
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

「裁判員制度広報用パンフレット（増
刷）」印刷製本請負業務
２，５５０，０００部
（内訳）法務省分　２，２００，０００部
　 高裁判所分　　　３５０，０００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
第一印刷所㈱
新潟県新潟市和合町2-4-
18

本案件は，平成１６年度に企画競争を
行ったものの増刷であり，契約の相手
方は，当初のパンフレットのデザインを
担当した株式会社第一印刷所以外に
存在しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

─ 15,797,250 ─ ―

2
本省内ＬＡＮシステムにおけるセキュ
リティ対策のためのアップデート等作
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7日
新日鉄ソリューションズ㈱
中央区新川2-20-15

本システムは契約の相手方により独自
に開発・カスタマイズされた汎用性のな
いシステムであり，本件作業に必要な
各種情報は同社の企業秘密に係るも
のであり，競争を許さないため（会計法
第２９条の３第４項，予決令１０２条の４
第３号）

─ 1,326,360 ─ ―

3 裁判員制度広報実施業務　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17日
㈱電通
東京都港区東新橋1-8-1

契約の相手方は，本件広報業務に係る
運営をすべて一任されており，競争を
許さないため（会計法第２９条の３第４
項，予決令１０２条の４第３号）

─ 15,435,000 ─ ―

4
「平成２０年度沼田町就業支援セン
ター保護士体験研修」に係る実習等
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21日
㈱沼田開発公社
北海道雨竜郡字幌新377

㈱沼田開発公社は，沼田町就農支援
実習農場の管理・運営を行っており，同
実習農場に農場指導員を配置し，農業
実習を実施しているのは，同社以外に
存在しないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

─ 1,417,500 ─ ―

5
供託事務処理システムの
WindowsVista対応に伴う機能改修
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
新日鉄ソリューションズ㈱
中央区新川2-20-15

本件作業は本システムのプログラムの
モジュール改修を伴うものであるとこ
ろ，同モジュールの著作権は開発業者
である東芝ソリューション㈱に留保され
て上，同社は契約の相手方のみにしか
使用許諾を認めていないことから，競
争を許さないため（会計法第２９条の３
第４項，予決令１０２条の４第３号）

─ 8,831,000 ─ ―
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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

6

登記情報システムにかかるシステム
エンジニアリング支援契約（新システ
ムへの移行に伴う現行システム移行
支援作業）

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24日

富士通㈱
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

適正かつ迅速な登記行政を遂行するた
めには，確実な新システムへの移行を
実施する必要があるところ，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，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，システムの移行に係る支援
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）

─ 4,539,486 ─ ―

7

登記情報システムにかかるシステム
エンジニアリング支援契約（新システ
ムへの移行に伴う周辺システムの切
替え支援）

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24日

富士通㈱
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

適正かつ迅速な登記行政を遂行するた
めには，確実な新システムへの移行を
実施する必要があるところ，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，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，システムの移行に係る支援
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）

─ 5,995,252 ─ ―

8
新システムへの移行に伴う現行シス
テム移行支援作業

支出負担行為担当官
　熊本地方法務局長　久保道雄
（熊本県熊本市大江３－１－５
３）

平成20年10月1日
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

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，本件支援
業務を安全かつ確実に遂行可能な者
は，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た同業者
のみであるため。（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）

─ 6,339,627 ─ ―
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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

9
新登記情報システムへの移行に伴う
周辺システムの切替支援

支出負担行為担当官
　熊本地方法務局長　久保道雄
（熊本県熊本市大江３－１－５
３）

平成20年10月1日
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

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，本件支援
業務を安全かつ確実に遂行可能な者
は，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た同業者
のみであるため。（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）

─ 5,995,252 ─ ―

10
電子計算機の賃貸借及びプログラ
ム・プロダクトの使用権許諾に関する
契約（新システム移行用機器　一式）

支出負担行為担当官
　熊本地方法務局長　久保道雄
（熊本県熊本市大江３－１－５
３）

平成20年10月1日

日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内
３－４－１

独自にシステム構築された当該機器等
を継続して貸借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，予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

─ 3,591,000 ─ ―

11
無停電電源装置部品交換業務委託
契約

支出負担行為担当官
　 青森地方法務局長　高　橋
洋
（青森県青森市長島１ー３ー５）

平成20年10月1日
株式会社東芝東北支社
仙台市青葉区本町２ー１ー
２９

当該機器・部品は相手方が独自に開
発・製造したものであり，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項）

─ 2,310,000 ─ ―

12
登記所管轄転属支援作業契約（吉野
川支局，登記部門）

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1日
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

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，登記所管轄転属に係る支援業務を
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１
０２条の４第３号）

─ 2,191,476 ─ ―

13
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
高知地方法務局長　藤原基忠
（高知市小津町４－３０）

平成20年10月6日

社団法人　高知県公共嘱
託登記土地家屋調査士協
会
高知市越前町２－７－１１

一般競争入札に付したが，落札者がな
かったため，随意契約したもの。
（予決令第９９条の２）

─ 4,305,000 ─ 0
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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

14
ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管
理産業廃棄物）処理委託
２台

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16日

日本環境安全事業株式会
社
大阪府大阪市此花区北港
白津２丁目４番１３号

当該役務は，契約の相手方の特定施
設以外で実施することが，法令上認め
られておらず，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４号, 予決令第１
０２条の４第３項）

─ 1,307,200 ─ ―

15 Ａ重油の単価契約

支出負担行為担当官
盛岡少年院長　水野　純一
（岩手県盛岡市月が丘2-15-1）
支出負担行為担当官
盛岡少年鑑別所長　石黒　裕子
（岩手県盛岡市月が丘2-14-１）

平成20年10月31日
（株）北日本石油盛岡支店
　岩手県盛岡市川目町1-5

　再度の入札をしても落札者がいな
かったため。
（予決令第９９条の２）

─ 5,236,875 ─ ―

単価契約
1リットル当た
り95.0円
供給予定数量
52,500リットル
隣接する盛岡
少年鑑別所と
共同購入を実
施

16 一般事務用備品一式（１７７点）
支出負担行為担当官
　宮崎保護観察所長　峰松昇吉
（宮崎県宮崎市旭2-1-18）

平成20年10月22日
株式会社出先宮崎営業所
宮崎市錦町1-25

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）

─ 4,095,000 ─ ―
１点当たり
48,900円ほか
176件

17 通訳業務委託契約

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10月1日 個人のため非公開

会計法２９条の３第４項及び予決令第
102条の４第３号
当該業務は出入国管理に関する通訳
経験やノウハウを必要とするものであ
り，競争を許さないため。

─ 2,464,800 ─ ―
単価時間
１件あたり
3,900円

18 通訳業務委託契約

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10月1日 個人のため非公開

会計法２９条の３第４項及び予決令第
102条の４第３号
当該業務は出入国管理に関する通訳
経験やノウハウを必要とするものであ
り，競争を許さないため。

─ 2,601,300 ─ ―
単価時間
１件あたり
3,900円

19 通訳業務委託契約

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10月1日
国際通訳（株）
大阪市浪速区難波中２－８
－８６

会計法２９条の３第４項及び予決令第
102条の４第３号
当該業務は出入国管理に関する通訳
経験やノウハウを必要とするものであ
り，競争を許さないため。

─ 4,258,800 ─ ―
単価時間
１件あたり
3,900円
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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

※　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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