
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
人権擁護委員管理システム改修　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9月2日
株式会社富士通ビジネスシス
テム
文京区後楽1-7-27

一般競争入札 ― 34,093,500 ―

2 インパクトプリンタ　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9月2日
ＮＥＣネクサソリューションズ株
式会社
東京都港区三田1-4-28

一般競争入札 ― 23,394,000 ―

3
空調機用消耗品等（フィルタほか）　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9月2日
東洋空気調和株式会社
東京都新宿区高田馬場3-23-7

一般競争入札 ― 8,557,500 ―

4
出入国情報システム外国人身分事項
等突合用ソフトウェアの試行運用業務
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9月3日
富士ソフト株式会社
千代田区神田練塀町3

一般競争入札 ― 23,625,000 ―

5 ３重連スライド式書架　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9月3日
サンポー株式会社
東京都港区虎ﾉ門3-15-5

一般競争入札 ― 2,436,000 ―

6
法務総合研究所コーチング研修　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9月11日
株式会社パトス
東京都港区南青山2－4－17

一般競争入札 ― 1,029,000 ―

7
地図情報システムの証明書発行機能
追加開発　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9月12日
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
江東区豊洲3-3-3

一般競争入札 ― 47,775,000 ―
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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

8
本省内ＬＡＮにおけるファイルサーバ
等構築及び機能強化並びに移行作業
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9月12日
新日鉄ソリューションズ株式会
社
中央区新川2-20-15

一般競争入札 ― 42,000,000 ―

9
本省内ＬＡＮシステムにおけるファイル
サーバの構築及び機能強化等に必要
な機器　一式賃貸借

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9月12日

株式会社エクサ
神奈川県川崎市幸区堀川町
580
ＮＴＴファイナンス株式会社
東京都港区芝浦1-2-1

一般競争入札 ― 5,425,875 ―

10

平成２０年版「出入国管理」印刷製本
請負業務
①日本語版　2700部
②英語版　800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9月12日
株式会社河田印刷
熊本県熊本市近見8丁目5-105

一般競争入札 ― 1,345,050 ―

11
全熱交換器ローターエレメント等更新
及び清掃・点検整備　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9月17日
興和エアコン株式会社
東京都新宿区中落合3-6-13

一般競争入札 ― 4,410,000 ―

12
給与小六法（平成２１年版）　２２２部
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9月17日
株式会社三省堂書店
東京都千代田区神田神保町1-
1

一般競争入札 ― 2,932,545 ―

13
刑務官夏制服用表地（上衣）　１０７，
０４０ｍ

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9月18日
信和株式会社
東京都千代田区岩本町3-5-5

一般競争入札 ― 129,250,800 ―

14 防寒衣（着脱式）　６，５０２着

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9月18日
信和株式会社
東京都千代田区岩本町3-5-5

一般競争入札 ― 94,487,064 ―

15 刑務官冬制服用表地　３４，０７５ｍ

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9月18日
信和株式会社
東京都千代田区岩本町3-5-5

一般競争入札 ― 94,455,900 ―
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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
刑務官夏制服用表地（下衣）　２４，２
７２ｍ

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9月18日
信和株式会社
東京都千代田区岩本町3-5-5

一般競争入札 ― 26,250,168 ―

17
刑務官夏制服用ワッペン　６９，２００
枚

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9月18日
イズミ産業株式会社
東京都中央区東日本橋3-4-18

一般競争入札 ― 18,165,000 ―

18
人権侵害問題啓発週間広報ポスター
の交通広告実施委託業務　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9月18日
株式会社アドギア
東京都港区浜松町1-30-5

一般競争入札
（総合評価実施）

― 9,764,997 ―

19 非常用食料等　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9月19日
株式会社廣瀬商会
東京都中央区日本橋3-1-17

一般競争入札 ― 6,403,320 ―

20
平成２０年度検察事務官特定外国語
（中国語・韓国語）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9月19日
株式会社国際ビジネスサポート
千葉県松戸市松戸1239番地

一般競争入札 ― 3,486,000 ―

21
平成２０年度旧司法試験第二次試験
口述試験会場設営・撤収作業　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9月19日
株式会社ムラヤマ
東京都文京区後楽2-23-10

一般競争入札 ― 1,207,500 ―

22
「子どもの人権ＳＯＳミニレター」の発
送業務　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9月26日
株式会社オリエンタル物流
東京都足立区青井3-5-26-318

一般競争入札 ― 2,202,900 ―

23
自動車燃料（ハイオク，レギュラーガソ
リン及び軽油）　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9月26日
株式会社札幌タヤス
東京都港区赤坂1-3-9

一般競争入札 ― 2,156,175 ―
単価契約
ﾊｲｵｸ　182円/ℓ
ほか
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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

24
検察総合情報管理システム用クライ
アントパソコン　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9月30日
センチュリー・リーシング・シス
テム株式会社
東京都港区浜松町2-4-1

一般競争入札
（総合評価実施）

― 532,696,500 ―

25
平成２０年秋の叙勲等における受章
者拝謁時のバスによる送迎業務　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9月30日

株式会社日本レクリェーション
センター
東京都豊島区東池袋1丁目47
番3号17山京ﾋﾞﾙ

一般競争入札 ― 1,975,050 ―

26 デジタル複合機（交換）

支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　岩村修二
（東京都千代田区霞が関１丁目１番１
号）

平成20年9月26日

コニカミノルタビジネスソリュー
ションズ株式会社
東京都中央区日本橋本町１丁
目５番４号

一般競争入札 ― 638,946 ―

27 デジタル複合機（保守）

支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　岩村修二
（東京都千代田区霞が関１丁目１番１
号）

平成20年9月26日

コニカミノルタビジネスソリュー
ションズ株式会社
東京都中央区日本橋本町１丁
目５番４号

一般競争入札 ― 9,288,342 ―
単価契約
モノクロ1枚1.46円
ほか

28
シアン化ナトリウム等薬品類収集運
搬・処分

支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　岩村修二
（東京都千代田区霞が関１丁目１番１
号）

平成20年9月29日
株式会社環境テコム
東京都板橋区仲宿２７番３号

一般競争入札 ― 1,638,000 ―

29 ＰＰＣ用紙（再生紙）

支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　岩村修二
（東京都千代田区霞が関１丁目１番１
号）

平成20年9月29日
株式会社東洋ノーリツ
東京都千代田区神田淡路町２
丁目２１番１５号

一般競争入札 ― 6,026,611 ―

30 事件記録・証拠品送致票等

支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　岩村修二
（東京都千代田区霞が関１丁目１番１
号）

平成20年9月30日
株式会社コームラ
岐阜市北一色８丁目７番２８号

一般競争入札 ― 1,701,000 ―

31 書庫１４台等購入
支出負担行為担当官
　 横浜地方検察庁検事正　増田暢也
（横浜市中区日本大通９）

平成20年9月19日
（株）カイショー
横浜市西区平沼２－２－２

一般競争入札 ― 2,725,800 ―
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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

