
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

1
訟務事務用システムにおけるサー
バセキュリティ対策作業　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11月4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

一般競争入札 － 6,016,500 －

2
第５９回社会を明るくする運動広報
用ビデオ製作　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11月5日
株式会社CNインターボイス
大阪市北区南扇町7-20

一般競争入札
（総合評価実施）

－ 5,250,000 －

3

「成年後見制度及び成年後見登記
制度広報用パンフレット」印刷製本
請負業務
６１４，３００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11月5日
株式会社アイネット
東京都中央区銀座7-16-21銀
座木挽ビル

一般競争入札
（総合評価実施）

－ 4,418,352 －

4
法務省浦安総合センター空調室内
機洗浄作業　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11月5日
双葉産業株式会社
東京都千代田区麹町6-2-30

一般競争入札 － 2,054,062 －

5
３Ｄレーザークリスタル（木製台付）
1,231個

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11月7日
株式会社松坂屋
東京都中央区銀座5-9-9

一般競争入札 － 9,875,082 －

6
セキュリティ対策システム機器及び
保護司実弁金支給システム等賃貸
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11月7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
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 － 1,173,882 －

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）
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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

7
セキュリティ対策システム機器及び
保護司実弁金支給システム等導入
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11月7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

一般競争入札 － 1,102,500 －

8
法務省浦安総合センター光電アナ
ログ式スポット型感知器交換作業
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11月11日
綜合警備保障株式会社
東京都港区元赤坂1-6-6

一般競争入札 － 8,617,350 －

9
登記情報センターにおける入退室
管理装置の移設及び増設等　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11月13日
富士電機ＩＴソリューション株式
会社
東京都中央区八丁堀2-20-8

一般競争入札 － 9,345,000 －

10 会計事務処理機器

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11月13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 － 6,557,250 －

11
矯正職員語学力養成研修（英語）
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11月13日
株式会社国際ビジネスサポー
ト
千葉県松戸市松戸1239

一般競争入札 － 1,917,930 －

12
法務省総合的な受付・通知システ
ムに係る機器等保守　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11月14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 － 36,015,000 －

13

「犯罪被害者用パンフレット」印刷
製本請負業務
①日本語版　５００，０００部　②英
語版　５０，０００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11月14日
株式会社アイネット
東京都中央区銀座7-16-21銀
座木挽ビル

一般競争入札 － 8,830,500 －
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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

14
性犯罪再犯防止指導（メンテナン
ス）用ＤＶＤ教材教材（解説手引書
付）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11月18日
テレビ朝日映像株式会社
東京都港区六本木1-1-1

一般競争入札 － 4,745,790 －

15 登記情報センター警備業務　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11月18日
首都圏ビルサービス協同組合
東京都港区赤坂1-1-16

一般競争入札 － 1,449,000 －

16
入国審査官等冬服（新規採用者
分）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11月19日
新陽株式会社
東京都中央区日本橋室町4-
3-5

一般競争入札 － 7,590,859 －

17
入国審査官等合服（新規採用者
分）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11月19日
新陽株式会社
東京都中央区日本橋室町4-
3-5

一般競争入札 － 4,632,967 －

18 入国審査官等ネクタイ一式

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11月19日
新陽株式会社
東京都中央区日本橋室町4-
3-5

一般競争入札 － 1,920,922 －

19
人権啓発活動地域ネットワーク協
議会用パソコン賃貸借　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11月20日

日本電気株式会社
東京都港区芝5-7-1
ＮＥＣリース株式会社
東京都港区芝5-29-11

一般競争入札 － 11,062,380 －

20 電算機器用消耗品　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11月20日
報映産業株式会社
東京都中央区日本橋本町1-
2-8

一般競争入札 － 8,547,000 －
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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

21
乗員上陸許可支援システムヘルプ
デスク業務　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11月20日
日本電気株式会社
東京都港区芝5-7-1

一般競争入札 － 6,300,000 －

22
平成２０年度徳島刑務所収容棟等
耐震診断業務　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11月21日
株式会社塩見
広島市東区上大須賀町10-16

指名競争入札 － 14,910,000 －

23
乗員上陸許可支援システム運用支
援業務　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11月21日
日本電気株式会社
東京都港区芝5-7-1

一般競争入札 － 8,820,000 －

24
在留光ディスクシステム移行データ
画像変換機器　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11月21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 － 7,350,000 －

25
床置（隠ぺい）横形ファンコイルユ
ニットサブドレンパン交換等作業
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11月25日
株式会社エス・シー・エンジニ
アリング
東京都新宿区若葉1-2-13

