
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
在留資格審査画像照会システム一式
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10月2日

株式会社日立製作所 東京都
江東区新砂1-6-27
日本電子計算機株式会社 東
京都千代田区丸の内3-4-1

一般競争入札 ― 11,529,000 ―

2

「第６０回人権週間ポスター及びリーフ
レット」印刷製本請負業務
①ポスター（Ｂ１判）　1,400部　②ポス
ター（Ｂ２判）　30,000部　③リーフレッ
ト　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10月2日
上越印刷工業株式会社
群馬県前橋市大渡町2-2-1

一般競争入札
(総合評価実施)

― 1,962,246 ―

3
裁判員制度パンフレット（点字版）製作
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10月3日
社会福祉法人日本盲人会連合
東京都新宿区西早稲田2-18-2

一般競争入札 ― 7,066,500 ―

4 登記小六法（平成２０年版）　８４０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10月3日
株式会社紀伊國屋書店
東京都目黒区下目黒3-7-10

一般競争入札 ― 3,686,760 ―

5 事務用品（消耗品）９２品目

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10月3日
株式会社第一文眞堂
東京都港区芝大門1-3-16

一般競争入札 ― 1,571,707 ―

6
「会計例規集（訓令・通達編Ⅰ，Ⅱ）カ
バー等」印刷製本請負業務　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10月6日
竹田印刷株式会社
愛知県名古屋市昭和区白金1-
11-10

一般競争入札 ― 1,088,745 ―

7
法務史料展示室・メッセージギャラ
リー設置のカーテンクリーニング業務
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10月7日
株式会社白洋舎
東京都渋谷区神山町4-14

一般競争入札 ― 945,000 ―
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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

8
事件管理システム用サーバー機器保
守　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10月8日
株式会社日立製作所
東京都江東区新砂1-6-27

一般競争入札 ― 4,483,500 ―

9
人権侵害問題啓発週間インターネット
バナー広告　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10月14日
株式会社日本経済社
東京都中央区銀座7-13-20

一般競争入札 ― 3,913,560 ―

10
中央合同庁舎６号館Ａ棟等に設置の
フロアスイッチ構築及び移行作業　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10月14日
株式会社ネットマークス
東京都江東区豊洲1-1-1

一般競争入札 ― 3,643,500 ―

11
中央合同庁舎６号館Ａ棟等に設置の
フロアスイッチ構築等に必要な機器等
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10月14日

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

一般競争入札 ― 1,284,060 ―

12 情報収集機器　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10月15日
株式会社富士通エフサス
東京都港区芝公園4-1-4

一般競争入札 ― 62,790,000 ―

13
法令外国語訳データベース・システム
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10月15日
国立大学法人名古屋大学
名古屋市千種区不老町１

一般競争入札
(総合評価実施)

― 35,068,950 ―

14

出入国管理業務個人識別情報システ
ムに係る自動化ゲート利用者登録モ
バイル対応のためのソフトウェア改修
に関する設計・開発等　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10月15日
日本電気株式会社
東京都港区芝5-7-1

一般競争入札 ― 27,300,000 ―

15 リサイクルＰＰＣ用紙　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10月20日
株式会社第一文眞堂
東京都港区芝大門1-3-16

一般競争入札 ― 15,057,210 ―
単価契約
Ａ４判
0.53円/枚ほか
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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

16
検察総合情報システム三者即日処理
等モバイルパソコン等　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10月22日
ユニアデックス株式会社
東京都江東区豊洲1-1-1

一般競争入札 ― 79,590,000 ―

17
平成２０年度本省内ＬＡＮシステム等
における情報システム監査等　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10月22日
株式会社ITスクエア
新潟市中央区米山1-11-11

一般競争入札
(総合評価実施)

― 4,147,500 ―

18
地図情報システム事務処理機能追加
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10月23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
(総合評価実施)

― 317,100,000 ―

19
法務省浦安総合センター防煙マスク
及び簡易消火器　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10月23日
株式会社イワナシ
東京都新宿区北山伏町2-2

一般競争入札 ― 3,381,147 ―

20

出入国管理業務の業務・システム最
適化にかかる出入国管理システムに
関連する次世代日本人審査システム
の開発及び共通機能の詳細設計等

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10月24日
株式会社日立製作所
江東区新砂1-6-27

一般競争入札
(総合評価実施)

― 37,590,000 ―

21
商法，会社更生法及び信託法の翻訳
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10月24日
株式会社エァクレーレン
東京都港区赤坂3-4-4

一般競争入札 ― 34,020,000 ―

22

民事保全法，行政事件訴訟法，法の
適用に関する通則法，外国倒産処理
手続の承認援助に関する法律，動産
及び債権の譲渡の対抗要件に関する
民法の特例等に関する法律及び保険
法の翻訳業務　　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10月24日
株式会社エァクレーレン
東京都港区赤坂3-4-4

一般競争入札 ― 9,135,000 ―
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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

23
不動産登記法及び商業登記法の翻
訳業務　　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10月24日
株式会社エァクレーレン
東京都港区赤坂3-4-4

一般競争入札 ― 5,565,000 ―

24
平成２１年外国雑誌（American Bar
Association Journalほか）６７誌

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10月24日
丸善株式会社
東京都中央区日本橋3-9-2

一般競争入札 ― 4,485,600 ―
単価契約
ABA Journal
1,172円/冊ほか

25
動産譲渡登記システムにおける
Windows　Vista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10月27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 ― 2,730,000 ―

26
小型給水ポンプユニット制御系統更新
等作業　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10月28日
川本サービス株式会社東京営
業所
東京都豊島区南大塚2-10-3

一般競争入札 ― 1,995,000 ―

27
動産譲渡登記システムにおける登記
所通知機能改修　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10月28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 ― 1,155,000 ―

28
新登記情報システム附帯設備賃貸借
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10月29日
日本電子計算機株式会社 東
京都千代田区丸の内3-4-1

一般競争入札
(総合評価実施)

― 789,562,851 ―

29
法務省総合的な受付・通知システム
の性能強化用機器等　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10月29日
株式会社エヌ・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)

― 215,134,500 ―

30 訟務研修用DVD制作　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10月31日
三友株式会社
東京都渋谷区神南1-8-11

一般競争入札 ― 3,654,000 ―
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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

31
前橋法務総合庁舎ほか４庁の床面及
び窓ガラス清掃業務請負契約

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10月17日
株式会社ＤＩＯ管財
栃木県宇都宮市雀宮町３３２－
１

一般競争入札 ― 818,017 ―

32
浜松支部ほか4庁におけるｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
接続回線設備等構築業務（一式）

支出負担行為担当官
静岡地方検察庁検事正　北村　道夫
（静岡市葵区追手町9番45号）

平成20年10月17日
株式会社シズデン
（静岡市駿河区曲金5-17-5）

一般競争入札 ― 1,522,500 ―

33
浜松支部庁舎移転業務に伴う請負契
約

支出負担行為担当官
静岡地方検察庁検事正　北村　道夫
（静岡市葵区追手町9番45号）

平成20年10月28日
株式会社日立物流静岡営業部
（静岡市清水区村松624-48）

一般競争入札 ― 2,558,850 ―

34 複合機の調達
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10月15日

(株)コニカミノルタビジネスソ
リューションズ株式会社近畿直
販事業部官公庁営業部
大阪市西区西本町２丁目３番１
０号

一般競争入札 ― 5,746,230 ―

35 複合機の保守
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10月15日

(株)コニカミノルタビジネスソ
リューションズ株式会社近畿直
販事業部官公庁営業部
大阪市西区西本町２丁目３番１
０号

一般競争入札 ― 9,300,060 ―
単価契約（１枚当
たり８円ほか１件）

36 シュレッダー調達
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10月22日
関西文具(株)
大阪市北区浪花町１３番１０号

一般競争入札 ― 3,880,800 ―

37 事務用品一式
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10月31日
石元商事(株)
大阪市都島区中野町１丁目７
番２０号