32 ｺﾋﾟｰ用紙供給契約

支出負担行為担当官
　千葉地方検察庁
　　 検事正　 北　田　幹　直
（千葉市中央区中央4-11-1）

平成20年9月1日
株式会社開周堂
千葉市中央区中央４－９－７

一般競争入札 ― 3,053,190 ―
単価契約
A３　1.38円／枚
A４　0.678円／枚

33 一般定期健康診断

支出負担行為担当官
　宇都宮地方検察庁検事正
　高井新二
　（栃木県宇都宮市小幡2-1-11）

平成20年9月8日
清原診療所
宇都宮市清原工業団地１５－１

一般競争入札 ― 1,682,047 ―
単価契約
血液検査１名当た
り１，８００円ほか

34 一般定期健康診断業務請負契約
支出負担行為担当官
　前橋地方検察庁検事正　吉田博視
（群馬県前橋市大手町３－２－１）

平成20年9月4日
財団法人群馬県健康づくり財
団
群馬県前橋市堀之下町１６－１

一般競争入札 ― 1,704,549 ―

単価契約
身体計測１人当た
り２００円ほか１８
件

35
長野地方検察庁管内６支部ＬＡＮ配線
敷設請負契約

支出負担行為担当官
　長野地方検察庁検事正
　西村逸夫
（長野市大字長野旭町１１０８）

平成20年9月3日
サスナカ通信工業(株)
長野県松本市大字笹賀７６００
番地６

一般競争入札 ― 1,010,257 ―

36
インターネット接続用ＬＡＮ配線及び検
察総合情報管理システム用ＬＡＮ配線
敷設業務

支出負担行為担当官
名古屋地方検察庁検事正　麻生光洋
（名古屋市中区三の丸４－３－１）

平成20年9月1日
旭コムテク株式会社
大阪府東大阪市長田３丁目５
番１１号

一般競争入札 ― 1,050,000 ―

37 津法務総合庁舎電気需給契約
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9月24日
中部電力株式会社
名古屋市東区東新町1番地

一般競争入札 ― 8,424,436 ―

単価契約
基本料金
１，７５９．００円
/kw･月ほか

38 四日市法務合同庁舎電気需給契約
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9月24日
中部電力株式会社
名古屋市東区東新町１番地

一般競争入札 ― 3,275,004 ―

単価契約
基本料金
１，５７０．００円
/kw･月ほか

39 伊勢法務合同庁舎電気需給契約
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9月24日
中部電力株式会社
名古屋市東区東新町１番地

一般競争入札 ― 2,175,166 ―

単価契約
基本料金
１，７５９．００円
/kw･月ほか
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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

40
一般及び特別定期健康診断委託契
約　一式

支出負担行為担当官
金沢地方検察庁検事正　伊丹俊彦
（石川県金沢市大手町６－１５）

平成20年9月9日
(財)石川県予防医学協会
石川県金沢市神野町東１１５

一般競争入札 ― 1,215,691 ―
単価契約
１人当たり1,820円
ほか

41
山口地方検察庁宇部支部照明設備
更新契約　1件

支出負担行為担当官
　山口地方検察庁検事正　吉川興治
（山口市駅通り１－１－２）

平成20年9月30日
㈱ベスト電器山口本店
山口市平井240-1

一般競争入札 ― 2,068,500 ―

42
岡山地方検察庁定期健康診断業務
委託契約

支出負担行為担当官
　岡山地方検察庁検事正　中野寛司
（岡山市南方一丁目３番５８号）

平成20年9月12日
医療法人養寿会岡山中央放射
線診療所
岡山市野田屋町１－６－２０

一般競争入札 ― 1,231,594 ―

単価契約
身体測定１人当た
り
４００円ほか１２件

43
佐賀地方検察庁庁舎で使用する電気
需給

支出負担行為担当官
　佐賀地方検察庁検事正　岩永建保
（佐賀市中の小路5-25）

平成20年9月26日
九州電力（株）佐賀営業所
佐賀市神野東2-3-6

一般競争入札 ― 4,184,531 ―

単価契約
電力基本料金単
価1,953円00銭
/kWほか4件

44
大分地方検察庁杵築支部及び佐伯
支部で使用するエアコンの供給等

支出負担行為担当官
大分地方検察庁検事正　中　村　　　明
（大分県大分市荷揚町７－５）

平成20年9月5日
クレオテック（株）
京都市北区平野上八丁柳町２
８番地

一般競争入札 ― 1,974,000 ―

45 福島法務合同庁舎電力需給契約

支出負担行為担当官
　福島地方検察庁検事正
                           　太田　修
（福島県福島市狐塚１７）

平成20年9月30日
東北電力（株）福島支店
福島県福島市置賜町2-35

一般競争入札 ― 4,280,250 ―

単価契約
基本料金1,585円
50銭
電力量料金
（夏季）13円63銭
（他季）12円49銭

46
福島地方検察庁郡山支部庁舎電力
需給契約

支出負担行為担当官
　福島地方検察庁検事正
                           　太田　修
（福島県福島市狐塚１７）

平成20年9月30日
東北電力（株）福島支店
福島県福島市置賜町2-35

一般競争入札 ― 1,641,105 ―

単価契約
基本料金1,585円
50銭
電力量料金
（夏季）13円63銭
（他季）12円49銭

47
山形地方検察庁定期健康診断等業
務委託契約

支出負担行為担当官
　山形地方検察庁検事正 稲田伸夫
（山形県山形市大手町1-32）

平成20年9月22日

（社）山形県結核成人病予防協
会
山形県山形市蔵王成沢字向久
保田2220

一般競争入札 ― 1,369,294 ―
単価契約
１人１項目あたり
1,300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

48
秋田地方検察庁管内５支部ＬＡＮ配線
敷設契約

支出負担行為担当官
　秋田地方検察庁検事正　井越正人
（秋田市山王７－１－２）

平成20年9月5日
扶桑電通㈱秋田営業所
　秋田市山王３-１-１２

一般競争入札 ― 296,100 ―

49
函館地方検察庁会計課ＯＡフロア設
置業務請負契約

支出負担行為担当官
　函館地方検察庁検事正　中屋利洋
（北海道函館市上新川町１番１３号）

平成20年9月3日
株式会社近藤商会
函館市西桔梗町589

一般競争入札 ― 1,060,500 ―

50 函館地方検察庁事務机購入等契約
支出負担行為担当官
　函館地方検察庁検事正　中屋利洋
（北海道函館市上新川町１番１３号）

平成20年9月24日
株式会社石田文具
函館市鍛治１－３９－１１

一般競争入札 ― 3,129,000 ―

51
平成20年度地図混乱地域の実態調
査，基準点設置作業及び現況測量作
業一式

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9月8日

（社）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１－２
－１０

一般競争入札 ― 3,360,000 ―

52 複合機（電子複写機一式）

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9月8日
富士ゼロックス㈱
東京都港区六本木３ー１－１

一般競争入札 ― 5,649,840 ―

入札は５年間分の
保守料金込みで実
施。保守契約は別
途締結。

53
高速用カラー複合機（電子複写機一
式）

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9月8日
富士ゼロックス㈱
東京都港区六本木３ー１－１

一般競争入札 ― 4,938,150 ―

入札は５年間分の
保守料金込みで実
施。保守契約は別
途締結。

54 高速用複合機（電子複写機一式）

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9月8日
富士ゼロックス㈱
東京都港区六本木３ー１－１

一般競争入札 ― 2,595,075 ―

入札は５年間分の
保守料金込みで実
施。保守契約は別
途締結。

55
平成２０年度東京法務局実地測量用
自動車交換契約一式

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9月16日
太洋日産自動車販売㈱
東京都港区芝浦４－２－１９

一般競争入札 ― 6,499,500 ―
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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

56
地図混乱地域実態調査作業請負契
約

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9月3日
社団法人神奈川県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会
横浜市西区楠町１８番地

