東苗穂2-1-5-1)

平成20年5月28日
茂田石油㈱
旭川市住吉4-2-8-13

一般競争入札 ― 14,647,500 ―
単価契約
１リットルにつき
97.65円

70 作業技官指導服表地購入
支出負担行為担当官
　 札幌刑務所長　北崎一夫
(北海道札幌市東区東苗穂2-1-5-1)

平成20年5月30日
㈱カンセン
東京都中央区日本橋中洲6-13

一般競争入札 ― 9,868,635 ―

71
帯広刑務所医薬品購入
EAC錠１０，０００錠　外３１件

支出負担行為担当官
　帯広刑務所長　澤村佳夫
（帯広市別府町南１３－３３）

平成20年5月1日
㈱ほくやく帯広支店
帯広市西１１条北４丁目１－６

一般競争入札 ― 3,887,595 ―
単価契約
EAC錠１００錠あた
り５７７円外３１件
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72
帯広刑務所医薬品購入
アキデリン錠２０，０００錠　　　外５４件

支出負担行為担当官
　帯広刑務所長　澤村佳夫
（帯広市別府町南１３－３３）

平成20年5月1日
㈱モロオ帯広営業所
帯広市大通南２２丁目４

一般競争入札 ― 3,623,350 ―

単価契約
アキデリン錠１００
錠あたり３０８円外
５４件

73
帯広刑務所医薬品購入
ウロカルン錠６，５００錠　　　　外２３件

支出負担行為担当官
　帯広刑務所長　澤村佳夫
（帯広市別府町南１３－３３）

平成20年5月1日
㈱スズケン帯広支店
帯広市東１条南１９丁目１１

一般競争入札 ― 3,672,327 ―

単価契約
ウロカルン錠１００
錠あたり１，０８５
円外２３件

74
帯広刑務所医薬品購入
アントブロン錠１６，５００錠　　外２３件

支出負担行為担当官
　帯広刑務所長　澤村佳夫
（帯広市別府町南１３－３３）

平成20年5月1日
東洋薬品㈱
帯広市東２条南８丁目１４

一般競争入札 ― 2,425,519 ―

単価契約
アントブロン錠１０
０錠あたり３３６円
外２３件

75
帯広刑務所医薬品購入
アクチオス錠１，０００錠　　　　外５０件

支出負担行為担当官
　帯広刑務所長　澤村佳夫
（帯広市別府町南１３－３３）

平成20年5月1日

㈱メディカルタイヨー帯広出張
所
河東郡音更町緑陽台仲区２－
６

一般競争入札 ― 7,447,386 ―

単価契約
アクチオス錠１００
錠あたり４，８３０
円外５０件

76 救急車１台
支出負担行為担当官
　 宮城刑務所長  小林信紀
（仙台市若林区古城２－３－１）

平成20年5月13日
宮城トヨタ自動車㈱
仙台市宮城野区日の出町2-3-
7

一般競争入札 ― 6,898,500 ―

77 医薬品３３２品目
支出負担行為担当官
　 宮城刑務所長  小林信紀
（仙台市若林区古城２－３－１）

平成20年5月22日
㈱クラヤ三星堂仙台支店
仙台市宮城野区扇町3-5-22
ほか

一般競争入札 ― 46,808,787 ―

単価契約
ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ10％
10A　777円ほか
331件

78 プロパンガス供給契約
支出負担行為担当官
　 黒羽刑務所長　徳久　彰
（栃木県大田原市寒井１４６６－２）

平成20年5月1日
（有）荒井モータース
栃木県那須塩原市橋本町1番1
号

一般競争入札 ― 5,197,500 ―
単価契約
３４６．５円/立方
メートル

79 医薬品供給契約
支出負担行為担当官
　 黒羽刑務所長　徳久　彰
（栃木県大田原市寒井１４６６－２）

平成20年5月1日
㈱潮田クラヤ三星堂
栃木県大田原市上石上１７９９
の１０

一般競争入札 ― 1,995,525 ―
単価契約
１３３．０３円/錠
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別表３