一般競争入札 ― 4,381,476 ―

単価契約（インク
カートリッジ６個入
り当たり４,９５０円
ほか８４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
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（総合評価の実施）
予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

備　考

38 広島地方検察庁庁用車交換契約
支出負担行為担当官
　広島地方検察庁検事正長井博美
（広島市中区上八丁堀２－１５）

平成20年10月2日
広島トヨペット(株)
広島市西区観音町７番８号

一般競争入札 ― 2,241,225 ―

39
山口地方検察庁防犯カメラ設備更新
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10月31日
㈱片岡計測器サービス
山口市朝田541-1

一般競争入札 ― 3,990,000 ―

40 電話交換設備更新契約
支出負担行為担当官
鳥取地方検察庁検事正　高橋　勝
（鳥取市西町3-201）

平成20年10月16日
扶桑電通株式会社
東京都中央区築地５－４－１８

一般競争入札 ― 2,301,600 ―

41
小倉第二合同庁舎蓄電池及び整流
器部品購入契約

支出負担行為担当官
　福岡地方検察庁検事正　南部義廣
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成20年10月1日
日立バッテリー販売サービス
（株）九州営業所
福岡県春日市日の出2-45

一般競争入札 ― 4,410,000 ―

42
鹿児島地方法務合同庁舎において使
用する電力需給契約

支出負担行為担当官
　鹿児島地方検察庁検事正
　　大野　宗
　　（鹿児島市山下町13番１0号）

平成20年10月1日
九州電力(株)鹿児島営業所
鹿児島市与次郎二丁目６番１６
号

一般競争入札 ― 5,699,845 ―

単価契約
電力料金単価
１kWh　９円７０銭
ほか

43 机，いす等一式調達契約
支出負担行為担当官
　宮崎地方検察庁検事正　津熊寅雄
（宮崎県宮崎市瀬頭2丁目7番11号）

平成20年10月1日
レイメイ藤井株式会社宮崎支
店
宮崎市永楽町140

一般競争入札 ― 31,500,000 ―

44
庁舎移転に伴う移転作業の業務委託
契約

支出負担行為担当官
　宮崎地方検察庁検事正　津熊寅雄
（宮崎県宮崎市瀬頭2丁目7番11号）

平成20年10月1日
株式会社サカイ引越センター
宮崎市花ヶ島町立毛1077番地
1

一般競争入札 ― 1,536,000 ―

45 プリンタ及びプリンタ台調達契約
支出負担行為担当官
　宮崎地方検察庁検事正　津熊寅雄
（宮崎県宮崎市瀬頭2丁目7番11号）

平成20年10月17日
レイメイ藤井株式会社宮崎支
店
宮崎市永楽町140

一般競争入札 ― 2,352,000 ―
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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

46
福島法務合同庁舎電話交換設備更
新契約

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10月28日
ＮＥＣネッツエスアイ（株）福島
営業所
福島県福島市栄町10-21

一般競争入札 ― 2,548,108 ―

47 盛岡法務合同庁舎電力需給

支出負担行為担当官
　盛岡地方検察庁検事正
        　　                    谷川恒太
支出負担行為担当官
　盛岡保護観察所長 佐々木孝一
（岩手県盛岡市内丸8-20）
支出負担行為担当官
　東北公安調査局長  岩井克己
（宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20）

平成20年10月2日
東北電力㈱盛岡営業所
岩手県盛岡市紺屋町1-25

一般競争入札 ― 6,074,635 ―

単価契約
基本料金１，５８５
円５０銭，電力料
金１３円６３銭ほか

48 花巻法務合同庁舎電力需給

支出負担行為担当官
　盛岡地方検察庁検事正
          　                     谷川恒太
（岩手県盛岡市内丸8-20）
支出負担行為担当官
　盛岡地方法務局長 出雲範夫
（岩手県盛岡市内丸7-25）

平成20年10月2日
東北電力㈱花北営業所
岩手県北上市本通り4-11-12

一般競争入札 ― 1,882,619 ―

単価契約
基本料金１，５８５
円５０銭，電力料
金１３円６３銭ほか

49
札幌地方検察庁岩見沢支部及び同
小樽支部へのエアコンの供給及び設
置

支出負担行為担当官代理
　札幌地方検察庁次席検事　長﨑　誠
（札幌市中央区大通西１２丁目）

平成20年10月7日
ダイダン株式会社北海道支店
札幌市北区北２０条西５丁目１
番４３号

一般競争入札 ― 8,904,000 ― 　

50
平成２０年度小樽法務合同庁舎採暖
燃料購入契約

支出負担行為担当官
　札幌地方検察庁検事正　山本信一
（札幌市中央区大通西１２丁目）

平成20年10月28日
北日本石油株式会社札幌支店
札幌市東区北４７条東１３丁目
３番１０号

一般競争入札 ― 1,659,000 ―
単価契約
Ａ重油１リットルあ
たり８２．９５円

51
秋田地方法務合同庁舎暖房用燃料
（白灯油）購入契約

支出負担行為担当官
　秋田地方検察庁検事正　井越正人
支出負担行為担当官
　秋田保護観察所長　当摩敏広
（秋田市山王７－１－２）

平成20年10月27日
㈱男鹿興業社
　秋田市新屋鳥木町１－９８

一般競争入札 ― 1,701,000 ―
単価契約
１リットル当たり６
７．５円
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52 釧路法務総合庁舎Ａ重油納入契約
支出負担行為担当官
　釧路地方検察庁検事正　向井　壯
（北海道釧路市柏木町5番7号）

平成20年10月1日
英和石油株式会社
（北海道釧路市新富町10番17
号)

一般競争入札 ― 4,630,500 ―
単価契約
1リットル当たり
102円

53
網走・北見各法務総合庁舎Ａ重油納
入契約

支出負担行為担当官
　釧路地方検察庁検事正　向井　壯
（北海道釧路市柏木町5番7号）

平成20年10月1日
北日本石油株式会社網走支店
（北海道網走市新町2丁目1番1
号）

一般競争入札 ― 2,646,000 ―
単価契約
1リットル当たり
105円

54
釧路地方検察庁職員健康診断業務
委託契約

支出負担行為担当官代理
釧路地方検察庁次席検事　有水基幸
（北海道釧路市柏木町5番7号）

平成20年10月29日
医療法人社団　慶友会
（北海道旭川市4条西4丁目1番
2号）

一般競争入札 ― 1,321,310 ―

単価契約
定期健康診断1人
当たり3,300円ほか
8件

55 定期健康診断業務委託契約
支出負担行為担当官
　松山地方検察庁検事正　浅尾俊久
（愛媛県松山市一番町４丁目４－１）

平成20年10月27日
医療法人順風会
松山市天山２丁目３－３０

一般競争入札 ― 1,827,052 ―
単価契約
1人当たり胸部Ｘ線
直接1,400円ほか

56
平成２０年度下半期再生ＰＰＣ用紙購
入単価契約（Ａ３用紙５００箱，Ａ４用
紙５３８０箱，Ｂ４用紙４４０箱）

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10月1日
（株）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 ― 11,704,350 ―

単価契約（税抜）
Ａ３：１箱2,050円
Ａ４：１箱1,670円
Ｂ４：１箱2,585円

57
平成２０年度九段第２合同庁舎受変
電設備点検整備業務一式

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10月1日
タカオカエンジニアリング（株）
埼玉県所沢市東所沢和田２－
３－３

一般競争入札 ― 5,040,000 ―

58
自動車物品交換契約
１台

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10月1日
株式会社ホンダカーズ横浜
横浜市保土ヶ谷区岡沢町８２番
地

一般競争入札 ― 1,932,000 ―

59
平成２０年度地図混乱地域における
実態調査及び基準点設置作業一式

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10月20日

（社）茨城県公共嘱託登記土地
家屋調査士協会
茨城県水戸市大足町１０７８－
１

一般競争入札 ― 5,145,000 ―
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60
水戸地方法務局分室自家発電機始
動用蓄電池ほか交換作業一式

