
別表４

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

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

随意契約によることとした会計法令の
根拠条文及び理由（企画競争又は公

募）
予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1
渉外身分関係先例判例総覧
追録215-216号

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6月6日
日本加除出版㈱
東京都豊島区南長崎3-
16-6

本件追録図書は，契約の相手方が顧
客に対して直接販売する体制を採って
いるため，契約の相手方以外から調達
することが不可能であり，競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，予
算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

─ 1,856,074 ─ ─

2
Ｗｅｂ版判例体系(全法編)2008年版
1,123式ほか

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6月16日
第一法規(株)
東京都港区南青山2-11-
17

本件「Ｗｅｂ版判例体系」等の著作物
は，契約の相手方が著作権を有してお
り，相手方からしか購入できないため。
（会計法第２９条の３第４項，国の物品
等又は特定役務の調達手続の特例を
定める政令第３条第１項，第１３条第１
項第１号）

─ 31,196,771 ─ ─

3 総務課業務補助の派遣委託

支出負担行為担当官
千葉地方検察庁　増田暢也
（千葉市中央区中央４丁目１１
番１号）

平成20年6月27日
アデコ株式会社千葉支社
千葉市中央区新町1,000番
地センシティータワー13階

予定価格の範囲内をもって入札する業
者がなかったことから不落による随意
契約とした（予決令第９９条の２）

─ 2,010,960 ─ ─

単価契約
１時間当たり
1.330円（税抜
き）

4 定期健康診断委託契約
支出負担行為担当官
津地方検察庁検事正濵岡良二
（三重県津市中央３番１２号）

平成20年6月20日

財団法人滋賀保健研究セ
ンター
滋賀県野洲市永原上町６６
４番地

再度の入札に付しても落札者がなかっ
たため。（予決令第９９条の２）

─ 1,889,202 ─ ─

単価契約
　血液検査
　3,100円
　ほか

5 司法書士試験会場借料
支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　柿村　清
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成20年6月24日
学校法人神奈川大学
横浜市神奈川区六角橋３
－２７－１

公募手続きを実施したが応募者がな
く，受験者数により１５０名から２００名
収容できる教室が複数あり，かつ，横
浜市内において交通の便がよいところ
が必要であるところ，使用できる場所が
契約の相手方の大学のみであったた
め。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

─ 1,948,356 ─ ─
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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
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（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

6 司法書士試験会場賃貸借

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１－１
７

平成20年6月4日
学校法人関西大学
大阪府吹田市山手町３丁
目３番３５号

契約の目的物が代替性のない物件で
あるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

─ 1,261,240 ─ ─
公募を実施し
たが参加者が
なかった。

7
事務用消耗品（文具等）供給契約
予定購入数量　インキ（ＯＫペン用）１
０箱外１６０件

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6月16日
（株）藤光商会
神戸市兵庫区湊町３－２－
２

再度の入札をしても落札者がなかった
ため。（予算決算及び会計令第９９条の
２）

─ 6,207,980 ─ ─

単価契約
インキ（ＯＫペ
ン用）１箱当た
り２６９円外１
６０件

8
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
広島法務局長　小口哲男
（広島市中区上八丁堀６－３０）

平成20年6月26日

社団法人広島県公共嘱託
登記土地家屋調査士協会
広島市東区二葉の里１丁
目2-44-301

一般競争入札を実施したところ，予定
価格を下回る者がいないことから，再
度入札を実施したが，なお，予定価格
を下回る者がいなかったため，改めて
公告を行い，一般競争入札を実施し
た。しかし，予定価格を下回る者がいな
かったため，再度入札を実施したが，な
お，予定価格を下回る者がいなかった
ため，やむを得ず不落随意契約を行っ
た。（予決令第９９条の２）

─ 14,801,850 ─ 0

9 東京拘置所医薬品等単価契約

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6月2日
アルフレッサ（株）葛飾支店
東京都江戸川区平井７－５
－３２

一般競争入札を行なったが，再度の入
札を実施しても予定価格に達せず，不
落随意契約とした。（予決及び会計令
第99条の2）

─ 4,226,406 ─ ─
単価契約
ＰＬ顆粒１kg
6,641円ほか

10 東京拘置所医薬品等単価契約

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6月2日

（株）クラヤ三星堂葛飾支
店
東京都葛飾区立石５－９－
２３

一般競争入札を行なったが，再度の入
札を実施しても予定価格に達せず，不
落随意契約とした。（予決及び会計令
第99条の2）

─ 1,755,163 ─ ─
単価契約
ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ注
1,362円ほか

11
平成２０年度第２四半期白灯油購入
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6月26日
大岩石油株式会社
和歌山市築港１丁目６

会計法第２９条の３の規定に基づき一
般競争を実施し２回の入札を行うも予
定価格の範囲内に達しないことから予
算決算及び会計令第９９条の２に基づ
き随意契約とした。

─ 2,324,700 ─ ─

単価契約
白灯油１リット
ル
129,15円
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12 ＰＣＢ廃棄物処理料

支出負担行為担当官
　大阪拘置所長　加藤正博
（大阪府大阪市都島区友渕町１
－２－５）

平成20年6月10日

日本環境安全事業（株）
大阪営業所
大阪市此花区北港白津２
－４－１３

ＰＣＢ廃棄物の処理を実施するものが
法令上，契約の相手方のみに限定され
ているため（会計法２９条の３第４項及
び予決令１０２条の４第３号）

─ 1,375,600 ─ ─

13 Ａ重油供給契約
支出負担行為担当官
　鳥取刑務所長　黒柳　誠
（鳥取県鳥取市下味野７１９）

平成20年6月27日

グレース（株）パワーステー
ションガスパ
鳥取県鳥取市徳尾１８９－
１

予算決算会計令第９９条の２に基づく
不落随契

─ 8,013,600 ─ ─
単価契約
１㍑当り１１１
円３０銭

14 鑑別護送車の交換購入一式

支出負担行為担当官
　東京少年鑑別所長　石毛博
（東京都練馬区氷川台２－１１
－７）

平成20年6月16日
ネッツトヨタ株式会社
東京都港区芝浦４－８－３

予算決算及び会計令第９９条の２（一
般競争入札を行ったが，落札者がいな
かったため， も予定価格と近かった
入札者と交渉し，随意契約とした。）

─ 2,044,875 ─ ─

※　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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