No. 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属す

る部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称
及び住所

一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

備　考

80
平成２０年度千葉刑務所給食配送業
務委託契約

支出負担行為担当官
　千葉刑務所長　岩元繁久
（千葉県千葉市貝塚町１９２番地）

平成20年5月8日
軽貨急配㈱
大阪府門真市垣内町１２－３２

一般競争入札 ― 3,061,800 ―
単価契約
１回あたり
3,150円

81 医薬品等購入（医薬品）契約
支出負担行為担当官
　八王子医療刑務所長　岩堀武司
（東京都八王子市子安町3－26－1）

平成20年5月23日
㈱スズケン
愛知県名古屋市東区東片端町
８

一般競争入札 ― 7,178,419 ―

単価契約
レボトミン錠25㎎
（1000錠）5,470円
ほか

82 医薬品等購入（医薬品）契約
支出負担行為担当官
　八王子医療刑務所長　岩堀武司
（東京都八王子市子安町3－26－1）

平成20年5月23日
酒井薬品㈱
東京都三鷹市野崎１－１１－２
２

一般競争入札 ― 14,427,897 ―

単価契約
ランドセン錠1㎎
（1000錠）15,645円
ほか

83 医薬品等購入（医薬品）契約
支出負担行為担当官
　八王子医療刑務所長　岩堀武司
（東京都八王子市子安町3－26－1）

平成20年5月23日
㈱クラヤ三星堂
東京都中央区八重洲２－７－１
５

一般競争入札 ― 32,267,964 ―

単価契約
アキネトン細粒1％
（500g）15,300円ほ
か

84 医薬品等購入（医薬品）契約
支出負担行為担当官
　八王子医療刑務所長　岩堀武司
（東京都八王子市子安町3－26－1）

平成20年5月23日
東邦薬品㈱
神奈川県横浜市中区山吹町１
番地１

一般競争入札 ― 9,316,919 ―

単価契約
エクセグラン錠100
㎎（100錠）3,561円
ほか

85 医薬品等購入（医薬品）契約
支出負担行為担当官
　八王子医療刑務所長　岩堀武司
（東京都八王子市子安町3－26－1）

平成20年5月23日
アルフレッサ㈱
東京都千代田区内神田１－１２
－１

一般競争入札 ― 11,444,338 ―

単価契約
アムロジン錠5㎎
（100錠）6,600円ほ
か

86 医薬品等購入（医薬品）契約
支出負担行為担当官
　八王子医療刑務所長　岩堀武司
（東京都八王子市子安町3－26－1）

平成20年5月23日
㈱日栄東海
東京都中野区中野６－１５－１
３

一般競争入札 ― 3,427,777 ―

単価契約
ルミパルスⅡ
HBsAg免疫（42×
2）32,000円ほか

87 医薬品等購入（医療衛生資材）契約
支出負担行為担当官
　八王子医療刑務所長　岩堀武司
（東京都八王子市子安町3－26－1）

平成20年5月30日
㈱メディセオメディカル
東京都文京区本郷３－１８－１
５

一般競争入札 ― 1,978,630 ―

単価契約
クリア気管内
チューブ（070）
1,050円ほか
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別表３