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10月22日
（株）ﾎﾏﾚ電池
東京都千代田区神田佐久間町
３－２１

一般競争入札 ― 2,310,000 ―

61
清水合庁空調用吸収式冷温水発生
機オーバーホール業務

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10月1日
大成温調株式会社
東京都品川区大井1-47-1

一般競争入札 ― 3,885,000 ―

62 浜松支局庁舎新営に伴う移転作業
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10月15日
日本通運株式会社
東京都港区東新橋1-9-3

一般競争入札 ― 4,410,000 ―

63 浜松支局新営備品等物品供給
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10月30日
ケイティケイ株式会社
名古屋市東区泉2-3-3

一般競争入札 ― 3,236,310 ―

64
十日町合同庁舎空調及び融雪用灯
油供給契約

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10月15日
（株）山田屋商店
新潟県十日町市山本８６６番地
甲

一般競争入札 ― 5,139,750 ―
単価契約
１リットル当たり８９
円

65
新潟地方法務局南魚沼支局空調及
び融雪用灯油供給契約

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10月15日
（株）北村商事
新潟県南魚沼市坂戸１８番地１

一般競争入札 ― 2,961,000 ―
単価契約
１リットル当たり９４
円

66 各種図面の登録作業
支出負担行為担当官
奈良地方法務局長　坂本章（奈良市高
畑町５５２番地）

平成20年10月16日

東京都渋谷区代々木二丁目1
番1号
テンプスタッフ・テクノロジー株
式会社

一般競争入札 ― 4,061,400 ―

67
物品交換契約（ハイブリッド自動車１
台）

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10月23日
愛知トヨタ自動車（株）
愛知県名古屋市昭和区高辻町
６－８

一般競争入札
(総合評価実施)

― 2,122,175 ―
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68
平成２０年度下半期コピー用紙購入
単価契約

支出負担行為担当官
津地方法務局長　山岸良一
（三重県津市丸之内２６－８）

平成20年10月1日
三重県津市藤方字南八木田１
０７２番地の１
三重リコピー販売株式会社

一般競争入札 ― 3,459,645 ―

単価契約
１箱当たり
２，３１０円
ほか３件

69 物品交換契約（モノクロ複写機2台）
支出負担行為担当官
　福井地方法務局長　富士田義博
（福井県福井市春山１－１－５４）

平成20年10月31日
イワイ(株)
福井県福井市松城町15-11

一般競争入札 ― 768,600 ―

70 物品供給契約（庁舎暖房用燃料）
支出負担行為担当官
　富山地方法務局長　渡辺秀喜
（富山県富山市牛島新町１１－７）

平成20年10月24日
富山石油株式会社
富山市東町一丁目２番２０号

一般競争入札 ― 1,690,000 ―
単価契約
１リットル当たり
75.0円ほか2件

71
広島法務局廿日市支局庁舎移転に伴
う物品等搬出及び搬入作業

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10月10日
東京都港区東新橋１丁目９番３
号
日本通運株式会社

一般競争入札 ― 1,942,500 ―

72
健康診断及び健康管理医業務委託
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10月29日
（財）岡山県健康づくり財団
岡山市平田４０８－１

一般競争入札 ― 1,242,488 ―

73 乗用自動車交換契約
支出負担行為担当官
　鳥取地方法務局長　松﨑義幸
（鳥取県鳥取市東町2-302）

平成20年10月15日
鳥取トヨタ自動車（株）
鳥取市天神町3

一般競争入札 ― 2,003,760 ―

74 スリムタワー型パソコン調達
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10月28日
(株)事務機のミカドヤ
長崎県長崎市小曽根町2-15

一般競争入札 ― 2,514,750 ―

75
宮崎地方法務局本局庁舎移転に伴う
物品等の運送作業

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10月3日
西濃運輸株式会社福岡支店
福岡市博多区井相田一丁目１
番地の５６

一般競争入札 ― 5,260,500 ―

10 / 32 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

76 宮崎地方法務局自動車交換契約

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10月15日
宮崎トヨタ自動車株式会社
宮崎市大字芳士字谷口６９２番
地１７

一般競争入札 ― 1,977,400 ―

77 宮崎地方法務局自動車交換契約

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10月15日

株式会社ホンダ四輪販売南九
州
鹿児島市与次郎一丁目６番２５
号

一般競争入札 ― 1,462,640 ―

78
都城地方合同庁舎吸収冷温水機伝
熱管等洗浄作業契約

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10月31日
第一ビル管理株式会社
宮崎市吉村町大町甲１９９０番
地

一般競争入札 ― 1,554,000 ―

79
汎用複写機及びプリンター用消耗品
継続的売買契約

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10月14日
（株）富士通エフサス
東京都港区芝公園４－１－４

一般競争入札 ― 1,712,896 ―
単価契約
１本当たり４２０９４
円ほか８件

80 採暖用燃料供給単価契約
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10月14日

エア・ウォーター・エネルギー株
式会社
札幌市中央区北３条西１丁目２
番地

一般競争入札 ― 6,602,505 ―

単価契約
Ａ重油１種１号
1Lあたり88円
（税抜き）
ほか２件

81 ＰＰＣ用紙購入契約
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10月14日
大丸サービス株式会社
札幌市白石区菊水３条１丁目８
番２０号

一般競争入札 ― 3,650,346 ―

単価契約
Ａ４判用紙
1箱(2,500枚)あたり
1,740円（税抜き）
ほか１件

82 各種図面の登録作業一式
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10月20日
株式会社マイクロフィッシュ
札幌市北区北１８条西６丁目３
番１０号

一般競争入札 ― 18,417,000 ―

83 乗用自動車交換契約
支出負担行為担当官
　徳島地方法務局長　松原秀人
（徳島県徳島市徳島町城内６－６）

平成20年10月17日
株式会社ホンダカーズ徳島
徳島市応神町東貞方字諏訪ノ
市１６番地

一般競争入札
(総合評価実施)

― 1,750,000 ―
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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
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予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

備　考

84 電話交換設備更新整備
支出負担行為担当官
　大阪矯正管区長　南山久明
（大阪市中央区大手前4-1-67）

平成20年10月14日
都築電気（株）大阪支店
大阪市北区中之島２丁目２番２
号

一般競争入札 ― 1,134,000 ―

85
平成20年度下半期被収容者用強化
精麦単価契約

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10月1日
ホクレン農業協同組合連合会
道央支店
北海道札幌市中央区北4西1-3

一般競争入札 ― 11,718,000 ―
単価契約１キログ
ラムにつき
195.3円

86 札幌刑務所融雪用電気需給契約
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10月28日
北海道電力㈱
北海道札幌市中央区大通東1-
2

一般競争入札 ― 4,744,886 ―

基本料金単価
最低使用期間1kW
につき871.50円
上記期間以外の
期間1kWにつき
241.50円
電力量料金単価
1kWhにつき9.71円

87
ブラウン管テレビ受像機一式購入契
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10月29日
㈱光映堂シ－エ－ブィ
北海道札幌市東区北46東19-
1-1

一般競争入札 ― 2,278,500 ―

88
平成20年11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10月29日
㈱コニサ－オイル
北海道札幌市中央区南11西
20-2-1

一般競争入札 ― 11,558,400 ―
単価契約１リットル
につき
72.24　円

89
保安事務処理業務ほか2件に係る派
遣契約

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10月29日
アデコ㈱
東京都港区南青山1-15-9

一般競争入札 ― 5,015,808 ―
単価契約　1時間
(6人分)につき
6,531円

90
領置物品管理業務ほか1件に係る派
遣契約

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10月29日
アデコ㈱
東京都港区南青山1-15-9

一般競争入札 ― 1,685,376 ―
単価契約　1時間
(2人分)につき
2,194.5円
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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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落札率
（％）