一般競争入札 ― 2,924,250 ―

57
リコー製複写機保守点検調整作業委
託契約

支出負担行為担当官
　千葉地方法務局長　本間　透
（千葉県千葉市中央区中央港１－１１－
３）

平成20年9月18日
リコー販売（株）
千葉県千葉市中央区新町２４
－９

一般競争入札 ― 1,738,548 ―
単価契約
一枚当たり２．１４
円外１件

58 電子複合複写機　２１台購入契約

支出負担行為担当官
　千葉地方法務局長　本間　透
（千葉県千葉市中央区中央港１－１１－
３）

平成20年9月18日
リコー販売（株）
千葉県千葉市中央区新町２４
－９

一般競争入札 ― 735,000 ―

59 自動車物品交換契約
支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　　吉澤勇治
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成20年9月10日
茨城トヨタ自動車（株）
茨城県水戸市泉町２－３－２４

一般競争入札
（総合評価実施）

― 2,107,820 ―

60 ＰＰＣ再生紙供給契約
支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　　吉澤勇治
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成20年9月25日
小林紙商事（株）
茨城県水戸市吉沢町３３３－２

一般競争入札 ― 2,461,095 ―
単価契約
１箱当たり
1,380円 ほか

61
日立法務総合庁舎ほか６庁で使用す
る電気

支出負担行為担当官
水戸地方法務局長　　吉澤勇治
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成20年9月29日
（株）エネット
東京都港区芝公園１－８－１２

一般競争入札 ― 18,678,363 ―

単価契約
基本料金1638.00
円/ＫＷ・月
電力料金単価
夏季13.74円/KWh
ほか

62
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
宇都宮地方法務局長　重山正秋
（栃木県宇都宮市小幡2-1-11）

平成20年9月30日
(社)栃木県公共嘱託登記土地
家屋調査士協会
栃木県宇都宮市小幡1-4-25

一般競争入札 ― 8,400,000 ―

63
古紙の収集及び運搬並びにリサイク
ル処理業務

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9月18日
シーズイシハラ株式会社
静岡県富士市大野100番地

一般競争入札 ― 6,825 ―

単価契約
１Ｋｇ当たり０．１円
(予定調達数量
65000Kg)
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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

64
長野地方法務局登記情報システムプ
リンタ用トナー供給契約

支出負担行為担当官代理
長野地方法務局次長　松田　昇
（長野市旭町１１０８番地）

平成20年9月8日
富士ゼロックス長野株式会社
長野市鶴賀七瀬中町161番地1

一般競争入札 ― 2,205,000 ―
単価契約（１本当
たり２２，０５０円）

65
新潟地方法務局本局ほか８庁庁舎定
期清掃請負契約

支出負担行為担当官
新潟地方法務局長　本間章一
（新潟市中央区西大畑町５１９１）

平成20年9月25日
中央管財(株)
新潟県新潟市秋葉区古津１８４
０番地

一般競争入札 ― 1,257,900 ―

66 公用車（実地測量車）交換契約
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9月4日
和歌山日産自動車（株）
和歌山市北中島１－１０－４０

一般競争入札
（総合評価実施）

― 2,000,000 ―

67
名古屋法務局昭和出張所の統廃合に
伴う物品役務等移転作業請負契約

支出負担行為担当官
名古屋法務局長　　渡邊　秀雄
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成20年9月1日
中越運送株式会社
新潟県新潟市中央区美咲町１
丁目２３番２６号

一般競争入札 ― 922,845 ―

68 ＰＰＣ用紙（Ａ３，Ａ４及びＢ４）
支出負担行為担当官
名古屋法務局長　　渡邊　秀雄
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成20年9月25日
株式会社栗田商会
名古屋市中区上前津２－１１－
１

一般競争入札 ― 7,889,217 ―

69 各種図面入力作業　一式
支出負担行為担当官
名古屋法務局長　　渡邊　秀雄
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成20年9月3日
テンプスタッフテクノロジー株式
会社
東京都渋谷区代々木２－１－１

一般競争入札 ― 16,187,805 ―

70 各種図面の入力作業請負契約
支出負担行為担当官
　岐阜地方法務局長　岡村幸治
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１３）

平成20年9月1日

テンプスタッフ・テクノロジー株
式会社
東京都渋谷区代々木２丁目１
番１号

一般競争入札 ― 11,340,000 ―

71 ＰＰＣ用紙供給契約

支出負担行為担当官
　金沢地方法務局長　志賀浦　実
（石川県金沢市新神田四丁目３番１０
号）

平成20年9月24日
理光商事株式会社
石川県金沢市問屋町二丁目３
８番地

一般競争入札 ― 2,043,174 ―
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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

72
平成２０年度広島法務局各種図面の
入力作業
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9月1日
広島市中区大手町四丁目６番
２７号
理研産業株式会社

一般競争入札 ― 8,925,000 ―
予算決算及び会計
令第８６条の調査
実施

73
広島法務局廿日市支局カウンター等
一式購入

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9月26日
尼崎市東難波町5丁目10番30
号
株式会社日興商会

一般競争入札 ― 3,339,000 ―

74 乗用自動車交換契約
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9月17日
山口トヨタ自動車株式会社
山口市小郡下郷９４５番地２

一般競争入札 ― 2,351,420 ―

75 ＰＰＣ用紙購入契約

支出負担行為担当官
　岡山地方法務局長
　　　　　　林　　　久　義
（岡山市南方１丁目３番５８号）

平成20年9月5日
山陽文具（株）
（岡山市下中野５７３－３）

一般競争入札 ― 2,646,000 ―
単価契約
１枚あたり０．７０
円

76
岡山地方法務局高梁支局電算機室
模様替工事請負業務契約

支出負担行為担当官
　岡山地方法務局長
　　　　　　林　　　久　義
（岡山市南方１丁目３番５８号）

平成20年9月25日
（株）荒木組
（岡山市天瀬４－３３）

一般競争入札 ― 1,260,000 ―

77 乗用自動車交換契約
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9月18日
島根県松江市西津田3-2-7
島根トヨペット株式会社

一般競争入札 ― 1,930,000 ―

78 庁用自動車交換契約　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9月29日
福岡トヨペット（株）
福岡市博多区東光１－６－１３

一般競争入札
（総合評価実施）

― 1,968,475 ―

79 小型貨物自動車交換契約　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9月29日
日産フリート（株）
東京都港区海岸３－１８－１７

一般競争入札
（総合評価実施）

― 2,633,070 ―
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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
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（％）

備　考

80
自動車交換・購入契約
２台

佐賀地方法務局
支出負担行為担当官
佐賀地方法務局長　岩井明広
（佐賀市城内2-10-20）

平成20年9月9日
佐賀市嘉瀬町大字中原１９２８
－２
株式会社日産サティオ佐賀

一般競争入札 ― 1,835,332 ―

81
佐賀地方法務局唐津支局耐震診断
業務　一式

佐賀地方法務局
支出負担行為担当官
佐賀地方法務局長　岩井明広
（佐賀市城内2-10-20）

平成20年9月11日
佐賀市兵庫町大字若宮１７４７
－２
株式会社原田設計

一般競争入札 ― 2,940,000 ―

82 各種図面の登録作業請負契約
支出負担行為担当官
　福島地方法務局長　山口和秀
（福島市霞町１－４６）

平成20年9月19日
トランス・コスモス（株）
東京都渋谷区渋谷３－２５－１
８

一般競争入札 ― 15,894,921 ―

83 乗用自動車交換契約
支出負担行為担当官
　山形地方法務局長　草薙秀雄
（山形県山形市緑町１－５－４８）

平成20年9月24日
山形トヨペット株式会社
山形県山形市飯田西５－５－２

一般競争入札 ― 1,874,000 ―

84
旭川地方法務局内ＬＡＮ用端末機器
等の移設作業及びＬＡＮ配線工事　一
式

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9月1日
（株）三輪商会
北海道旭川市流通団地２条４
丁目１