No. 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属す

る部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称
及び住所

一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

備　考

88 医薬品等購入（医療衛生資材）契約
支出負担行為担当官
　八王子医療刑務所長　岩堀武司
（東京都八王子市子安町3－26－1）

平成20年5月30日
㈱イノメディックス
東京都文京区小石川４－１７－
１５

一般競争入札 ― 15,476,490 ―

単価契約
フィルターセット
（15入）8,200円ほ
か

89
第50回全国矯正展会場装飾
に係る契約　一式

支出負担行為担当官
　 府中刑務所長　村上　淸正
東京都府中市晴見町４－１０

平成20年5月1日
㈱ムラヤマ
東京都文京区後楽２－２３－１
０

一般競争入札 ― 8,925,000 ―

90 横浜刑務所医薬品単価契約
支出負担行為担当官
 　横浜刑務所長　春日　厚志
神奈川県横浜市港南区４－２－２

平成20年5月12日
アルフレッサ㈱横浜金沢支店
神奈川県横浜市金沢区幸浦２
－１－１４

一般競争入札 ― 18,773,410 ―

単価契約
ＮＥコタニ
100mg5000P１個
当たり26,250円他
68件

91 横浜刑務所医薬品単価契約
支出負担行為担当官
 　横浜刑務所長　春日　厚志
神奈川県横浜市港南区４－２－２

平成20年5月12日
㈱クラヤ三星堂港南支店
神奈川県横浜市港南区日野中
央１－１－３１

一般競争入札 ― 9,881,718 ―

単価契約
アセトアミノフェン
500ｇ１個当たり
3,465円他28件

92 横浜刑務所医薬品単価契約
支出負担行為担当官
 　横浜刑務所長　春日　厚志
神奈川県横浜市港南区４－２－２

平成20年5月12日
㈱スズケン磯子支店
神奈川県横浜市磯子区洋光台
５－２１－２５

一般競争入札 ― 3,649,884 ―

単価契約
イソジンゲル90ｇ１
個当たり546円他
10件

93
横須賀刑務支所就労支援業務委託
契約

支出負担行為担当官
 　横浜刑務所長　春日　厚志
神奈川県横浜市港南区４－２－２

平成20年5月23日

社団法人日本産業カウンセ
ラー協会神奈川支部
神奈川県横浜市西区南幸２－
１９－４０折目ビル９階

一般競争入札 ― 1,092,000 ―
業務委託契約
月額109,200円
（10ヶ月）

94 長野拘置支所ワゴン交換購入一式
支出負担行為担当官
　長野刑務所長　佐野順一
（長野県須坂市大字須坂1200）

平成20年5月20日

セントラル自動車販売㈱
長野県須坂市墨坂南三丁目9-
4

一般競争入札 ― 4,011,000 ―

95
長野刑務所マイクロバス交換購入一
式

支出負担行為担当官
　長野刑務所長　佐野順一
（長野県須坂市大字須坂1200）

平成20年5月20日
長野トヨタ自動車㈱
長野県長野市大字南石堂
1275-1

一般競争入札 ― 7,696,500 ―
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別表３

No. 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属す

る部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称
及び住所

一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

備　考

96
平成２０年度通訳翻訳業務委託
(中国語)

支出負担行為担当官
静岡刑務所長　尾川永治
（静岡県静岡市葵区東千代田３丁目１番
１号）

平成20年5月1日 個人情報につき非公表 一般競争入札 ― 612,150 ―

97 健康診断検査業務委託契約
支出負担行為担当官
　川越少年刑務所長　中山　厚
（埼玉県川越市南大塚１５０８番地）

平成20年5月23日
（医）廣瀬病院
埼玉県川越市中原町１－１２－
１

一般競争入札 ― 2,125,420 ―
単価契約
視力検査
１５７．５円ほか

98
被収容者胸部レントゲン撮影単価契
約

支出負担行為担当官
　川越少年刑務所長　中山　厚
（埼玉県川越市南大塚１５０８番地）

平成20年5月23日
（医）大宮シティクリニック
埼玉県さいたま市大宮区桜木
町１－７－５

一般競争入札 ― 1,336,912 ―
単価契約
１人あたり５７７．５
円

99 平成２０年度医薬品等単価契約
支出負担行為担当官
　川越少年刑務所長　中山　厚
（埼玉県川越市南大塚１５０８番地）

平成20年5月29日
㈱スズケン川越支店
埼玉県川越市浦和区高砂鯨井
字西原１５１９－１番地

一般競争入札 ― 10,994,965 ―
単価契約
アキネトン注射液
１，７４０円ほか

100 平成２０年度医薬品等単価契約
支出負担行為担当官
　川越少年刑務所長　中山　厚
（埼玉県川越市南大塚１５０８番地）

平成20年5月29日
㈱クラヤ三星堂川越支店
埼玉県川越市千波町３－１４－
５

一般競争入札 ― 4,407,421 ―
単価契約
アズノール軟膏
１，５５２円ほか

101 平成２０年度医薬品等単価契約
支出負担行為担当官
　川越少年刑務所長　中山　厚
（埼玉県川越市南大塚１５０８番地）

平成20年5月29日
アルフレッサ㈱川越南支店
埼玉県川越市問屋町１１－１

一般競争入札 ― 4,407,421 ―
単価契約
MS温湿布
９，３４５円ほか

102 平成２０年度医薬品等単価契約
支出負担行為担当官
　川越少年刑務所長　中山　厚
（埼玉県川越市南大塚１５０８番地）

平成20年5月29日
東邦薬品㈱川越営業所
埼玉県川越市問屋町１４－１

一般競争入札 ― 2,262,124 ―
単価契約
FK散
１７，８２９円ほか

103
東京拘置所通訳翻訳業務労働者派
遣契約（中国語）

支出負担行為担当官
　東京拘置所長　福岡　久
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成20年5月1日
㈱吉香
東京都千代田区永田町２－１０
－２