備　考

91
被収容者デ－タ管理システム入力業
務ほか1件に係る派遣契約

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10月29日
アデコ㈱
東京都港区南青山1-15-9

一般競争入札 ― 1,733,760 ―
単価契約　1時間
(2人分)につき
2,257.5円

92 総務系業務に係る派遣契約
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10月29日
アデコ㈱
東京都港区南青山1-15-9

一般競争入札 ― 4,169,088 ―
単価契約　1時間
(5人分)につき
5,428.5円

93
旭川刑務所，名寄拘置支所平成20年
度第３四半期A重油単価契約

支出負担行為担当官
旭川刑務所長　松田　治
（北海道旭川市東鷹栖3線20号620番地)

平成20年10月1日
日東石油株式会社
北海道旭川市本町2丁目

一般競争入札 ― 10,211,576 ―
単価契約

     94.815円/㍑

94
旭川刑務所，名寄拘置支所平成20年
度第３四半期灯油単価契約

支出負担行為担当官
旭川刑務所長　松田　治
（北海道旭川市東鷹栖3線20号620番地)

平成20年10月1日
日東石油株式会社
北海道旭川市本町2丁目

一般競争入札 ― 3,970,050 ―
単価契約

     99.75円/㍑

95
帯広刑務所
下半期Ａ重油購 入
Ａ重油２１６，０００㍑

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10月1日

北海道エネルギー株式会社帯
広販売支店
帯広市西１７条北２丁目
５５－１３

一般競争入札 ― 20,139,840 ―
単価契約
１㍑単価
９３．２４円

96
帯広刑務所
下半期白灯油購入
白灯油３８，０００㍑

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10月1日

北海道エネルギー株式会社帯
広販売支店
帯広市西１７条北２丁目
５５－１３

一般競争入札 ― 3,750,600 ―
単価契約
１㍑単価
９８．７０円

97
帯広刑務所
電話交換設備等一式更新

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10月16日
東洋通工株式会社
北海道帯広市西１５条　　南１０
丁目１番地

一般競争入札 ― 5,145,000 ―

98
釧路刑務支所
第３四半期Ａ重油購入
７０，０００㍑

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）
釧路少年鑑別所長　鈴木　秀樹
（釧路市弥生1-5-22）

平成20年10月1日
金井石油株式会社
釧路市大町１丁目１番１０号

一般競争入札 ― 7,276,500 ―
単価契約
１㍑単価
１０３．９５円
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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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落札率
（％）

備　考

99
業務委託契約（一般事務）
９ポスト

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10月22日
株式会社セノン
（東京都新宿区西新宿２丁目
１－１）

一般競争入札 ― 7,983,360 ―
契約単価
１人当たり
１，１５５円／ｈ

100
物品（A重油）１１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10月31日
有限会社森商事
（北海道網走市南７条東２丁
目ー２）

一般競争入札 ― 6,468,000 ―
契約単価
1リットル当り
９２円４０銭

101 被収容者用医療機器一式
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10月16日
株式会社竹山岩見沢支店
北海道岩見沢市志文町957-5

一般競争入札 ― 2,992,500 ―
電子内視鏡１
上部消化管電子ス
コープ１

102 被収容者用ベッドほか全11品目
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10月30日
株式会社竹山岩見沢支店
北海道岩見沢市志文町957-5

一般競争入札 ― 1,940,935 ―
ベッドサイドテーブ
ルほか１１品目

103 被収容者用ベッドほか全5品目
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10月30日
株式会社前商店
北海道岩見沢市１条西９丁目１
－２

一般競争入札 ― 4,123,035 ― ベッドほか６品目

104 Ａ重油の購入（２００，０００　L)
支出負担行為担当官
　函館少年刑務所長　新井英敏
（北海道函館市金堀町６－１１）

平成20年10月21日
五稜石油（株）
北海道函館市本通１－５６－１
５

一般競争入札 ― 20,790,000 ―
単価契約
１リットル当たり
１０３．９５　円

105 白灯油の購入代（１２０，０００　Ｌ）
支出負担行為担当官
　函館少年刑務所長　新井英敏
（北海道函館市金堀町６－１１）

平成20年10月21日
日商砿油（株）函館支店
北海道函館市万代町１６－２９

一般競争入札 ― 13,104,000 ―
単価契約
１リットル当たり
１０９．２０　円

106 民間業務委託（警備）
支出負担行為担当官
　函館少年刑務所長　新井英敏
（北海道函館市金堀町６－１１）

平成20年10月31日
東洋警備保障（株）
北海道札幌市中央区北６西２２

一般競争入札 ― 1,285,200 ―
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備　考

107 Ａ重油購入契約
支出負担行為担当官
青森刑務所長　太田　実
（青森県青森市大字荒川字藤戸８８）

平成20年10月1日
（株）北日本石油青森支店
青森県青森市勝田２丁目２番１
８号

一般競争入札 ― 6,536,250 ―
単価契約
１リットル当たり
８７．１５円

108 白灯油購入契約
支出負担行為担当官
青森刑務所長　太田　実
（青森県青森市大字荒川字藤戸８８）

平成20年10月1日
（株）ヤマネン石油ガス
青森県青森市中央一丁目６－
２

一般競争入札 ― 7,086,479 ―
単価契約
１リットル当たり
９１．７７円

109 糊付機１台
支出負担行為担当官
　秋田刑務所長　浦　寛美
（秋田県秋田市川尻新川町１－１）

平成20年10月10日
有限会社　藤機械店
秋田県横手市松原町2-48

一般競争入札 ― 2,047,500 ―

110 白灯油供給契約１００，０００ℓ
支出負担行為担当官
　山形刑務所長　  村上　忠夫
（山形市あけぼの２丁目１番地の１）

平成20年10月2日
山形酸素株式会社
山形市久保田１－７－１

一般競争入札 ― 11,340,000 ―

111 Ａ重油供給契約　９８，０００ℓ
支出負担行為担当官
　山形刑務所長　  村上　忠夫
（山形市あけぼの２丁目１番地の１）

平成20年10月2日
株式会社野川石油
天童市万代１番２号

一般競争入札 ― 10,187,100 ―

112
被収容者主食用強化精麦供給契約
４０，０００キログラム

支出負担行為担当官
福島刑務所　福　地　美惠子
福島市南沢又字上原１

平成20年10月2日
㈱JAクリエート福島
郡山市田村町金屋字下夕川原
７６－１

一般競争入札 ― 7,560,000 ―
単価契約
1キログラム
＠189円

113
被収容者主食用コッペパン供給契約
１１，５５５キログラム

支出負担行為担当官
福島刑務所　福　地　美惠子
福島市南沢又字上原１

平成20年10月2日
銀嶺食品工業涸㈱
福島市泉字道下１６－５１

一般競争入札 ― 5,775,189 ―
単価契約
１キログラム
＠499.80円

114 ローサルＡ重油供給契約
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10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 ― 13,230,000 ―
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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

115 普通乗合自動車交換売買契約
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10月1日
栃木日産自動車販売（株）
栃木県宇都宮市不動前５丁目
１番２９号

一般競争入札
(総合評価実施)

― 4,515,000 ―

116 灯油供給契約
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10月1日
（有）猪瀬燃料店
栃木県大田原市柴塚１－１３－
１８

一般競争入札 ― 3,477,600 ―

117 第３四半期分　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10月3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 ― 8,467,200 ―
単価契約
１リットル当たり
９４．０８円

118 大型乗用自動車1台
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10月20日
群馬日野自動車株式会社
群馬県前橋市上増田町２５８－
１０

一般競争入札 ― 6,090,000 ―

119 木工機械３台
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10月27日
協和機工株式会社
東京都足立区千住宮元町１－
１２