一般競争入札 ― 3,066,000 ―

85 カウンター等の購入　一式
支出負担行為担当官代理
　旭川地方法務局次長　佐藤弥内
（北海道旭川市花咲町4丁目2272）

平成20年9月8日
日本タイプ事務器（株）
北海道旭川市９条通７丁目右３

一般競争入札 ― 3,797,850 ―

86 職員健康診断に係る請負契約
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9月8日
(社)日本健康倶楽部北海道支
部
北海道札幌市北区北7西4-1-2

一般競争入札 ― 2,101,470 ―

87
消防設備等総合点検業務に係る請負
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9月24日
北海道消防機材㈱
北海道札幌市中央区北5西20-
2-3

一般競争入札 ― 2,310,000 ―
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88
受変電設備年次保守点検業務に係る
請負契約

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9月24日
(財)北海道電気保安協会
北海道札幌市中央区北1東3-
1-1

一般競争入札 ― 1,585,500 ―

89
平成20年10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9月29日
茂田石油㈱
北海道旭川市住吉4-2-8-13

一般競争入札 ― 13,230,000 ―
単価契約１リットル
につき
94.5円

90
札幌刑務所で使用するＡ重油（小口)
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9月29日
河辺石油㈱
北海道小樽市稲穂2-19-8

一般競争入札 ― 4,023,600 ―
単価契約１リットル
につき
100.59円

91
札幌刑務所で使用する灯油の需給契
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9月29日
北海道エナジティック㈱
北海道札幌市白石区東札幌3-
1-1-18

一般競争入札 ― 13,743,800 ―
単価契約１リットル
につき
98.17円

92
札幌刑務所等で使用する自動車用軽
油の需給契約

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9月29日
㈱和光石油
北海道札幌市東区伏古7-4-2-
8

一般競争入札 ― 1,876,420 ―
単価契約１リットル
につき
144.34円

93
小樽拘置支所で使用するＡ重油の需
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9月29日
河辺石油㈱
北海道小樽市稲穂2-19-8

一般競争入札 ― 2,986,200 ―
単価契約１リットル
につき
99.54円

94
室蘭拘置支所で使用するＡ重油の需
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9月29日
エア・ウォーター・エネルギー㈱
北海道札幌市中央区北3西1-2

一般競争入札 ― 3,087,000 ―
単価契約１リットル
につき
102.9円

95
物品｛パンツ地（防縮加工生地）｝
48,000ｍ

支出負担行為担当官
網走刑務所長　茂木　嘉則
（北海道網走市字三眺）

平成20年9月10日
株式会社ムラカミ
（北海道札幌市中央区北１３条
西１７丁目１番３６号）

一般競争入札 ― 15,876,000 ―
契約単価
1メートル当たり
３３０円７５銭
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96
物品（A重油）９月供給契約
70,000Ｌ

支出負担行為担当官
網走刑務所長　茂木　嘉則
（北海道網走市字三眺）

平成20年9月30日
株式会社　新谷商店
（北海道網走市北四条東二
丁目一番地二）

一般競争入札 ― 7,129,500 ―
契約単価
1リットル当たり
１０１円８５銭

97
物品（プロパンガス）第３四半期供給
契約
　5,000㎥

支出負担行為担当官
網走刑務所長　茂木　嘉則
（北海道網走市字三眺）

平成20年9月30日
網走アポロ石油株式会社
（北海道網走市北３条
東１丁目１番地）

一般競争入札 ― 2,467,500 ―

契約単価
1立方メートル当た
り
４９３円５０銭

98
物品（白灯油）第３四半期供給契約
　84,000Ｌ

支出負担行為担当官
網走刑務所長　茂木　嘉則
（北海道網走市字三眺）

平成20年9月30日
株式会社兼子
（北海道網走市南４条西４丁目
）

一般競争入札 ― 8,996,400 ―
契約単価
1リットル当たり
１０７円１０銭

99 第３四半期Ａ重油購入
支出負担行為担当官
　月形刑務所長　矢　鳴　信　行
北海道樺戸郡月形町１０１１番地

平成20年9月25日
いわみざわ農業協同組合
北海道岩見沢市ニ条西１－１

一般競争入札 ― 30,665,670 ―
単価契約
95.235円/㍑

100 高圧電気需給
支出負担行為担当官
　月形刑務所長　矢　鳴　信　行
北海道樺戸郡月形町１０１１番地

平成20年9月25日

北海道電力株式会社
岩見沢支店
北海道岩見沢市９条西１丁目１
２番地

一般競争入札 ― 50,620,946 ―

単価契約
基本料金　2，320
円/１キロワット
ほか

101 下半期白灯油購入
支出負担行為担当官
　月形刑務所長　矢　鳴　信　行
北海道樺戸郡月形町１０１１番地

平成20年9月29日
朝倉エネルギー㈱
北海道美唄市字大富6391番地

一般競争入札 ― 7,812,000 ―
単価契約
97.65円/㍑

102 強化精麦供給契約
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9月24日
仙台市若林区新寺１－４－５
㈱福田商会

一般競争入札 ― 5,632,500 ―
単価契約
1ｋｇ当たり187.75
円（税込）

103 白灯油供給契約
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9月26日
仙台市宮城野区扇町７-６-１２
北日本石油㈱仙台支店

一般競争入札 ― 7,581,000 ―
単価契約
1ﾘｯﾄﾙ当たり99.75
円（税込）

13 / 28 ページ



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 A重油供給契約
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9月26日
仙台市宮城野区扇町７-６-１２
北日本石油㈱仙台支店

一般競争入札 ― 9,415,350 ―
単価契約
1ﾘｯﾄﾙ当たり
96.075円（税込）

105 栃木刑務所電話交換機設備更新
支出負担行為担当官
栃木刑務所長　古市浩司
（栃木県栃木市惣社町２４８４）

平成20年9月17日
栃木県宇都宮市大通り一丁目
４－２２
ＮＥＣネッツエスアイ株式会社

一般競争入札 ― 1,974,000 ―

106 Ａ重油供給契約（第３四半期）
支出負担行為担当官
栃木刑務所長　古市浩司
（栃木県栃木市惣社町２４８４）

平成20年9月24日
栃木県宇都宮市石井町３１４９
－４４
日東石油株式会社

一般競争入札 ― 4,706,000 ―
単価契約
１０２．９円／リット
ル（税別）

107 灯油供給契約（第３四半期）
支出負担行為担当官
栃木刑務所長　古市浩司
（栃木県栃木市惣社町２４８４）

平成20年9月24日
栃木県宇都宮市石井町３１４９
－４４
日東石油株式会社

一般競争入札 ― 2,322,000 ―
単価契約
９１．５円／リットル
（税別）

108 ９月分　A重油購入
支出負担行為担当官
　前橋刑務所長　用松　信夫
（群馬県前橋市南町１－２３－７）

平成20年9月1日
モギエナジーシステム株式会社
群馬県高崎市問屋町３－９－７

一般競争入札 ― 2,833,740 ―

単価契約
１リットル当たり１０
８．９９円

109 電子組版システム賃貸借契約
支出負担行為担当官
　前橋刑務所長　用松　信夫
（群馬県前橋市南町１－２３－７）

平成20年9月16日
東芝ファイナンス株式会社
東京都中央区銀座５－２－１

一般競争入札 ― 1,496,250 ―

110 下半期分被収容者給食用強化精麦
支出負担行為担当官
　前橋刑務所長　用松　信夫
（群馬県前橋市南町１－２３－７）

平成20年9月30日
株式会社   勅使川原精麦所
栃木県佐野市栃本町１７２５番
地

一般競争入札 ― 4,561,200 ―

単価契約
１キログラム当たり
190.05円

111 前橋刑務所で使用する電力の供給
支出負担行為担当官
　前橋刑務所長　用松　信夫
（群馬県前橋市南町１－２３－７）

平成20年9月30日
株式会社   エネット
東京都港区芝公園１－８－１２

一般競争入札 ― 20,657,139 ―
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112
千葉刑務所及び松戸拘置支所特A重
油供給契約（第３四半期）

