
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 複写機の保守

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4月1日
キヤノン販売（株）
東京都港区港南2-16-6

契約の相手方は，当該機器の製造・設
置を行ったものであり，保守業務等を
迅速・確実に遂行可能な者は契約の相
手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

─ 9,665,929 ─ ─
単価契約
2.5円/枚ほか

2
平成２０年Ｇ８司法・内務大臣会議開
催に伴う業務委託　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4月9日
㈱コングレ
東京都千代田区麹町5-1

供給者によってのみ供給されることが
可能であり，他に合理的な代替となる
サービスがないため。（公募型プロポー
ザル・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）

─ 104,807,662 ─ ─

警察庁との連
名契約
（法務省負担
分52,403,831
円）

3
平成２０年Ｇ８司法・内務大臣会議開
催に伴う会場借上　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4月9日
（株）三田ホールディング
東京都目黒区三田1-4-1

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，
予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

─ 102,922,544 ─ ─

警察庁との連
名契約
（法務省負担
分51,461,272
円）

4 郵便切手類及び印紙

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4月18日
(有)法務弘済会
東京都千代田区霞が関1-
1-1

券種ごとの販売価格等が法律により定
められており，価格競争の余地がない
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）

─ 56,979,090 ─ ─
単価契約
80円/枚ほか
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別表４

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

5
選挙関係実例判例集　追録426-429
号　各153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4月30日
㈱ぎょうせい
東京都杉並区荻窪4-30-
16

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，出版元である契約の相手方
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１０
２条の４第３号）

─ 1,701,972 ─ ─

6 デジタル複写機保守契約

支出負担行為担当官
　名古屋高等検察庁検事長　中
尾　巧
（愛知県名古屋市中区三の丸
4-3-1）

平成20年4月1日
富士ゼロックス（株）
名古屋市中区錦一丁目１０
番２０号

当該複写機の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
のみであるため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

─ 1,960,689 ─ ─
単価契約
１枚あたり２円
ほか１件

7
広島地方法務合同庁舎で使用する
ガス

支出負担行為担当官
広島高等検察庁検事長　松永
榮治
（広島市中区上八丁堀2-15）

平成20年4月1日
広島ガス（株）
広島市南区皆実町２－７－
１

ガスを安定的に供給することが可能な
事業者は契約相手方のみであり，契約
の性質又は目的が競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項，予決
令第１０２条の４第３号）

─ 7,656,000 ─ ─

単価契約
基本料金856
円
ほか1件

8 複写機の保守一式

支出負担行為担当官
　大津地方検察庁検事正
　　　　　　　　　　　　松井　巖
（滋賀県大津市京町３－１－１）

平成20年4月1日

（株）三井田商事滋賀営業
所
滋賀県守山市吉身五丁目
４－３１

当該機器の保守に必要な技術・能力及
び保守部品を有する者が契約業者の
みであったため。（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）

─ 2,181,142 ─ ─

単価契約
１枚当たり
２．５円ほか５
件
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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

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

9 空調用ガス供給契約

支出負担行為担当官
　大津地方検察庁検事正
　　　　　　　　　　　　松井　巖
（滋賀県大津市京町３－１－１）
支出負担行為担当官代理
　大津地方法務局首席登記官
　　　　　　　　　　　　福本由美子
（滋賀県大津市京町３－１－１）
支出負担行為担当官
　大津保護観察所長
　　　　　　　　　　　吉田研一郎
（滋賀県大津市京町３－１－１）

平成20年4月1日
大津市企業局
滋賀県大津市御陵町３－１

ガスを安定的に供給することが可能な
事業者は契約相手方のみであり，契約
の性質又は目的が競争を許さないた
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）

─ 4,368,606 ─ ─

単価契約
夏期空調
５９．８５円／
ｍ３ほか３件

10 電子複写機保守契約

支出負担行為担当官代理
宇都宮地方法務局総務課長
髙橋仁
（栃木県宇都宮市小幡2-1-11）

平成20年4月1日
リコー販売㈱
東京都中央区銀座7-16-
12

保守業務等を迅速・確実に遂行可能な
者は契約の相手方のみであり，競争を
許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