一般競争入札 ― 4,462,500 ―

120 総務系(会計事務)業務委託
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10月27日
マンパワー・ジャパン株式会社
高崎支店
群馬県高崎市あら町１１６－１

一般競争入札 ― 913,632 ―

121 総務系(用度事務)業務委託
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10月27日
マンパワー・ジャパン株式会社
高崎支店
群馬県高崎市あら町１１６－１

一般競争入札 ― 913,632 ―

122
平成２０年度下半期強化精麦供給契
約

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

平成20年10月1日
株式会社中村商店
千葉県千葉市中央区問屋町
11-4

一般競争入札 ― 5,271,600 ―
単価契約
１ｋｇあたり
191円
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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
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落札率
（％）

備　考

123 被収容者用給食食料品供給契約

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

平成20年10月1日

尾家産業株式会社
千葉営業所
千葉県千葉市中央区都町
1277-1

一般競争入札 ― 7,188,150 ―

単価契約
スパゲティ285円／
kg
ほか３２点

124 被収容者用給食食料品供給契約

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

平成20年10月1日

株式会社サン・マーク
千葉支店
千葉県浦安市千鳥10-6
浦安流通センター内６階

一般競争入札 ― 2,677,500 ―
単価契約
マカロニ250円／kg
ほか２０点

125 被収容者用給食食料品供給契約

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

平成20年10月1日
株式会社鈴木食品
千葉県千葉市中央区浜野町
1226

一般競争入札 ― 2,283,197 ―
単価契約
黒ごま550円／kg
ほか１４点

126 被収容者用給食食料品供給契約

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

平成20年10月1日
株式会社東三産業
東京都中野区大和町1-13-3

一般競争入札 ― 2,198,844 ―

単価契約
干うどん271円／
kg
ほか１４点

127 被収容者用給食食料品供給契約

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

平成20年10月1日
有限会社梅澤商店
千葉県千葉市中央区鶴沢町
11-12

一般競争入札 ― 2,475,824 ―
単価契約
小麦粉107円／kg
ほか１３点

128 平成２０年度警備業務委託２

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10月28日
国際警備株式会社
神奈川県横浜市中区山吹町1-
1

一般競争入札 ― 8,032,500 ―

129
醸造用原材料の供給契約
（大豆）

支出負担行為担当官
市原刑務所長　石渡貫一郎
（千葉県市原市磯ヶ谷１１－１）

平成20年10月1日
三幸食品株式会社
東京都中央区蛎殻町
２丁目１６番７号

一般競争入札 ― 8,248,800 ―
単価契約
１０３．１１円／ｋｇ

130
醸造用原材料の供給契約
（アミノ酸液）

支出負担行為担当官
市原刑務所長　石渡貫一郎
（千葉県市原市磯ヶ谷１１－１）

平成20年10月1日
コスモ食品株式会社
東京都中央区小伝馬町
１２番２号東屋ビル７階

一般競争入札 ― 18,835,400 ―
単価契約
９１．８８円／Ｌ
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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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落札率
（％）

備　考

131 特Ａ重油供給契約（第三四半期）
支出負担行為担当官
市原刑務所長　石渡貫一郎
（千葉県市原市磯ヶ谷１１－１）

平成20年10月1日
共栄海運株式会社
千葉県木更津市潮見３丁目１４
番１号

一般競争入札 ― 5,046,300 ―
単価契約
９３．４５円／Ｌ

132
強化白麦供給契約
（平成２０年度下半期）

支出負担行為担当官
市原刑務所長　石渡貫一郎
（千葉県市原市磯ヶ谷１１－１）

平成20年10月1日
東京都杉並区桃井２－２－１
山手荻窪ビル２階

一般競争入札 ― 1,890,000 ―
単価契約
１８９円／ｋｇ

133 A重油供給契約
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10月1日
多摩商事株式会社
東京都東久留米市柳窪３－１
－１５

一般競争入札 ― 4,586,400 ―
単価契約
109.2円／L

134 コバルト治療装置解体撤去契約
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10月6日
株式会社日立メディコ
東京都千代田区外神田４－１４
－１

一般競争入札 ― 4,399,500 ―

135 庁舎維持管理等業務委託契約
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10月29日
株式会社成島商会
東京都立川市砂川町１－４４－
７

一般競争入札 ― 1,196,895 ―

136 普通貨物自動車１台
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10月1日
東京都トヨペット株式会社
東京都港区芝浦４－８－３

一般競争入札 ― 3,639,635 ―

137 事務什器供給契約一式
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10月2日
株式会社コイヌマ
東京都立川市高松町１－１７－
２６

一般競争入札 ― 4,719,750 ―

138 被収容者給食用食材供給契約
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10月17日
柏木商事株式会社
東京都立川市上砂町４－３６

一般競争入札 ― 8,125,163 ―
単価契約
冷凍ポテトハーフ
３１５円ほか９件
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139 被収容者給食用食材供給契約
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10月17日
株式会社随喜産業
東京都新宿区上落合２－８－２

一般競争入札 ― 13,030,204 ―
単価契約
豆板醤４７７．７５
円ほか１２件

140 被収容者給食用食材供給契約
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10月17日
関東食品株式会社埼玉支店
埼玉県鶴ヶ島市柳戸町７－１１

一般競争入札 ― 25,918,019 ―

単価契約
フライドポテト
４５７．８円ほか２６
件

141 被収容者給食用食材供給契約
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10月17日
株式会社名給立川営業所
東京都立川市西砂町５－４－３

一般競争入札 ― 7,909,285 ―
単価契約
ゼリー９７９．６５円
ほか６件

142 被収容者給食用食材供給契約
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10月17日
株式会社サン・マーク
東京都江東区木場２－７－１５

一般競争入札 ― 18,925,253 ―
単価契約
冷凍里芋１７８．５
円ほか１８件

143 被収容者給食用食材供給契約
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10月17日
川原食品株式会社
茨城県結城市若宮１０－１２

一般競争入札 ― 5,188,680 ―
単価契約
角揚げ６０９円

144 被収容者給食用食材供給契約
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10月17日
株式会社藤木屋
東京都港区芝大門２－１１－８

一般競争入札 ― 2,927,715 ―

単価契約
ザーサイ漬け
４５９．９円ほか３
件

145 被収容者給食用食材供給契約
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10月17日
株式会社三浦屋
東京都武蔵野市吉祥寺本町１
－９－１０

一般競争入札 ― 24,088,508 ―

単価契約
液体マーガリン
５７７．５円ほか１０
件

146 被収容者給食用食材供給契約
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10月17日
丸宮食品株式会社
埼玉県さいたま市見沼区卸町
１－３７

一般競争入札 ― 2,389,590 ―
単価契約
冷凍南京１９９．５
円ほか３件
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147 被収容者給食用食材供給契約
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10月28日
株式会社協同食品サービス
東京都東村山市富士見町２－
１３－２１

一般競争入札 ― 10,058,444 ―

単価契約
冷凍ミックス野菜
１４３．８５円ほか９
件

148 被収容者給食用食材供給契約
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10月28日
株式会社藤木屋
東京都港区芝大門２－１１－８

一般競争入札 ― 2,109,555 ―
単価契約
削り節佃煮
１,１４０．３円

149 被収容者給食用食材供給契約
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10月28日

尾家産業株式会社西東京営業
所
東京都国立市富士見台３－９
－２

一般競争入札 ― 11,886,021 ―
単価契約
おろし生姜４２０円
ほか１９件

150 被収容者給食用食材供給契約
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10月28日
株式会社サン・マーク
東京都江東区木場２－７－１５

一般競争入札 ― 860,580 ―

単価契約
冷凍しいたけ
３２５．５円ほか１
件

151 自動車運転業務委託契約
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10月29日
日本総合サービス株式会社
東京都品川区西五反田７－１０
－４

一般競争入札 ― 1,286,250 ―
単価契約
月額257,250円

152 事務業務等派遣契約（１２名）
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10月29日
株式会社アール・エス・シー
東京都豊島区東池袋３－１－３