一般競争入札 ― 5,594,400 ―
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別表３

No. 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属す

る部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称
及び住所

一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

備　考

104
東京拘置所通訳翻訳業務労働者派
遣契約（スペイン語）

支出負担行為担当官
　東京拘置所長　福岡　久
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成20年5月1日
㈱facio bb
東京都大田区東嶺町４４－３－
１０２

一般競争入札 ― 5,034,960 ―

105
東京拘置所通訳翻訳業務労働者派
遣契約（ポルトガル語）

支出負担行為担当官
　東京拘置所長　福岡　久
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成20年5月1日
㈱facio bb
東京都大田区東嶺町４４－３－
１０２

一般競争入札 ― 4,848,480 ―

106
東京拘置所通訳翻訳業務労働者派
遣契約（英語）

支出負担行為担当官
　東京拘置所長　福岡　久
（東京都葛飾区小菅１－３５－１）

平成20年5月1日
㈱facio bb
東京都大田区東嶺町４４－３－
１０２

一般競争入札 ― 4,102,560 ―

107 強化精麦，１５，０００ｋｇ
支出負担行為担当官
　 金沢刑務所長　佐藤正人
石川県金沢市田上町公１番地

平成20年5月13日
協和精麦㈱
神奈川県伊勢原市沼目5-2-5

一般競争入札 ― 2,787,750 ―
単価契約
185．85円/ｋｇ

108 管理栄養士派遣業務
支出負担行為担当官
　名古屋拘置所長　島田佳雄
（愛知県名古屋市東区白壁１の１）

平成20年5月30日
㈱ハンナプロジェクト
愛知県名古屋市昭和区広見町
５－６１－５０１

一般競争入札 ― 3,315,904 ―
単価契約
2104円/時間

109 通訳翻訳人材派遣業務
支出負担行為担当官
　名古屋拘置所長　島田佳雄
（愛知県名古屋市東区白壁１の１）

平成20年5月30日
㈱アイザック
愛知県名古屋市中区栄３－１５
－２７

一般競争入札 ― 4,437,300 ―
単価契約
6825円/時間
外２言語

110
総務系業務委託　（庶務課業務，会計
課業務，用度課業務，給食業務）　一
式

支出負担行為担当官
 　滋賀刑務所長　　　室　　憲　治
（滋賀県大津市大平１－１－１）

平成20年5月1日
㈱マンアップ
滋賀県大津市京町４丁目５番２
３号

一般競争入札 ― 18,664,932 ―
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111 電力需給契約
支出負担行為担当官
　京都拘置所長　松田　淳
京都府京都市伏見区竹田向代町138

平成20年5月23日
関西電力㈱　京都営業所
京都府京都市北区小山北上総
町50-1

一般競争入札 ― 8,544,944 ―

単価契約
基本料金率
1690．50
（1ｷﾛﾜｯﾄ，1月当た
り）
電力量料金率
重負荷時間
16．36
昼間時間
11．28
夜間時間
7．12
（1ｷﾛﾜｯﾄ時当た
り）

112
被収容者用食糧副食品の購入
13品目

支出負担行為担当官
　京都拘置所長　松田　淳
京都府京都市伏見区竹田向代町138

平成20年5月29日
(有）西本商会
京都府京都市伏見区深草平田
町32

一般競争入札 ― 2,588,200 ―
単価契約
牛乳200ｍｌ　単価
195円他8品目

113 医薬品５８品目購入契約
支出負担行為担当官
　大阪刑務所長　中野　和男
（大阪府堺市堺区田出井町6-1）

平成20年5月1日
アルフレッサ㈱堺支店
大阪府堺市西区平岡町1

一般競争入札 ― 9,991,117 ―
単価契約
1個当たり　５７８円
ほか５７件

114 医薬品４３品目購入契約
支出負担行為担当官
　大阪刑務所長　中野　和男
（大阪府堺市堺区田出井町6-1）

平成20年5月1日
岸田薬品
京都府京都市伏見区淀下津町
257-43

一般競争入札 ― 12,126,492 ―
単価契約
1個当たり　８４，０
００円ほか４２件

115 医薬品４７品目購入契約
支出負担行為担当官
　大阪刑務所長　中野　和男
（大阪府堺市堺区田出井町6-1）

平成20年5月1日
㈱クラヤ三星堂
東京都中央区八州2-7-15

一般競争入札 ― 15,184,528 ―
単価契約
1個当たり　２，５１
４円ほか４６件

116 医薬品１０４品目購入契約
支出負担行為担当官
　大阪刑務所長　中野　和男
（大阪府堺市堺区田出井町6-1）

平成20年5月1日
㈱スズケン堺支店
大阪府堺市南区若松台3丁1-4

一般競争入札 ― 11,791,544 ―
単価契約
1個当たり　４，９５
０円ほか１０３件
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117 医薬品４５品目購入契約
支出負担行為担当官
　大阪刑務所長　中野　和男
（大阪府堺市堺区田出井町6-1）