─ 6,663,081 ─ ─
単価契約
一枚当たり
4.5円ほか

11
Ｖ７０システム稼働後支援作業に関
する契約

支出負担行為担当官代理
宇都宮地方法務局総務課長
髙橋仁
（栃木県宇都宮市小幡2-1-11）

平成20年4月1日
富士通（株）
東京都港区東新橋1-5-2

登記情報システムは，契約業者が独自
に開発・構築し，一貫してその管理運用
に携わっているものであり，適正かつ迅
速な登記行政を遂行するためには，同
システムの安定稼動を確保する必要が
あるところ，システム全体の構成，機
能，操作，技術情報等の詳細に精通
し，システム保守運用に係る支援業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った
上記契約業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

─ 5,564,782 ─ ─

3 / 5 ページ



別表４

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

12 ガス供給契約一式

支出負担行為担当官代理
宇都宮地方法務局総務課長
髙橋仁
（栃木県宇都宮市小幡2-1-11）

平成20年4月1日
北日本ガス（株）
栃木県鹿沼市茂呂2030

ガス事業法の規定に基づくガス事業を
経営する者が契約の相手方のみであ
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）

─ 4,017,765 ─ ─

単価契約
一件当たり
212.15円
ほか

13 登記所記入装置稼動後支援契約

支出負担行為担当官代理
鹿児島地方法務局首席登記官
（不動産登記担当）田辺正知
（鹿児島市鴨池新町１番２
号）

平成20年4月1日
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦一丁目１
番１号

対象機器は，契約の相手方が独自に
開発・構築しこれを貸借しているもので
あり，その保守運用に係る支援作業を
遂行可能な者は，開発・構築を行った
契約の相手方のみであるため。（会計
法第２９条の３第４項，予決令第１０２条
の４第３号）

─ 1,502,720 ─ ─

14
局内ネットワークシステム保守契約
一式

支出負担行為担当官代理
　仙台法務局民事行政部長　井
上邦夫
（宮城県仙台市青葉区春日町７
－２５）

平成20年4月1日
リコー東北(株)
仙台市青葉区五橋一丁目
５番３号

当該システムは，契約業者が独自に開
発構築したものであり，システムの安定
稼働に当たっては，同システムの内容
を熟知していることが必要であるとこ
ろ，当該作業を安全・確実に遂行可能
であるのは同業者のみであったため，
随意契約としたもの。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

─ 1,888,740 ─ ─

15 丸の内分室建物賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
名古屋入国管理局次長　川村
修行（名古屋市中区三の丸４－
３－１）

平成20年4月1日
株式会社ＴＡＫプロパティ
東京都江東区南砂２－５－
１４

物件の場所,設備,立地条件等の諸条件
を有する者が１社であり,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）

─ 13,329,278 ─ ─
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別表４

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

16 電子計算機器等賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
名古屋入国管理局次長　川村
修行（名古屋市中区三の丸４－
３－１）

平成20年4月1日

日立電子サービス株式会
社中部支社
名古屋市中区栄１－２４－
１５
日立キャピタル株式会社
東京都港区西新橋２－１５
－１２

当該機器については，引き続き賃貸借
契約することが経済的に有利である。
なお，競争に付した場合，業務上中断
が見込まれるため。（平成１８年度更新
分）
（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）

─ 2,715,300 ─ ─
単価契約
（１台月額
4,437円）

17 電子計算機器等賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
名古屋入国管理局次長　川村
修行（名古屋市中区三の丸４－
３－１）

平成20年4月1日

日立電子サービス株式会
社中部支社
名古屋市中区栄１－２４－
１５
日立キャピタル株式会社
東京都港区西新橋２－１５
－１２

当該機器については，引き続き賃貸借
契約することが経済的に有利である。
なお，競争に付した場合，業務上中断
が見込まれるため。（平成１９年度更新
分）
（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）

─ 2,304,540 ─ ─
単価契約
（１台月額3,20
１円）

18 診療所看護師業務委託契約
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4月28日 個人情報につき非公表

本件業務委託は，入国管理局収容場
における診療という特殊な条件があり，
契約の相手方が個人看護師であること
から，競争が存在しないため。（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）

─ 1,161,000 ─ ─
単価契約
（時給1,500
円）

※　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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