一般競争入札 ― 11,612,160 ―
単価契約
契約価格１時間当
たり１,２６０円ほか

153 通訳翻訳業務派遣契約
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10月29日
株式会社アーキ・ヴォイス
京都府京都市下京区元悪王寺
町３７

一般競争入札 ― 1,229,900 ―
単価契約
契約価格１時間当
たり２，３１０円

154
横浜刑務所使用　被収容者主食用強
化精麦

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10月1日
株式会社　むらせ
神奈川県横須賀市米が浜通
１－６

一般競争入札 ― 9,783,774 ―
単価契約１キログ
ラム当たり１９０．０
５円
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155 Ａ４コピー用紙供給契約
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10月8日
美保産業株式会社
東京都品川区西中延１－３－２
３

一般競争入札 ― 1,578,360 ―
単価契約２５００枚
当たり１，８７９円

156
新潟刑務所暖房用白灯油供給契約
　　　　 (８６，０００Ｌ）

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10月30日
新潟・ハシモト・エネルギ－株
式会社
新潟市東区榎町１３０番地

一般競争入札 ― 6,510,630 ― 単価/1KL75.705円

157
ボイラー燃料油（Ａ重油，１１・１２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10月29日
巻田油業株式会社
静岡県焼津市中港２丁目５番１
６号

一般競争入札 ― 2,730,000 ―
単価契約
68.25円/kg

158 東京拘置所で使用する電気
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10月27日
東京電力㈱
東京都台東区竜泉2-18-6

一般競争入札 ― 162,211,955 ―
単価契約
基本料金単価
1,638円ほか

159 東京拘置所コピー用紙
支出負担行為担当官代理
　東京拘置総務部長　横山　和洋
（東京都葛飾区小菅1-35-1）

平成20年10月24日
美保産業㈱
東京都品川区西中延1-3-23

一般競争入札 ― 1,687,500 ―
単価契約
ｺﾋﾟｰ用紙１枚
0.75円ほか

160 東京拘置所ガソリン等
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10月1日
日東鉱油㈲
東京都葛飾区小菅3-11-12

一般競争入札 ― 1,647,000 ―
単価契約
ｶﾞｿﾘﾝ １Ｌ
149.1円ほか

161 Ａ重油，１９４，０００リットル
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10月1日
松村物産（株）
石川県金沢市広岡2-1-27

一般競争入札 ― 17,884,860 ―
単価契約
９２.１９円/L

162 強化精麦，１４，６００ｋｇ
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10月14日
協和精麦（株）
神奈川県伊勢原市沼目5-2-5

一般競争入札 ― 2,774,730 ―
単価契約
190.05円/ｋｇ

21 / 32 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

163 第３・四半期Ａ重油単価購入契約
支出負担行為担当官
笠松刑務所　杉　原　博　文
（岐阜県羽島郡笠松町中川町２３）

平成20年10月1日
大一石油　株式会社
岐阜県多治見市白山町１丁目
１６－２

一般競争入札 ― 3,758,265 ―
単価契約
1リットル当たり
９１．６６５円

164 第３・四半期灯油単価購入契約
支出負担行為担当官
笠松刑務所　杉　原　博　文
（岐阜県羽島郡笠松町中川町２３）

平成20年10月1日
株式会社　堀井商店
岐阜県羽島郡笠松町長池
１７８番の４

一般競争入札 ― 963,900 ―
単価契約
１リットル当たり
９６．３９円

165 被収容者に給与する精麦

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）
支出負担行為担当官
　宮川医療少年院長　小栗　正幸
（三重県伊勢市小俣宮前25）
支出負担行為担当官
　津少年鑑別所長　井戸　敏春
（三重県津市南新町12-12）

平成20年10月1日
ミエハク工業株式会社
三重県津市一身田中野78-1

一般競争入札 ― 2,875,500 ―
単価契約
225円/kg

166 官用車ステーションワゴン購入
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10月1日
三交自動車サービス株式会社
三重県津市あつの台4丁目1番
1

一般競争入札 ― 2,623,531 ―

167 作業門警備業務委託
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10月10日

株式会社アール・エス・シー中
部
愛知県名古屋市西区那古野1-
14-18

一般競争入札 ― 2,192,400 ― 月額385,560円

168 医療機器購入一式
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10月24日
株式会社コタケメディカル
三重県津市阿漕町津興1050-3

一般競争入札 ― 4,147,500 ―

169 自動車運行管理業務委託契約
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10月28日
日本道路興運株式会社
東京都新宿区西新宿六丁目６
番３号

一般競争入札 ― 1,713,600 ―

22 / 32 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

170
派遣業務（物品供用事務，工事立会・
営繕等業務）　　２名

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10月28日
マンパワー・ジャパン株式会社
滋賀支店
草津市大路１丁目町１０番１号

一般競争入札 ― 1,915,392 ―
単価契約
時給1,２４７円

171 電気需給契約

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10月3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 ― 22,761,302 ―
単価契約
1,758.75円ほか

172 下半期分強化精麦購入契約
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10月9日
築野食品工業株式会社
和歌山県伊都郡かつらぎ町新
田94

一般競争入札 ― 9,450,000 ―
単価契約「１ｋｇ当
たり１８９円」

173 電話交換設備等一式購入
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10月6日
扶桑電通(株)関西支社
大阪府大阪市北区堂島浜2-1-
9

一般競争入札 ― 3,801,000 ―

174 労働者派遣契約
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10月30日
(株)アール・エス・シー大阪支社
大阪府大阪市中央区高麗橋4-
3-7

一般競争入札 ― 3,117,312 ―
単価契約
1時間あたり
1,353円

175 特定外国語語学研修業務委託
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10月16日
サンエンス（株）
大阪府大阪市太融寺町１－１７

一般競争入札 ― 976,500 ―

176
職員一般定期健康診断及び特別定
期健康診断業務委託

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10月16日
医療法人社団　弘成会
兵庫県明石市藤江２０１

一般競争入札 ― 1,412,565 ―

177
神戸刑務所処遇部門及び医務部業
務委託

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10月27日
日本総合サービス（株）
兵庫県明石市藤江９２５番

一般競争入札 ― 1,785,000 ―
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178
非常電鈴盤及び巡回表示装置の
修理　一式

支出負担行為担当官
播磨社会復帰
促進センター長　亀田　光生
（兵庫県加古川市八幡町
宗佐544）

平成20年10月30日

三菱電機システムサービス(株)
関西機電支社
大阪府大阪市北区大淀中
1-4-13

一般競争入札 ― 1,837,500 ―

179 強化精麦購入契約
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10月1日
東播米穀株式会社
神戸市兵庫区下沢通8丁目4番
8号

一般競争入札 ― 4,217,598 ―
単価契約
196.35円/kg

180 第3四半期A重油購入契約
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10月1日
しき島商事株式会社
加古川市別府町1-2

一般競争入札 ― 2,235,175 ―
単価契約
89.25円/ℓ
他

181 歯科用X線装置購入契約
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10月21日
株式会社クラヤ三星堂
東京都中央区八重洲2-7-15

一般競争入札 ― 1,827,000 ―

182 職員健康診断契約
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10月1日
財団法人加古川総合保健ｾﾝ
ﾀｰ
加古川市新在家1224-12

一般競争入札 ― 1,114,470 ―

単価契約
間接X線撮影
672円/枚
他

183
和歌山刑務所翻訳・通訳人材派遣契
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10月23日
株式会社パソナスパークル和
歌山支社
和歌山市美園町３丁目３２－１

一般競争入札 ― 1,179,360 ―
時間単価＠2，184
円

184 医療機器交換契約
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10月8日
祐本医科器械株式会社
兵庫県姫路市呉服町７番地