平成20年5月1日
合同東邦㈱大阪営業部
大阪府大阪市平野区加美東3-
2-21

一般競争入札 ― 3,639,729 ―
単価契約
1個当たり　９，８２
８円ほか４４件

118 被収容者胸部検診業務委託契約
支出負担行為担当官
　大阪刑務所長　中野　和男
（大阪府堺市堺区田出井町6-1）

平成20年5月9日
医療法人日研会
大阪府枚方市樟葉並木2-22-1

一般競争入札 ― 2,160,000 ―
単価契約
１人当たり　６００
円

119 大阪刑務所電力需給契約
支出負担行為担当官
　大阪刑務所長　中野　和男
（大阪府堺市堺区田出井町6-1）

平成20年5月22日
関西電力㈱南大阪営業所
大阪府堺市堺区熊野町東2丁
2-20

一般競争入札 ― 60,553,543 ―

単価契約
基本料金１kw　１８
１６．５円
電力量料金
夏季１kw　９．８１
円
その他季１kw　８．
９１円

120 堺拘置支所電力需給契約
支出負担行為担当官
　大阪刑務所長　中野　和男
（大阪府堺市堺区田出井町6-1）

平成20年5月22日
関西電力㈱南大阪営業所
大阪府堺市堺区熊野町東2丁
2-20

一般競争入札 ― 2,061,850 ―

単価契約
基本料金１kw　１，
７６４円
電力量料金
夏季１kw　１１．３４
円
その他季１kw　１
０．３１円

121
大阪刑務所で使用する電力
契約電力１８９ＫＷ　年間使用予定電
力量　４７５，５００ｋｗ／ｈ

支出負担行為担当官
　大阪医療刑務所長　林　　宏輔
（大阪府堺市堺区田出井町8-80）

平成20年5月23日
関西電力㈱南大阪営業所
大阪府堺市堺区熊野町東2-2-
20

一般競争入札 ― 8,419,124 ―
基本料金単価
1，764円／Kw月
（税込）ほか４件

122 ボイラー用複合清缶剤
支出負担行為担当官
　神戸刑務所長　川尻　定金
（兵庫県大久保町森田１２０）

平成20年5月29日
東西化学産業㈱
神戸市中央区東川崎町１－３
－３－

一般競争入札 ― 2,392,000 ―
単価契約
１キロ当り５９８円
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123 平成２０年度医薬品購入単価契約
支出負担行為担当官
　和歌山刑務所長　武　田　　　豊
（和歌山県和歌山市加納３８３）