一般競争入札 － 10,920,000 －

26 普通紙ファクシミリ　１０５台

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11月26日
加賀電子株式会社
東京都文京区本郷2-2-9

一般競争入札 － 11,223,450 －

27
事件管理システムにおける端末機
器賃貸借　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11月26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 － 5,737,200 －
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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

28
訟務事務処理用モバイルパソコン
据付・調整作業　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11月26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 － 1,747,200 －

29
訟務事務処理用モバイルパソコン
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11月26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 － 657,510 －

30
Ａ棟ユニット形空気調和機等オー
バーホール　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11月28日
新東産業株式会社
東京都渋谷区渋谷2-12-19

一般競争入札 － 10,332,000 －

31 加湿器の購入（７０台）
支出負担行為担当官
大阪高等検察庁検事長  大泉隆史
(大阪市福島区福島１－１－６０)

平成20年11月14日
奥谷電機（株）
京都市中京区富小路通錦小路
上ル高宮町５９５

一般競争入札 － 1,528,800 －

32
広島高等検察庁デジタルカラー複
合機の交換契約

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

平成20年11月12日
コニカミノルタビジネスソリュー
ションズ㈱中国支店
広島市中区東白島町14-15

一般競争入札 － 798,000 －

同複合機の保守
契約について，一
般競争入札に付し
た。

33
札幌第３合同庁舎の暖房等に使用
する採暖等燃料用第２石油類（白
灯油）継続的売買契約　一式

支出負担行為担当官
札幌高等検察庁検事長　渡辺一弘
（札幌市中央区大通西１２丁目）

平成20年11月18日
（株）コニサーオイル
札幌市中央区南１１条西２０丁
目２－１

一般競争入札 － 10,120,950 －
単価契約
１リットル当たり５
６円７０銭

34
札幌第３合同庁舎及び札幌家庭簡
易裁判所庁舎構内除排雪業務

支出負担行為担当官
札幌高等検察庁検事長　渡辺一弘
（札幌市中央区大通西１２丁目）

平成20年11月27日
（有）岡澤造園
札幌市白石区川下２条丁目２
－４

一般競争入札 － 3,517,500 －
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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

35 肘付回転いす（１００脚）

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11月19日
株式会社サンポー
東京都港区虎ノ門３丁目１５番
５号

一般競争入札 － 8,400,000 －

36 リサイクルＰＰＣ用紙　一式

支出負担行為担当官
　さいたま地方検察庁検事正　勝丸
充啓
（埼玉県さいたま市浦和区高砂3-
16-58）

平成20年11月4日
リコー販売（株）埼玉支社
埼玉県さいたま市北区宮原町
3-77-2

一般競争入札 － 2,819,250 －
単価契約
A4版
0.688円/枚ほか

37
浜松合同庁舎備品購入（一式）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11月7日
株式会社静岡ビジネス
（静岡市葵区南沼上93-6）

一般競争入札 － 14,049,000 －

38
甲府法務合同庁舎採暖用燃料（Ａ
重油）供給契約

支出負担行為担当官
甲府地方検察庁検事正　水野美鈴
甲府保護観察所長　栁澤榮一
（山梨県甲府市中央1-11-8）

平成20年11月4日
山梨共栄石油株式会社
山梨県甲府市中央2-12-14

一般競争入札 － 1,974,000 －
単価契約
1リットル当たり９４
円

39
長野地方検察庁電子複写機交換
供給契約

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11月17日
(株)柳澤商店
長野市大字南長野西後町１５
５５番地

一般競争入札 － 1,501,500 －

当該複写機の保
守契約について
も，一般競争入札
を実施した。

40
移動式書架購入および設置業務
一式

支出負担行為担当官
新潟地方検察庁検事正　内尾武博
（新潟市中央区西大畑町５１９１）

平成20年11月25日
（株）ヒウラ
新潟市東区牡丹山１丁目３４
番６号

一般競争入札 － 6,431,250 －

41 プリンタートナーの調達

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11月12日
(株)二村商店代表取締役土居
利徳
大阪市西区南堀江３-６-１

一般競争入札 － 2,583,672 －
単価契約（１個当
たり33,400円ほか
１５件）
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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

42
液晶ディスプレイ，プリンターの調
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11月26日
(株)大塚商会LA関西営業部
大阪市福島区福島６-１４-１