一般競争入札 ― 1,386,000 ―

185 ボイラー用Ａ重油
支出負担行為担当官
奈良少年刑務所長　平田利治
奈良市般若寺町１８番地

平成20年10月1日
奈良市今市町４６－１
株式会社加藤商会

一般競争入札 ― 3,822,000 ―
単価95.55円/㍑
（税込）
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186 強化精麦の購入

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10月1日
浅香精麦所
堺市北区奥本町2-5

一般競争入札 ― 6,879,600 ―
単価契約
191.1円/kg

187 凍結全卵の購入

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10月1日
株式会社名給
名古屋市熱田区新尾頭2-2-61

一般競争入札 ― 4,165,560 ―
単価契約
365.4円/kg

188 X線テレビ撮影装置賃貸借契約

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10月24日
東芝医用ファイナンス株式会社
東京都文京区本郷3-15-2

一般競争入札 ― 7,862,400 ―

189 処遇系及び総務系人材派遣契約

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10月29日
株式会社アール・エス・シー大
阪支店
大阪市中央区高麗橋4-3-7

一般競争入札 ― 13,732,912 ―
単価契約
1,312円/時ほか12
件

190 総務系業務人材派遣
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10月27日

マンパワー・ジャパン（株）
神奈川県横浜市西区みなとみ
らい二丁目2番1号
横浜ランドマークタワー

一般競争入札 ― 812,544 ―
1時間当り
1，058円

191 自動車運転業務委託
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10月27日
鳥取警備保障（株）
鳥取県鳥取市商栄町２３０番地

一般競争入札 ― 934,500 ―
1か月当り
186,900円

192 警備業務委託
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10月27日
富士綜合警備保障（株）
鳥取県鳥取市秋里４０５番地１

一般競争入札 ― 1,837,500 ―
1か月当り
183，750円

193 糊付機
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10月28日
（有）メカニック田中
鳥取県鳥取市南安長１丁目４
番１０号

一般競争入札 ― 2,097,900 ―
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194 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10月30日
中国アポロ（株）
広島県広島市中区富士見町4-
30

一般競争入札 ― 2,210,880 ―
契約単価
69.09円/L

195 A重油供給
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10月1日

株式会社ニシモトｴﾈﾙｷﾞｰサプ
ライ
山口県岩国市錦見２丁目１１番
３１号

一般競争入札 ― 2,242,800 ―
単価契約93.45円
/L

196 総務系及び処遇系業務委託契約
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10月23日
株式会社  徳島派遣センター
徳島市沖浜東３丁目１９－１

一般競争入札 ― 4,593,745 ―

197 鶏肉売買契約
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10月21日
善通寺畜産農業協同組合
香川県善通寺市金蔵寺町６６３
番地

一般競争入札 ― 2,269,800 ―

単価契約
若鶏むね肉
1,100kg＠４１４円
他１件

198
Ａ重油供給契約
（第３四半期）

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10月1日
入交石油株式会社
（高知市中の島２番８９号）

一般競争入札 ― 6,615,000 ―
単価契約
110円25銭／1ℓ

199
高知刑務所で使用する被収容者用食
材（20.11.1～21.3.31）

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10月31日
株式会社サンプラザ
（土佐市高岡町乙27-1）

一般競争入札 ― 1,674,698 ―
単価契約
396円／1ｋｇ
他12件

200
高知刑務所で使用する被収容者用食
材（20.11.1～21.3.31）

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10月31日
有限会社五十嵐ブロイラー
（高知市帯屋町1-1-16）

一般競争入札 ― 1,644,360 ―
単価契約
420円／1ｋｇ
他4件

201
高知刑務所で使用する被収容者用食
材（20.11.1～21.3.31）

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10月31日
株式会社池田商店　高知支店
（高知市南金田3-47-3）

一般競争入札 ― 2,859,991 ―
単価契約
246円／1ｋｇ
他11件
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202
高知刑務所で使用する被収容者用食
材（20.11.1～21.3.31）

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10月31日
株式会社高知タマモ
（高知市池字堀越402-19）

一般競争入札 ― 3,410,409 ―
単価契約
360円／1ｋｇ
他32件

203
高知刑務所で使用する被収容者用食
材（20.11.1～21.3.31）

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10月31日
野瀬食肉店
（高知市北本町2-4-4）

一般競争入札 ― 3,591,400 ―
単価契約
900円／1ｋｇ
他5件

204 自動車運転業務委託契約
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10月31日
株式会社ワークスタッフ高知営
業所
（高知市北本町４－５－３３）

一般競争入札 ― 1,134,000 ―

205 労働者派遣契約
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10月31日
株式会社ワークスタッフ高知営
業所
（高知市北本町４－５－３３）

一般競争入札 ― 789,466 ―

206 医療用医薬品（下半期）

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10月1日
（株）宮崎温仙堂商店
福岡県福岡市博多区井相田2
丁目２－４３

一般競争入札 ― 2,349,220 ― アスピリン他45点

207 医療用医薬品（下半期）

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10月1日
（株）翔薬
福岡県福岡市博多区山王2丁
目３－５

一般競争入札 ― 4,821,946 ―
アスパラカリュム錠
３００ｍｇ他１０２点

208 Ａ重油

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10月1日
サンライズ石油（株）
福岡県福岡市中央区港３丁目
１０番１７号

一般競争入札 ― 6,350,400 ―
単価契約
１Ｌあたり88.20円

209 平成２０年１１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10月20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 ― 2,243,871 ―

単価契約
冷凍ブロッコリー１
袋当たり１７６円外
２２点
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210 収容資材消耗品

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10月31日
（株）イナザワ
福岡県糟屋郡須恵町大字上須
恵７４８－３

一般競争入札 ― 19,456,913 ―
クレンザー１箱当
たり2625円外70点

211 収容資材消耗品

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10月31日
㈱フジモト福岡支店
福岡県福岡市博多区博多駅南
6－2－30

一般競争入札 ― 3,395,124 ―
キッチンハイター1
本当たり１６０円外
9点

212 民間委託人材派遣業務追加契約
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10月30日
（株）パソナ長崎
長崎県長崎市万才町３－５

一般競争入札 ― 4,354,560 ―

単価契約
１時間当たり
945円
可動日数９６日

213 京町拘置支所電力需要契約
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10月1日
九州電力株式会社熊本西営業
所
熊本県熊本市上熊本2-12-10

一般競争入札 ― 4,507,351 ―

単価契約
基本料金単価
1,953円/kw・月
夏季料金10.59円
/kw・時
その他季料金9,70
円/kw時

214 総務系業務派遣契約
支出負担行為担当官
宮崎刑務所長　畑江裕二
（宮崎県宮崎市糸原４５２３）

平成20年10月28日

テンプスタッフ福岡株式会社
宮崎支店
宮崎県宮崎市高千穂徒通１丁
目６番３５号

一般競争入札 ― 3,749,760 ―

215 自動車運転業務委託（請負）
支出負担行為担当官
宮崎刑務所長　畑江裕二
（宮崎県宮崎市糸原４５２３）

平成20年10月28日
株式会社文化コーポレーシュン
宮崎県宮崎市生目台３丁目４
番地２

一般競争入札 ― 1,047,900 ―

216 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10月1日
（有）よしむら石油
鹿児島県大口市原田９８５

一般競争入札 ― 6,409,200 ―
単価契約
　　１１４．４５円/L
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217
平成２０年度下半期被収容者用食料
品の継続的供給

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10月1日
㈱倉府食品
鹿児島市東開町３－１６１

一般競争入札 ― 2,644,196 ―

単価契約
　グリーンピース
　１９９．５円/kgほ
か１８件

218
平成２０年度下半期被収容者用食料
品の継続的供給

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10月1日
さかいだストアー
鹿児島県姶良郡湧水町川西７
４８－１

一般競争入札 ― 2,601,150 ―
単価契約
　薄あげ　　９３０円
/kgほか４件

219
平成２０年度下半期被収容者用食料
品の継続的供給

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10月1日
(有)末継飲料工業所
宮崎県えびの市大字向江６７８ 一般競争入札 ― 2,589,898 ―