支出負担行為担当官
　千葉刑務所長　岩元繁久
（千葉県千葉市若葉区貝塚町１９２番
地）

平成20年9月29日
千葉石油株式会社
千葉県茂原市茂原185

一般競争入札 ― 10,936,800 ―
単価契約
97.65円／L

113 コバルト治療装置線源引取り契約
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9月22日
社団法人日本アイソトープ協会
東京都文京区本駒込２－２８－
４５

一般競争入札 ― 5,428,500 ―

114
強化白麦供給契約
33，600㎏

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9月24日
東京都立川市柴崎町３－１６－
２４
三多摩食糧卸協同組合

一般競争入札 ― 6,368,040 ―

115 白灯油（ボイラー用）
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9月30日
中川物産㈱東京支店
東京都千代田区神田須田町１
－２１－５　C-５ビル

一般競争入札 ― 22,729,140 ―

単価契約
契約価格１リットル
あたり
９０．１９５円

116
横浜刑務所白灯油供給契約（大型
ローリー）

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

平成20年9月24日
東京都千代田区神田須田町
１－２１－５　C－５ビル
中川物産株式会社東京支店

一般競争入札 ― 11,324,880 ―
単価契約１リットル
当たり８９．８８円

117
横浜刑務所白灯油供給契約（小型
ローリー）

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

平成20年9月24日
神奈川県横浜市港南区 戸
１－２１－３１
株式会社シブヤエネックス

一般競争入札 ― 3,413,340 ―
単価契約１リットル
当たり９４．８１５円

118 横浜刑務所職員健康診断一式
神奈川県横浜市港南区４－２－２
支出負担行為担当官
横浜刑務所長　春日　厚志

平成20年9月24日
東京都江東区亀戸６－５６－１
５医療法人社団　日健会
日健クリニック

一般競争入札 ― 1,089,150 ―
単価契約身体計
測２８１．４円他１８
件

119
Ａ重油（第３四半期分）調達契約
　１２０ＫＬ

支出負担行為担当官
　新潟刑務所長　大森　正
（新潟県新潟市江南区山二ツ３８１－４）

平成20年9月29日
株式会社　ハヤマ
新潟県新潟市中央区寄居町７
０６番地

一般競争入札 ― 10,949,400 ―
単価/1KL91.245円
（税込み）
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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
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（％）
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120 薬剤自動分割分包機一式調達契約
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9月19日
株式会社千曲医療機
長野市稲里町中央4-17-25

一般競争入札 ― 2,782,500 ―

121 第3四半期Ａ重油供給契約
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9月29日
株式会社高見澤
長野市大字鶴賀字苗間平
1605-14

一般競争入札 ― 4,932,900 ―
単価契約
91.35円／㍑

122 第3四半期灯油供給契約
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9月29日
株式会社高見澤
長野市大字鶴賀字苗間平
1605-14

一般競争入札 ― 4,111,800 ―
単価契約
93.45円／㍑

123 強化精麦（白麦）

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9月19日
志太榛原米穀卸株式会社
静岡県藤枝市駅前３丁目１１番
４６号

一般競争入札 ― 6,185,025 ―
単価契約
187.425円/kg

124 コッペパン

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9月19日
清水製パン株式会社
静岡県静岡市清水区長崎１４７
番地

一般競争入札 ― 4,410,000 ―
単価契約
588円/kg

125
ボイラー燃料油（Ａ重油，１０月分）１
リットル当たりの単価

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9月26日

日星石油株式会社
静岡県静岡市駿河区国吉田二
丁目２番２５号

一般競争入札 ― 2,566,620 ―
単価契約
1リットル当たり
91.665円

126 平成２０年度下半期食料品単価契約

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9月9日
㈲星フーズ
埼玉県川口市大字戸塚4821

一般競争入札 ― 12,942,643 ―
単価契約
冷凍液卵殺菌
1kg348円外１４件

127 平成２０年度下半期食料品単価契約

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9月9日
丸宮食品㈱
埼玉県さいたま市見沼区卸町
1-37

一般競争入札 ― 9,125,334 ―
単価契約
冷凍千切り牛蒡１
kg215円外29件
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128 平成２０年度下半期食料品単価契約

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9月9日
㈱ニシムラ
埼玉県川越市旭町2-20-54

一般競争入札 ― 5,929,279 ―
単価契約
牛乳パック200ｍｌ
247円外１件

129 平成２０年度下半期食料品単価契約

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9月9日
㈱名給
神奈川県横浜市港北区新横浜
1-5-7

一般競争入札 ― 5,783,693 ―

単価契約
冷凍ほうれん草
カット1kg189円外
13件

130 平成２０年度下半期食料品単価契約

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9月9日
㈱ふくしま
埼玉県川越市旭町2-21-26

一般競争入札 ― 5,364,190 ―

単価契約
カジキマグロ香味
揚1kg1,155円外20
件

131 平成２０年度下半期食料品単価契約

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9月9日

㈱オギソ
埼玉県さいたま市大宮区上小
町
１５２番地の２

一般競争入札 ― 5,305,358 ―
単価契約
冷凍乱切り牛蒡
1kg208円外13件

132 平成２０年度下半期食料品単価契約

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9月9日
㈱随喜産業
東京都新宿区上落合2-8-2

一般競争入札 ― 5,059,551 ―
単価契約
鮭フレーク小袋
1kg4,263円外19件

133 平成２０年度下半期食料品単価契約

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9月9日
関東食品㈱埼玉支店
埼玉県鶴ヶ島市柳戸町7-11

一般競争入札 ― 4,339,447 ―
単価契約
かつおひじき小袋
1kg3,431円外7件

134 平成２０年度下半期食料品単価契約

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9月9日
タイヘイ㈱東松山営業所
埼玉県熊谷市胃山82

一般競争入札 ― 3,710,027 ―
単価契約
冷凍小松菜カット
1kg173円外５件

135 平成２０年度下半期食料品単価契約

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9月9日
㈱大和商会
大阪府堺市堺区北三国ヶ丘町
6-3-11

一般競争入札 ― 2,689,483 ―

単価契約
小魚（小女子）佃
煮小袋1kg3,045円
外７件
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136 平成２０年度下半期食料品単価契約

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9月9日
㈱海幸水産
埼玉県さいたま市桜区田島1-
2-1

一般競争入札 ― 2,675,796 ―
単価契約
冷凍ビーズミックス
1kg579円外３件

137 平成２０年度下半期食料品単価契約

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9月9日
大進食品㈱
埼玉県狭山市柏原340

一般競争入札 ― 2,238,622 ―
単価契約
茹で中華麺小袋
1kg320円外２件

138 平成２０年度下半期食料品単価契約

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9月9日
渡辺食品製造所
埼玉県川越市西小仙波
２－１７－２４

一般競争入札 ― 2,070,880 ―
単価契約
納豆パック1kg560
円

139 平成２０年度下半期食料品単価契約

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9月9日
㈱豊実
大阪府堺市中区東八田263-5

一般競争入札 ― 1,937,120 ―
単価契約
黄な粉小袋1kg622
円外10件

140 平成２０年度下半期食料品単価契約

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9月9日
㈱久世
東京都豊島区東池袋2-29-7

一般競争入札 ― 1,688,547 ―
単価契約
冷凍笹ｶﾞｷ牛蒡
1kg168円外２件

141
平成２０年度第３四半期LSA重油供給
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9月29日
関彰商事㈱
埼玉県久喜市江面1663-1