一般競争入札 － 2,245,635 －

43 書庫等供給契約

支出負担行為担当官
　神戸地方検察庁検事正
　杉本一重
（神戸市中央区橘通1-4-1）

平成20年11月4日
㈱日興商会神戸西支店
神戸市兵庫区中道通8-2-1

一般競争入札 － 3,675,000 －

44 電動式移動書架供給契約

支出負担行為担当官
　神戸地方検察庁検事正
　杉本一重
（神戸市中央区橘通1-4-1）

平成20年11月11日
㈱土手山
神戸市中央区八幡通3-1-14

一般競争入札 － 9,418,500 －

45
福岡地方検察庁電気製品購入契
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11月11日
（株）ヤマダ電機福岡城南営業
所
福岡市城南区友泉亭6-25

一般競争入札 － 1,476,957 －

46
中津法務総合庁舎で使用する電気
の供給

支出負担行為担当官
大分地方検察庁検事正　中　村
明
大分市中島西１丁目１番３５号

平成20年11月13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 － 1,975,894 －
単価契約
9.70円/kwhほか

47
熊本地方検察庁本庁舎で使用する
電気需給契約

支出負担行為担当官
　熊本地方検察庁検事正
　本多英明
（熊本市京町１－１２－１１）

平成20年11月21日

九州電力株式会社熊本西営業
所
熊本市上熊本２丁目１２番１０
号

一般競争入札 － 7,855,829 －

単価契約
基本料金1953円
電力量料金10.16
円ほか10件

48
八代法務総合庁舎で使用する電気
需給契約

支出負担行為担当官
　熊本地方検察庁検事正
　本多英明
（熊本市京町１－１２－１１）

平成20年11月21日
九州電力八代営業所
熊本県八代市塩屋町４番３８
号

一般競争入札 － 2,435,662 －

単価契約
基本料金1953円
電力量料金9.7円
ほか2件
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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

49 Ａ重油購入契約

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

平成20年11月5日
ヤマリョー（株）
山形県山形市流通センター3-
6-5

一般競争入札 － 4,257,540 －
単価契約
97.65円／Ｌ

50
盛岡地方検察庁等パッケージ空調
１０台供給契約

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）

平成20年11月14日
株式会社大通佐々木電気
岩手県盛岡市大通1-7-2

一般競争入札 － 3,129,000 －

51
函館地方検察庁採暖用燃料（Ａ重
油）供給契約

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11月7日
日商砿油株式会社函館支店
函館市万代町１６－２９

一般競争入札 － 3,024,000 －
単価契約
96円/㍑ほか

52 函館地方検察庁複写機交換契約

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11月27日
メイクランド株式会社
函館市昭和３－３５－２１

一般競争入札 － 2,100,000 －

当該複写機の保
守契約について
も，一般競争入札
を実施した。

53
旭川地方法務合同庁舎暖房用Ａ重
油購入
予定数量30,000リットル

支出負担行為担当官
　旭川地方検察庁検事正　金田
茂
（北海道旭川市花咲町４）

平成20年11月25日
北海丸油（株）
北海道旭川市宮下通15-
1201-1

一般競争入札 － 1,930,950 －
単価契約
１リットル当たり
61円30銭

54
高知地方検察庁現庁舎から仮庁
舎への移転作業一式

支出負担行為担当官
高知地方検察庁検事正　安田博延
（高知市丸ノ内1-4-1）

平成20年11月4日
四国運輸（株）
高知市布師田字金山3936-1

一般競争入札 － 6,916,402 －

55 電気需給
支出負担行為担当官
高知地方検察庁検事正　安田博延
（高知市丸ノ内1-4-1）

平成20年11月28日
四国電力（株）高知支店
高知市本町4-1-11

一般競争入札 － 6,954,723 －

単価契約
基本料金1KWにつ
き1,476円
使用電力1kwにつ
き11.47円外１件。
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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
平成２０年度版登記小六法４６０部
購入契約

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１－１－１
５九段第２合同庁舎）

平成20年11月12日
（株）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 － 2,260,440 －

57

平成２０年度東京法務局出張所暖
房用白灯油及びＡ重油購入一式
(白灯油２７，３００リットル　Ａ重油１
１，３００リットル)