単価契約
　２００ｍｌ牛乳　　２
００円/kgほか８件

220
平成２０年度下半期被収容者用食料
品等の継続的供給

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10月1日
(株）南給
鹿児島県薩摩川内市上川内町
桜井原５２８３－１

一般競争入札 ― 7,278,438 ―

単価契約
　ウインナー荒挽
き　　８９２円/kgほ
か３４件

221
平成２０年度下半期被収容者用食料
品等の継続的供給

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10月1日
（有）藤丸食品
宮崎県小林市大字細野２１８５

一般競争入札 ― 7,449,342 ―
単価契約
　焼き竹輪　　５８０
円/kgほか３３件

222
平成２０年度下半期被収容者用食料
品等の継続的供給

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10月1日
（株）コダマ
宮崎県小林市大字細野２１２６
－１

一般競争入札 ― 2,013,420 ―
単価契約
一食酢味噌　　５２
５円/kgほか１４件

223
平成２０年度下半期被収容者用食料
品等の継続的供給

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10月1日
（株）山一商会
鹿児島県鹿児島市谷山港１－
４－１３

一般競争入札 ― 8,421,951 ―
単価契約
一食ソース　　４８
７円/kgほか４８件

224
平成２１年度下半期被収容者用食料
品等の継続的供給

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10月1日
(有)桐生食品
宮崎県都城市松元町２街区２１
号

一般競争入札 ― 4,915,600 ―
単価契約
豚肉（上）　５６５円
/kgほか３件
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225
Ａ重油売買契約
１１０キロリットル

支出負担行為担当官
沖縄刑務所長　倉光　修二
沖縄県南城市知念字具志堅３３０

平成20年10月1日
株式会社　りゅうせき
沖縄県浦添市西洲２－２－３

一般競争入札 ― 10,175,550 ―
単価契約
１リットル当り
92.505円

226
平成２０年度第３四半期Ａ重油売買契
約

支出負担行為担当官
佐賀少年刑務所長　五反田伸一
佐賀少年刑務所佐賀市新生町２番１号

平成20年10月1日
佐賀県食糧株式会社佐賀市兵
庫町藤木1177

一般競争入札 ― 3,666,000 ―
単価契約
１㍑１０１．８５円

227
総務系業務４ポストの労働者派遣契
約（追加分）

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10月28日
トータルテック（株）
福岡県北九州市小倉北区片野
4-20-3

一般競争入札 ― 2,399,040 ―

228
平成20年度情報処理技術者研修請
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10月8日
日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１

一般競争入札 ― 2,782,500 ―

229
Ａ重油供給契約
（56,000リットル）

支出負担行為担当官
北海少年院院長　北林修二
（北海道千歳市大和4丁目746-10）

平成20年10月1日
北海道エネルギー株式会社
北海道札幌市北区北10条西3
丁目16

一般競争入札 ― 5,644,800 ―
単価契約
100.80/リットル

230 重油需給契約書
支出負担行為担当官
　紫明女子学院長　山　口　孝　志
（北海道千歳市大和4丁目662番地の2）

平成20年10月1日
北海道エネルギー㈱
北海道札幌市北区北１０条西３
丁目１６番地

一般競争入札 ― 2,688,000 ―

単価契約
１㍑９６円
予定使用量28,000
㍑

231
除雪機（ミニホイールローダ）更新整
備　一台

支出負担行為担当官
　新潟少年学院長　中村茂樹
（新潟県長岡市御山町117-13）

平成20年10月31日
（有）中村農機店
新潟県長岡市旭町1-3-5

一般競争入札 ― 2,255,400 ―

232 音響映像設備１式
支出負担行為担当官
浪速少年院長　森田哲志
（大阪府茨木市郡山１－１０－１７）

平成20年10月22日
㈲京滋通信機器商会
京都府京都市山科区東野中井
ノ上町19-18

一般競争入札 ― 1,543,500 ―
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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

233 美保学園電話交換機等更新　１式
支出負担行為担当官
美保学園長 末信眞司
鳥取県米子市大篠津町4557

平成20年10月2日
和幸電通株式会社
島根県松江市古志原二丁目２
２番１４号

一般競争入札 ― 1,995,000 ―

234 鑑別護送バス（ワゴン）更新整備
支出負担行為担当官
広島少年鑑別所長上田邦春
広島市中区吉島西３－１５－８

平成20年10月17日
広島トヨペット株式会社
広島市西区観音町７－８

一般競争入札 ― 2,614,500 ―

235
旭川保護観察所沼田駐在官事務所
除雪業務委託契約

支出負担行為担当官
　北海道地方更生保護委員会
　　　委員長　寳金邦子
（札幌市中央区大通西１２）

平成20年10月27日
教和建設株式会社
雨竜郡沼田町字高穂103-219

一般競争入札 ― 1,934,520 ―

単価契約
除雪１時間当たり
１４，２００円ほか５
件

236 白灯油納入契約

支出負担行為担当官
　入国者収容所東日本入国管理セン
ター所長　石田正信
（茨城県牛久市久野町１７６６）

平成20年10月1日
宇田川石油株式会社
茨城県土浦市真鍋２丁目１番３
９号

一般競争入札 ― 13,823,775 ―
単価契約
1リットル当たり
105.525円

237
被収容者用常備薬品継続的売買契
約

支出負担行為担当官
　入国者収容所東日本入国管理セン
ター所長　石田正信
（茨城県牛久市久野町１７６６）

平成20年10月21日
有限会社渡邊薬局
茨城県竜ヶ崎市４０９３番地

一般競争入札 ― 3,229,558 ―

単価契約
アイリスＡＧユニッ
ト1個あたり750円，
ほか28件

238
研修用テーブル及び椅子購入契約
（テーブル３０，椅子１５０）

支出負担行為担当官
　入国者収容所東日本入国管理セン
ター所長　石田正信
（茨城県牛久市久野町１７６６）

平成20年10月30日
平出商事株式会社
茨城県牛久市栄町５－５７－１

一般競争入札 ― 3,255,000 ―

239 自動車（ワゴン車）1台交換購入契約
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10月2日
東京トヨタ自動車株式会社
東京都港区三田３－１１－３４

一般競争入札
(総合評価実施)

― 2,530,500 ―

240 成田空港支局における健康診断
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10月3日

医療法人社団廣生会
関東予防医学診療所
千葉県市川市欠真間２－１７－
７

一般競争入札 ― 4,337,844 ―
単価契約身体計
測1,000円／1人当
たり他18件
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241 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10月30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 ― 2,420,588 ―
単価契約レギュ
ラー１㍑157.5円ほ
か１件

242
平成２０年度大阪入国管理局健康診
断業務

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10月10日

（財）船員保険会
船員保険　大阪健康管理セン
ター
大阪市港区築港１－８－２２

一般競争入札 ― 2,435,832 ―
単価契約
　身体計測2,430円
ほか８件

243 事務用家具等供給契約

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10月17日
株式会社レイメイ藤井
福岡市博多区古門戸町５－１５

一般競争入札 ― 8,169,000 ―

244 自動車交換契約

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

平成20年10月2日
㈱ホンダカーズ愛知
愛知県愛知郡長久手町菖浦池
301

一般競争入札 ― 1,407,000 ―

245 九州局・自動車購入　1台
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10月21日
日産フリート株式会社
東京都港区海岸3-18-17

一般競争入札
(総合評価実施)

― 1,879,500 ―

246 官用自動車燃料購入契約

支出負担行為担当官
　四国公安調査局長
　　　　　　　　岸田　正広
（香川県高松市丸ノ内１－１）

平成20年10月1日
四国物産（株）
香川県観音寺市昭和町2-4-5

一般競争入札 ― 1,980,000 ―
※　単価契約
１６５円/１リットル

※　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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