一般競争入札 ― 12,733,350 ―
単価契約
1リットル95.03円

142 第３四半期Ａ重油供給契約
支出負担行為担当官
　松本少年刑務所長　谷内眞一
（長野県松本市桐３丁目９番４号）

平成20年9月29日
橋本産業株式会社松本営業所
長野県塩尻市広丘吉田字道西
７００－１

一般競争入札 ― 7,472,577 ―
単価契約
＠98.7円/ℓ

143
A重油物品供給（第３四半期）
　　　　　54キロリットル

支出負担行為担当官
　富山刑務所長　倉本修一
（富山県富山市西荒屋285-1）

平成20年9月29日
東亜石油販売（株）
富山県富山市住吉町2丁目1番
11号

一般競争入札 ― 4,983,930 ―
3か月契約
単価契約
　92.30円/１㍑
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144 第3四半期燃料油供給（Ａ重油）
支出負担行為担当官
岐阜刑務所長　有村正広
岐阜県岐阜市則松１丁目３４番地

平成20年9月22日
岐阜日石㈱
岐阜市東金宝町２丁目２番地

一般競争入札 ― 9,066,960 ―
単価契約
１ℓ当たり
107.94円

145 三重刑務所で使用する電力
支出負担行為担当官
　三重刑務所長　唐桶　昇
（三重県津市修成町16-1）

平成20年9月26日
中部電力株式会社
愛知県名古屋市東区東新町１
番地

一般競争入札 ― 23,210,658 ―
単価契約
基本料金単価
1,759円ほか

146
平成20年度下半期三重刑務所Ａ重油
（ＪＩＳ１種２号）

支出負担行為担当官
　三重刑務所長　唐桶　昇
（三重県津市修成町16-1）

平成20年9月26日
栗田石油株式会社
三重県津市本町２３番１０号

一般競争入札 ― 13,200,600 ―
単価契約
94円29銭/㍑

147 Ａ重油供給単価契約
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9月30日
中川物産株式会社
愛知県名古屋市港区潮見町３
７番地２３

一般競争入札 ― 6,748,875 ―
単価契約
89.985円/リットル

148 ＬＳＡ重油購入　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9月26日
株式会社スタンダード東山
京都市山科区御陵大津畑町１
６番地の６

一般競争入札 ― 5,166,000 ―
単価契約
１リットル当たり
１０３．３２円

149 作業用電力

支出負担行為担当官
　京都刑務所長　山　本　　　清
（京都府京都市山科区東野井ノ上町２
０）

平成20年9月2日
関西電力（株）伏見営業所
京都府京都市伏見区片原町
２９３番地３

一般競争入札 ― 16,064,726 ―
単価契約
1,811．２５円ほか

150
第３－四半期分白灯油購入
（20,000ﾘｯﾄﾙ）

支出負担行為担当官
　京都刑務所長　山　本　　　清
（京都府京都市山科区東野井ノ上町２
０）

平成20年9月24日
向井石油（株）
京都府京都市南区西九条菅田
町１番地

一般競争入札 ― 1,927,800 ―

単価契約
１リットル当たり
９６．３９円

151 被収容者運動会用弁当購入契約
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9月8日
一富士ケータリング㈱
大阪府高槻市大塚町5-21-1

一般競争入札 ― 1,656,050 ―
単価契約「弁当１
個当たり５５０円」
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152
大阪刑務所職員の一般定期健康診
断業務委託契約

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9月19日
医療法人大泉会大仙病院
大阪府堺市西区北条町1-2-31

一般競争入札 ― 1,324,837 ―
単価契約「血液検
査１人当たり８４０
円ほか７件」

153
Ａ重油
１２０キロリットル

支出負担行為担当官
　神戸刑務所長　川尻　定金
（兵庫県明石市大久保町森田１２０）

平成20年9月24日
秋定砿油有限会社
兵庫県明石市硯町３－１－２４

一般競争入札 ― 10,810,800 ―
単価
１リットル当たり
90．09円

154
強化精麦
４２，０００キログラム

支出負担行為担当官
　神戸刑務所長　川尻　定金
（兵庫県明石市大久保町森田１２０）

平成20年9月24日
株式会社神明商事
兵庫県西区高塚台５丁目４番３
号

一般競争入札 ― 7,717,500 ―
単価
１キログラム当たり
183．75円

155 医薬品（４４品目）
支出負担行為担当官
　神戸刑務所長　川尻　定金
（兵庫県明石市大久保町森田１２０）

平成20年9月30日
株式会社クラヤ三星堂
兵庫県神戸市西区丸塚２－４
－６

一般競争入札 ― 9,407,748 ―

単価
ＳＧ顆粒１ｇ*1050
包当たり10,700円
ほか

156 収容資材
支出負担行為担当官
加古川刑務所長　佐藤克巳
（兵庫県加古川市加古川町大野１５３０）

平成20年9月1日
高砂電機材料株式会社
加古川市神野町西之山４４１

一般競争入札 ― 1,749,340 ―
単価契約
ﾄﾞﾗｲﾜｲﾊﾟｰ大740
円/個　　他

157 冷凍野菜他
支出負担行為担当官
加古川刑務所長　佐藤克巳
（兵庫県加古川市加古川町大野１５３０）

平成20年9月1日
株式会社　出水商店
姫路市千代田町八木725-1

一般競争入札 ― 2,200,296 ―

単価契約
冷凍ほうれん草
253円/ｋｇ
他

158 冷凍野菜他
支出負担行為担当官
加古川刑務所長　佐藤克巳
（兵庫県加古川市加古川町大野１５３０）

平成20年9月1日
株式会社　フーズサプライイン
ターナショナル
加古川市野口町687番地の66

一般競争入札 ― 1,638,546 ―

単価契約
冷凍ピーマン
230円/ｋｇ
他

159 冷凍野菜他
支出負担行為担当官
加古川刑務所長　佐藤克巳
（兵庫県加古川市加古川町大野１５３０）

平成20年9月1日
株式会社　泉平
姫路市白浜町甲841-47

一般競争入札 ― 6,517,814 ―

単価契約
冷凍小松菜
178円/ｋｇ
他
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160 冬部屋着（上下組）購入契約
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9月25日
有限会社デザインクラフト
和歌山市神前２３１－８

一般競争入札 ― 2,142,000 ―
冬部屋着（上下
組）８００組分

161
平成２０年度第3四半期白灯油購入単
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9月30日
大岩石油株式会社
和歌山市築港１丁目６

一般競争入札 ― 2,003,400 ―
単価契約
白灯油１リットル
111.30円

162
平成２０年度第３・四半期ボイラー用
白灯油購入契約（４２，０００リットル）

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

平成20年9月25日
横田石油株式会社
兵庫県姫路市飾磨区恵美酒１
４７番地

一般競争入札 ― 4,057,200 ―
単価契約
１リットル96.6円

163
９月１０月納入分ボイラー用燃料（白
灯油）の購入，32,000リットル

支出負担行為担当官代理
　京都拘置所総務部長　田貝元樹
京都府京都市伏見区竹田向代町138

平成20年9月5日
㈱スタンダード東山
京都市山科区御陵大津畑町
16-6

一般競争入札 ― 3,353,280 ―
１リットル当たりの
単価
104.79

164
舎房屋上防水改修工事にかかる建築
材料の調達

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9月18日
大信ペイント（株）
大阪市淀川区三津屋北３－３
－２

一般競争入札 ― 6,090,000 ―

165 白灯油供給契約

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9月25日
中川物産（株）
名古屋市港区潮見町３７番地２
３