平成20年5月15日
 アルフレッサ㈱和歌山支店
和歌山市三蔓５２９番地

一般競争入札 ― 6,014,738 ―

単価契約
アーツェ錠１０００
錠１箱３，５０７円
ほか

124
姫路少年刑務所で使用する電力の供
給契約（574，000kWｈ）

支出負担行為担当官
姫路少年刑務所長　藤井　照良
（兵庫県姫路市岩端町４３８番地）

平成20年5月21日
関西電力㈱
姫路市十二所前町１１７番地

一般競争入札 ― 9,559,070 ―

単価契約
夏季11.15円/ｋｗｈ
その他季
10.１３円./kwh

125
姫路少年刑務所で使用する作業用電
力の供給契約（299，000kWｈ）

支出負担行為担当官
姫路少年刑務所長　藤井　照良
（兵庫県姫路市岩端町４３８番地）

平成20年5月21日
関西電力㈱
姫路市十二所前町１１７番地

一般競争入札 ― 6,612,321 ―

単価契約
夏季11.67円/ｋｗｈ
その他季
10.61円./kwh

126
姫路拘置支所で使用する電力の供給
契約（233，100kWｈ）

支出負担行為担当官
姫路少年刑務所長　藤井　照良
（兵庫県姫路市岩端町４３８番地）

平成20年5月21日
関西電力㈱
姫路市十二所前町１１７番地

一般競争入札 ― 3,870,453 ―

単価契約
夏季11.15円/ｋｗｈ
その他季
10.１３円./kwh

127 フォークリフト１台購入
支出負担行為担当官
　広島刑務所長　大　島　敬　造
（広島市中区吉島町１３－１１４）

平成20年5月23日
日通商事㈱広島支店
広島市中区上幟町３－２４

一般競争入札 ― 1,572,900 ―

128 被収容者被服用原反供給契約
支出負担行為担当官
　徳島刑務所長　狩野　覚
（徳島市入田町大久200－1）

平成20年5月27日
㈱クラレ
東京都千代田区大手町１丁目
1-3

一般競争入札 ― 63,972,079 ―
単価契約
2,325.75円/kg

129 医薬品供給契約（４７品目）
支出負担行為担当官
　 高知刑務所長　小林　弘明
（高知市布師田３６０４－１）

平成20年5月1日
㈱日医工四国
（高知市松島町３丁目２４番６
号）

一般競争入札 ― 4,260,690 ―

単価契約
アエレックスカプセ
ル6,360円／1,200
錠ほか

130 医薬品供給契約（４２品目）
支出負担行為担当官
　 高知刑務所長　小林　弘明
（高知市布師田３６０４－１）

平成20年5月1日
㈱アスティス高知支店
（高知県南国市蛍が丘２丁目３
－１）

一般競争入札 ― 3,994,779 ―

単価契約
５％ぶどう糖液
2,328円／500ｍｌほ
か
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131 医薬品供給契約（１７品目）
支出負担行為担当官
　 高知刑務所長　小林　弘明
（高知市布師田３６０４－１）

平成20年5月1日
有限会社高知東和薬品
（高知県吾川郡いの町天王南２
丁目３－１）

一般競争入札 ― 2,189,024 ―

単価契約
ビタファントＦ25
4,000円／1,000錠
ほか

132 医薬品供給契約（１６品目）
支出負担行為担当官
　 高知刑務所長　小林　弘明
（高知市布師田３６０４－１）

平成20年5月1日
中澤氏家薬業㈱
（高知市大津乙１８４２番地１）

一般競争入札 ― 1,453,300 ―
単価契約
アズラビン点眼液
704円／5ｍｌほか

133 熊本刑務所電力需要契約
支出負担行為担当官
　熊本刑務所長　竹下正宏
（熊本県熊本市渡鹿７ー１２ー１）

平成20年5月30日
九州電力㈱熊本支店
熊本県熊本市上水前寺１-６-３
６

一般競争入札 ― 14,518,308 ―

単価契約
基本料単価１９５３
円/ｋｗ・月
夏季料金９．７８円
/kw・時
その他季料金８．８
９円/ｋｗ・時
割引単価５２．５円
/ｋｗ・月

134 被収容者用給食パン供給
支出負担行為担当官
　大分刑務所長　浅井弘保
（大分県大分市大字畑中303番地）

平成20年5月1日
㈱松喜屋
大分市玉沢七力６８１

一般競争入札 ― 5,166,430 ―
単価契約
１ｋｇ当たり　473.55
円

135 被収容者主食に混合する麦
支出負担行為担当官
　大分刑務所長　浅井弘保
（大分県大分市大字畑中303番地）

平成20年5月20日
九州乳業㈱
大分市大字廻栖野３２３１番地

一般競争入札 ― 9,066,750 ―
単価契約
１ｋｇ当たり164.85
円

136 第一四半期のA重油の継続的供給
支出負担行為担当官
　鹿児島刑務所長　橋　本　　隆
（鹿児島県姶良郡湧水町中津川1733）

平成20年5月1日
㈱大和商会
鹿児島県姶良郡湧水町木場１
５９番地

一般競争入札 ― 5,229,000 ―
単価契約
８7．1５円／Ｌ

137
平成20年度少年鑑別所職員を対象と
する人権研修請負業務一式入札

支出負担行為担当官
　矯正研修所長　　梅　村　　謙
（東京都府中市晴見町２－８）

平成20年5月8日
㈱日本・精神技術研究所
東京都千代田区九段南2-3-27

一般競争入札 ― 3,949,155 ―
単価契約
受講料73,500円／
名外
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138
平成20年度受刑者に対する釈放時ア
ンケートの集計・分析業務委託入札