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１－１－１
５九段第２合同庁舎）

平成20年11月21日
（株）鈴勘
東京都墨田区江東橋4-16-1

一般競争入札 － 2,648,782 －

単価契約
白灯油１リットル当た
り６８．７７５円(税込)
Ａ重油１リットル当た
り６８．２５円（税込）

58
ノート型パーソナルコンピュータ購
入

支出負担行為担当官
　さいたま地方法務局長　紺野清幸
（埼玉県さいたま市浦和区高砂3-
16-58）

平成20年11月10日
リコー販売㈱
埼玉県さいたま市北区宮原町
3-77-2

一般競争入札 － 2,982,000 －

59
和紙公図の受渡明細書作成作業
請負契約

支出負担行為担当官　代理
千葉地方法務局　次長　伊藤　洋
一
(千葉市中央区中央港１丁目１１番
３号）

平成20年11月6日

テンプスタッフ・テクノロジー
（株）
東京都渋谷区代々木２丁目１
番１号

一般競争入札 － 1,764,000 －

60 小型乗用自動車交換購入契約

支出負担行為担当官　代理
千葉地方法務局　次長　伊藤　洋
一
(千葉市中央区中央港１丁目１１番
３号）

平成20年11月7日
千葉トヨタ自動車　（株）
千葉市中央区登戸２丁目２番
７号

一般競争入札 － 1,493,265 －

61 平成２０年度和紙公図の入力作業
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11月27日
国土情報開発㈱
東京都世田谷区池尻2-7-3

一般競争入札 － 5,990,880 －

62
感光紙（Ａ４，Ｂ４，Ａ３）物品供給契
約

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9-50）

平成20年11月25日
株式会社栗田商会
名古屋市緑区鳴海町字上汐田
309

一般競争入札 － 3,634,953 －

単価契約
Ａ４　1箱(2500
枚)1,816円(税込)
ほか２件
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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

63 自動車購入契約
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9-50）

平成20年11月26日
静岡トヨペット株式会社
静岡市葵区長沼611

一般競争入札 － 1,692,600 －

64 ボイラー運転管理業務契約
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9-50）

平成20年11月21日
下田メンテナンス株式会社
下田市白浜1245-7

一般競争入札 － 999,495 －

65 採暖用白灯油供給単価契約　一式
支出負担行為担当官
　甲府地方法務局長　藤谷幸雄
（山梨県甲府市北口１-2-19）

平成20年11月27日
（株）吉字屋本店
山梨県甲府市中央4-5-29

一般競争入札 － 1,749,166 －
単価契約
１ﾘｯﾄﾙ当たり82.95
円

66
長野地方法務局諏訪支局電気供
給契約

支出負担行為担当官
長野地方法務局長　吉崎千恭
（長野市旭町１１０８番地）

平成20年11月4日
中部電力㈱長野支店
長野市柳町１８番地

一般競争入札 － 1,598,629 －
単価契約
10.70円／Kwh

67
長野地方法務局佐久支局電気供
給契約

支出負担行為担当官
長野地方法務局長　吉崎千恭
（長野市旭町１１０８番地）

平成20年11月4日
中部電力㈱長野支店
長野市柳町１８番地

一般競争入札 － 1,847,434 －
単価契約
10.70円／Kwh

68
長野地方法務局伊那支局電気供
給契約

支出負担行為担当官
長野地方法務局長　吉崎千恭
（長野市旭町１１０８番地）

平成20年11月4日
中部電力㈱長野支店
長野市柳町１８番地

一般競争入札 － 1,761,288 －
単価契約
10.70円／Kwh

69
長野地方法務局分室電気供給契
約

支出負担行為担当官
長野地方法務局長　吉崎千恭
（長野市旭町１１０８番地）

平成20年11月4日
中部電力㈱長野支店
長野市柳町１８番地

一般競争入札 － 15,010,074 －
単価契約
10.70円／Kwh
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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

70 飯田地方合同庁舎電気供給契約
支出負担行為担当官
長野地方法務局長　吉崎千恭
（長野市旭町１１０８番地）

平成20年11月4日
中部電力㈱長野支店
長野市柳町１８番地

一般競争入札 － 3,649,932 －
単価契約
10.70円／Kwh

71 大町地方合同庁舎電気供給契約
支出負担行為担当官
長野地方法務局長　吉崎千恭
（長野市旭町１１０８番地）

平成20年11月4日
中部電力㈱長野支店
長野市柳町１８番地

一般競争入札 － 2,065,710 －
単価契約
10.70円／Kwh

72
新登記情報システム導入に伴う附
帯作業一式請負契約

支出負担行為担当官
長野地方法務局長　吉崎千恭
（長野市旭町１１０８番地）

平成20年11月25日
富士通ネットワークソリューショ
ンズ株式会社長野営業所
長野市鶴賀緑町１４０３番地

一般競争入札 － 6,930,000 －

73
新潟地方法務局平成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
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11月4日
（株）日青堂
新潟市東区卸新町２－８４８－
１１