一般競争入札 ― 8,967,000 ―
単価契約
89.67円/L

166 医薬品供給契約

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9月29日
株式会社クラヤ三星堂
東京都中央区八重洲２－７－１
５

一般競争入札 ― 4,067,730 ―

単価契約
アキネトン（PTP）
（1mg×1000T）
5,072円/箱ほか72
点

167 被収容者給食用麦
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9月19日
山陽精麦（株）
岡山県倉敷市藤戸町藤戸４４

一般競争入札 ― 2,614,500 ―
単価契約
１㎏当り１７４円３０
銭
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168 被収容者給食用パン外１件
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9月19日
(有)亀井堂
鳥取県鳥取市徳尾１２２

一般競争入札 ― 1,573,181 ―
単価契約
１㎏当り373円80
銭外1件

169 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9月29日
永瀬石油（株）鳥取支店
鳥取県鳥取市末広温泉町６０７
番地

一般競争入札 ― 6,940,080 ―
単価契約
１㍑当り９６円３９
銭

170
Ａ重油の購入
（約120,000ℓ）

支出負担行為担当官
　岡山刑務所長　重松英滿
（岡山県岡山市牟佐765）

平成20年9月30日
㈱ＪＯＭＯサンエナジー岡山支
店
岡山市駅前町2-5-24

一般競争入札 ― 12,222,000 ―
単価契約（１リット
ル当たり101.85円）

171 Ａ重油　３２０００Ｌ
支出負担行為担当官
　広島刑務所長　大島敬造
（広島県広島市中区吉島町13-114）

平成20年9月26日
（株）冨士谷商店
広島県広島市南区元宇品町
2-38

一般競争入札 ― 2,845,920 ―
契約単価
88.935円/L

172 全自動分割分包機
支出負担行為担当官
　岩国刑務所長　青野友美
（山口県岩国市錦見6丁目11-29）

平成20年9月19日
成和産業株式会社
山口県岩国市平田２丁目１番５
号

一般競争入札 ― 3,045,000 ―

173 第３四半期Ａ重油供給契約
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9月19日
徳島日石　株式会社
徳島市川内町竹須賀１６５番地

一般競争入札 ― 11,151,000 ―
単価契約
92.925円/ℓ

174 下半期被収容者用パン供給契約
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9月19日
玉屋製パン　株式会社
徳島市国府町南岩延１１８０番
地１０

一般競争入札 ― 3,580,200 ―
単価契約
682.5円/kgほか

175
下半期被収容者用強化精麦供給契
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9月24日
貞光食糧工業　有限会社
徳島県美馬郡つるぎ町貞光字
馬出４３番地１０

一般競争入札 ― 3,620,000 ―
単価契約
190.05円/kg
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176
下半期豚スライスなど肉製品供給契
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9月24日
株式会社　肉の藤原
徳島市仲之町３丁目１０番地

一般競争入札 ― 4,734,900 ―
単価契約
豚472.5円/kgほか

177 下半期かまぼこなど練製品供給契約
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9月29日
光洋蒲鉾　株式会社
徳島市津田本町２丁目３番４８
号

一般競争入札 ― 2,069,100 ―
単価契約
蒲鉾1365円/kgほ
か

178 分注・希釈装置更新整備
支出負担行為担当官
　高松刑務所長　西川　伸一
（香川県高松市松福町２－１６－６３）

平成20年9月24日
四国八洲薬品（株）高松営業所
香川県高松市林町１４８－１９

一般競争入札 ― 2,184,000 ―

179 電子内視鏡システム更新整備
支出負担行為担当官
　高松刑務所長　西川　伸一
（香川県高松市松福町２－１６－６３）

平成20年9月24日
四国医療器（株）
香川県高松市錦町１丁目１１の
１１

一般競争入札 ― 3,990,000 ―

180 A重油供給契約（第３四半期）
支出負担行為担当官
　高松刑務所長　西川　伸一
（香川県高松市松福町２－１６－６３）

平成20年9月25日
四国石油（株）
香川県高松市藤塚町１丁目３
番２８号

一般競争入札 ― 9,431,100 ―
単価契約
１㍑１０４円７９銭

181 魚肉練製品売買契約（下半期）
支出負担行為担当官
　高松刑務所長　西川　伸一
（香川県高松市松福町２－１６－６３）

平成20年9月24日
（株）安芸商店
香川県さぬき市津田町津田１１
６番地

一般競争入札 ― 2,413,100 ―
単価契約
蒲鉾１５０００ヶ
＠６６円他３件

182 大豆加工品類売買契約（下半期）
支出負担行為担当官
　高松刑務所長　西川　伸一
（香川県高松市松福町２－１６－６３）

平成20年9月24日

（株）ホワイトフーズ
香川県綾歌郡綾川町小野浦山
甲１６６番地の９

一般競争入札 ― 2,916,200 ―

単価契約
絹ごし豆腐
12300ヶ
＠８０円他２件

183
納豆・チーズ・ソーセージ売買契約（下
半期）

支出負担行為担当官
　高松刑務所長　西川　伸一
（香川県高松市松福町２－１６－６３）

平成20年9月24日
（株）中野商店
香川県高松市松福町１丁目１６
番１３号

一般競争入札 ― 2,047,600 ―

単価契約
納豆（タレ付）
２５８００ヶ
＠２６円他２件
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184 コッペパン売買契約（下半期）
支出負担行為担当官
　高松刑務所長　西川　伸一
（香川県高松市松福町２－１６－６３）

平成20年9月24日
（有）きねや製パン工場
香川県高松市香川町東上１６６
６番地の１

一般競争入札 ― 2,532,864 ―
単価契約
コッペパン4352㎏
＠５８２円

185 強化精麦売買契約（下半期）
支出負担行為担当官
　高松刑務所長　西川　伸一
（香川県高松市松福町２－１６－６３）

平成20年9月24日
（株）高畑精麦
香川県善通寺市吉原町２３９２
番地１

一般競争入札 ― 4,332,000 ―
単価契約
強化精麦22800ｋｇ
＠１９０円

186 平成２０年１０月分被収容者給食材料

支出負担行為担当官
　福岡刑務所長　池田　英仁
（福岡県糟屋郡宇美町障子岳南６丁目１
番１号）

平成20年9月18日
尾家産業㈱福岡支店
福岡県福岡市博多区東那珂２
－２０－８

一般競争入札 ― 2,789,123 ―

単価契約
冷凍ほうれん草
（カット）１袋当たり
１９３円外２９点

187 糸・ファスナー供給契約
支出負担行為担当官
　　麓刑務所長　黒田　政敏
（佐賀県鳥栖市山浦町２６３５番地）

平成20年9月26日
九州カタン糸（株）
福岡県久留米市山川沓形町２
番２８号

一般競争入札 ― 1,890,504 ―

188 Ａ重油（第３四半期分）
支出負担行為担当官
　佐世保刑務所長　大塚哲明
（長崎県佐世保市浦川内町1）

平成20年9月19日
増田石油（株）
長崎県佐世保市天神町1694-1

一般競争入札 ― 6,902,280 ―
単価契約
１ℓ当たり
９５．８６５円

189 電話交換設備配線ケーブル更新
支出負担行為担当官
　佐世保刑務所長　大塚哲明
（長崎県佐世保市浦川内町1）

平成20年9月19日
扶桑電通（株）九州支店
福岡市博多区博多駅前１丁目
１８－７博多電気ビル

一般競争入札 ― 1,102,500 ―

190 被収容者給食用食材
支出負担行為担当官
　佐世保刑務所長　大塚哲明
（長崎県佐世保市浦川内町1）

平成20年9月19日
協和商工株式会社
長崎県佐世保市白岳町１５１番
地

一般競争入札 ― 3,687,540 ―
単価契約
１㎏当たり
２０１円ほか

191 被収容者給食用食材
支出負担行為担当官
　佐世保刑務所長　大塚哲明
（長崎県佐世保市浦川内町1）

平成20年9月19日
尾家産業（株）長崎営業所
長崎県諫早市多良見町化屋
1809

一般競争入札 ― 1,555,757 ―
単価契約
１㎏当たり
１８６円ほか
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192 被収容者給食用食材９月分
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9月1日
株式会社山丁
大分県由布市湯布院町川南
1669番地1