支出負担行為担当官
　矯正研修所長　　梅　村　　謙
（東京都府中市晴見町２－８）

平成20年5月30日
㈱ナカシャクリエイテブ
東京都港区浜松町２－２－３

一般競争入札 ― 3,728,823 ―
単価契約
月毎報告36.75円
／枚外

139 公用車の交換購入一式
支出負担行為担当官
　駿府学園長　中野レイ子
（静岡県静岡市葵区内牧１１８）

平成20年5月26日
静岡日野自動車㈱
静岡県静岡市駿河区国吉田２
－５－１

一般競争入札
（総合評価実施）

― 4,280,000 ―

140 コッペパン物品供給契約
支出負担行為担当官
　加古川学園長　南山三郎
（兵庫県加古川市八幡町宗佐５４４）

平成20年5月1日
㈱オイシス
兵庫県伊丹市池尻２－２３

一般競争入札 ― 2,234,400 ―
単価契約
３９９円／㎏

141 大阪少年鑑別所で使用する電気
支出負担行為担当官
　大阪少年鑑別所長　庵前　幸美
（大阪府堺市堺区田出井町８－３０）

平成20年5月23日
関西電力㈱南大阪営業所
大阪府堺市堺区熊野町東2-2-
20

一般競争入札 ― 14,070,284 ―

単価契約
基本料金単価
1764円/kw
電力量料金単価
夏季11.34円/kw
その他季10.31円
/kw　外

142 東京入国管理局コピー用紙購入契約
支出負担行為担当官
　東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南５－５－３０）

平成20年5月2日
㈱東洋ノーリツ
東京都千代田区神田淡路町２
－２１－１５

一般競争入札 ― 1,628,004 ―

143 警備艇の定期検査に係る上架修繕
支出負担行為担当官
　東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南５－５－３０）

平成20年5月29日
安田造船㈱
神奈川県横浜市鶴見区安善町
１－２－５

一般競争入札 ― 9,418,500 ―

144
大阪入国管理局ネットワーク保守等
業務委託契約

支出負担行為担当官
　大阪入国管理局長　畠山　学
（大阪市住之江区南港北１丁目２９番５３
号）

平成20年5月1日
富士ゼロックス㈱大阪営業所
大阪市中央区瓦町３－６－５

一般競争入札 ― 5,145,000 ―
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別表３

No. 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属す

る部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称
及び住所

一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

備　考

145
名古屋入国管理局新庁舎アナログ監
視カメラシステム設置事務及び既設機
器撤去作業請負

支出負担行為担当官
　名古屋入国管理局長　田村　明
（名古屋市港区正保町５－１８）

平成20年5月23日

三菱電機システムサービス㈱
中部支社
名古屋市東区矢田南５－１－１
４

一般競争入札 ― 7,455,000 ―

146 トナーカートリッジ等購入契約

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　髙宅　茂
（福岡県福岡市博多区下臼井７７８－１
福岡空港国内線第３ターミナルビル）

平成20年5月19日
日立電子サービス㈱九州支社
福岡市博多区博多駅南２－１２
－２２

一般競争入札 ― 1,946,784 ―

147
ノート型パーソナルコンピューターほ
かの物品供給契約

支出負担行為担当官
　 公安調査庁総務部長　高木和哉
(東京都千代田区霞が関１－１－１)

平成20年5月13日
アプライド㈱
福岡県福岡市博多区恵比寿３
－３－１

一般競争入札 ― 2,096,850 ―

148
一般定期健康診断等の業務委託契
約

支出負担行為担当官
　 公安調査庁総務部長　高木和哉
(東京都千代田区霞が関１－１－１)

平成20年5月30日
シーエスケー・クリニック
東京都港区新橋1-13-12堤ビ
ル4階

一般競争入札 ― 2,078,958 ―

単価契約
身体計測160円／
人
ほか24件

149
デジタル一眼レフカメラ等の購入
６６点

支出負担行為担当官
　九州公安調査局長　吉田　司
福岡県福岡市中央区舞鶴３－９－１５

平成20年5月27日

㈱ヤマダ電機　福岡城南営業
所　法人営業部
福岡県福岡市城南区友泉亭６
－２５

一般競争入札 ― 1,795,150 ―

※　予定価格及び落札率については，公表することにより，他の契約の予定価格を類推されるおそれがあると認められることから，記載していません。
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