一般競争入札 ― 4,015,902 ―
単価契約
1ｋｇ当たり
1100円ほか

193 被収容者給食用食材９月分
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9月1日
株式会社栗本五十市商店
大分県大分市弁天２－３－１０

一般競争入札 ― 3,443,806 ―
単価契約
1ｋｇ当たり
765円ほか

194 被収容者給食用食材９月分
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9月1日
株式会社大給
大分県大分市大洲浜１丁目４
番３５番地

一般競争入札 ― 2,287,190 ―
単価契約
1ｋｇ当たり
593円ほか

195 畳生産工場換気システム
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9月3日
協和工業株式会社
大分市大州浜1丁目4番34号

一般競争入札 ― 3,150,000 ―

196 冷凍食品等（さわら煮付けほか３５点）
支出負担行為担当官
　福岡拘置所長　國部敬徳
（福岡県福岡市早良区百道2－16－10）

平成20年9月18日
（株）岩田産業
福岡県福岡市西区野方1-1-1

一般競争入札 ― 3,808,513 ―
単価契約
１個当たり１６８．４
２円ほか３５件

197 冷凍食品等（うなぎ蒲焼ほか４０点）
支出負担行為担当官
　福岡拘置所長　國部敬徳
（福岡県福岡市早良区百道2－16－10）

平成20年9月18日
（株）山口油屋福太郎
福岡県福岡市南区五十川1-1-
1

一般競争入札 ― 3,287,883 ―
単価契約
１個当たり２５０．９
５円ほか４０件

198 冷凍食品等（白身魚フライほか１９点）
支出負担行為担当官
　福岡拘置所長　國部敬徳
（福岡県福岡市早良区百道2－16－10）

平成20年9月18日
（有）博水
福岡県粕屋郡久山町山田
2110-1

一般競争入札 ― 2,043,417 ―
単価契約
１個当たり３８．８５
円ほか１９件

199 強化白麦
支出負担行為担当官
　福岡拘置所長　國部敬徳
（福岡県福岡市早良区百道2－16－10）

平成20年9月25日
福岡中央米穀商協同組合
福岡県福岡市南区那の川2-2-
5

一般競争入札 ― 1,642,500 ―
単価契約
１kg当たり１８２．５
円
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200 Ａ重油一式

支出負担行為担当官
　月形学園長　大島準一
（北海道樺戸郡月形町字知来乙２６４番
地１）

平成20年9月30日
いあわみざわ農業協同組合
北海道岩見沢市２条西１丁目１
番地

一般競争入札 ― 4,882,500 ―
単価契約
１リッター
97円65銭

201 下半期Ａ重油供給契約

支出負担行為担当官
　青森少年院長　門脇　高次
（青森県東津軽郡平内町大字沼館字沼
館尻）

平成20年9月29日
北日本石油（株）青森支店
青森市勝田2‐2‐18

一般競争入札 ― 9,063,600 ―
単価契約
１ℓ当り87.15円

202
中津少年学院で使用する電力の供給
契約

支出負担行為担当官
　中津少年学院長　鷲野　薫
（大分県中津市大字加来１２０５）

平成20年9月1日
九州電力（株）中津営業所
大分県中津市中央町一丁目２
番５号

一般競争入札 ― 1,656,057 ―
単価契約
基本料金　２４５７
円／ｋＷ　ほか

203 樹木選定作業

支出負担行為担当官代理
入国者収容所大村入国管理センター次
長　増田義武
（長崎県大村市古賀島町６４４－３）

平成20年9月19日
株式会社星寿園
（長崎県大村市荒瀬町９７５－
１）

一般競争入札 ― 2,625,000 ―

204 白灯油購入契約

支出負担行為担当官
入国者収容所大村入国管理センター所
長　齋藤利男
（長崎県大村市古賀島町６４４－３）

平成20年9月29日
金子産業株式会社
（長崎県長崎市鳴滝２丁目７－
１８）

一般競争入札 ― 4,750,200 ―
単価契約
１ﾘｯﾀｰ１１６円

205 自動車用燃料供給契約
支出負担行為担当官
　東京入国管理局長　二階　尚人
（東京都港区港南５－５－３０）

平成20年9月29日
双日エネルギー株式会社
東京都港区赤阪２－１４－３２

一般競争入札 ― 2,501,903 ―
単価契約レギュ
ラー１㍑168円ほ
か１件

206 コピー用紙購入（単価契約）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9月30日
（株）イノウエ商事
泉大津市我孫子２－４－２０

一般競争入札 ― 1,803,165 ―
単価契約
１件あたり０．６２
円他１件

207 医療機器等供給契約　一式
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9月8日
株式会社八神製作所
名古屋市名東区社台3-271

一般競争入札 ― 2,074,844 ―
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208 事務用品供給契約　一式
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9月11日
株式会社丸天産業
名古屋市中区栄5-10-34

一般競争入札 ― 7,150,500 ―

単価契約
（シャープペンシル
芯１個113円ほか
317件）

209 清掃業務委託契約　一式
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9月17日
株式会社サンメンテナンス
大阪市中央区常盤町2-2-5

一般競争入札 ― 1,643,460 ―

210 電子計算機器等賃貸借契約　一式
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9月30日

株式会社トヨシマビジネスシス
テム（名古屋市中区錦二丁目２
－２４　東海ＩＳビル）
富士通リース株式会社（東京都
新宿区西新宿二丁目７番１号）

一般競争入札 ― 1,080,660 ―

211
平成２０年度福岡入国管理局健康診
断委託契約

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　大島 重史
（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9月8日
船員保険福岡健康管理セン
ター
福岡市東区原田３－４－１０

一般競争入札 ― 1,068,627 ―

212
福岡入国管理局及び北九州出張所に
配備する官用車２台

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　大島 重史
（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9月9日
福岡日産自動車株式会社
福岡市博多区千代１－２１－３
７

一般競争入札
（総合評価実施）

― 2,583,000 ―

213
関東公安調査局における健康診断業
務委託契約

支出負担行為担当官
　関東公安調査局長　吉田広司
（東京都千代田区九段南1-1-10）

平成20年9月2日
シーエスケー・クリニック
東京都港区新橋1-13-2　堤ビ
ル4F

一般競争入札 ― 1,494,030 ―

単価契約
身体測定，腹位測
定＠１００円
ほか１２件

214 平成２０年度自動車交換契約（１台）
支出負担行為担当官
　近畿公安調査局長　牧野直明
（大阪府大阪市中央区谷町２ー１－１７）

平成20年9月18日
大阪日産自動車（株）
大阪府大阪市西区南堀江３丁
目１４番２２号

一般競争入札
（総合評価実施）

― 1,372,439 ―

215
中部公安調査局デジタルディスクレ
コーダ４式等の物品供給契約

支出負担行為担当官
　中部公安調査局長　佐藤進
（愛知県名古屋市中区三の丸４－３－
１）

平成20年9月26日
教育産業（株）
愛知県名古屋市中区丸の内３
－１８－２８

一般競争入札 ― 2,276,400 ―
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※　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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