一般競争入札 － 3,068,068 －

単価契約
Ａ４用紙１箱当たり
１，７４５円ほか３
件

74
新潟地方法務局三条支局ほかパッ
ケージ型空気調和機交換に係る契
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11月18日
轟産業（株）
福井市毛矢３－２－４

一般競争入札 － 5,835,060 －

75 平成２０年度和紙公図の入力作業
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2-1-17）

平成20年11月7日
（株）ムサシ
東京都中央区銀座8-20-36

一般競争入札 － 5,562,690 －

76
各種図面登録作業
一式

支出負担行為担当官
　京都地方法務局長
　若井伸一
（京都市上京区荒神口通河原町東
入上生洲町１９７）

平成20年11月5日
株式会社ドミックアルファ
佐賀県佐賀市中の小路１－１
４

一般競争入札 － 3,118,500 －
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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
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落札率
（％）

備　考

77
一般定期健康診断及び特別定期
健康診断業務委託
一式

支出負担行為担当官
　京都地方法務局長
　若井伸一
（京都市上京区荒神口通河原町東
入上生洲町１９７）

平成20年11月6日

財団法人京都予防医学セン
ター
京都市中京区西ノ京左馬寮町
２８

一般競争入札 － 2,700,600 －

単価契約
血液検査（11項
目）
3,000円（税抜）外

78 和紙公図の入力作業請負契約
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11月28日
安井工業写真(株)
大阪市中央区本町４丁目４番
１３号

一般競争入札 － 15,802,500 －

79
平成２０年度健康診断業務委託契
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11月5日
三重県桑名市中央町三丁目２
３番地
財団法人三重県産業衛生協会

一般競争入札 － 1,857,700 －

単価契約
１個当たり
３１５円
ほか１６件

80 土地閉鎖登記簿電子化作業
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11月7日
愛媛県大洲市東大洲909-1
株式会社オーエムアイ

一般競争入札 － 16,380,000 －

81 和紙公図の入力作業　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11月10日
東京都新宿区西新宿6-14-1
アジア航測株式会社

一般競争入札 － 8,295,000 －

82 土地閉鎖登記簿電子化作業　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11月14日
佐賀市中の小路1-14
株式会社ドミックアルファ

一般競争入札 － 14,448,000 －

83 土地閉鎖登記簿電子化作業
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11月13日
富士マイクロ(株)
熊本県熊本市石原1-3-53

一般競争入札 － 15,180,900 －
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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
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落札率
（％）

備　考

84
土地閉鎖登記簿電子化作業請負
契約

支出負担行為担当官
　那覇地方法務局長　金子寛志
（沖縄県那覇市樋川1-15-15）

平成20年11月7日
人財パワー(株)
沖縄県那覇市壺川1-4-15

一般競争入札 － 11,534,250 －

85
仙台法務局本局庁舎移転作業請
負契約

支出負担行為担当官
　仙台法務局長　柏原　治
（宮城県仙台市青葉区春日町７－２
５）

平成20年11月18日
アートコーポレーション（株）
大阪府大東市泉町二丁目14番
11号

一般競争入札 － 6,499,500 －

86 乗用自動車交換契約

支出負担行為担当官
　仙台法務局長　柏原　治
（宮城県仙台市青葉区春日町７－２
５）

平成20年11月18日
（株）ホンダカーズ宮城中央
宮城県仙台市宮城野区扇町一
丁目6番36号

一般競争入札
（総合評価実施）

－ 1,629,193 －

87 庁舎清掃業務委託契約
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11月19日
（有）成匡
福島市南矢野目字中屋敷６１
－１４

一般競争入札 － 388,500 －

88 鶴岡支局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11月28日
山形県山形市南一番町１１－
１６
山形トヨタ自動車株式会社

一般競争入札
（総合評価実施）

－ 1,660,000 －

89
土地閉鎖登記簿閉鎖作業請負契
約（一式）

支出負担行為担当官
　秋田地方法務局長　古舘芳廣
（秋田県秋田市山王７－１－３）

平成20年11月10日

富士マイクロシステム株式会
社
北海道帯広市西５条南９丁目
2-16

一般競争入札 － 12,064,500 －

90 庁舎構内除排雪業務請負契約

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11月25日
ホクビサービス株式会社
札幌市中央区北４条西１４丁
目１番２３

一般競争入札 － 2,719,710 －

単価契約
タイヤショベル（１
時間当たり）
9,000円（税抜き）
他
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No. 物品役務等の名称及び数量
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落札率
（％）

備　考

91 和紙公図の入力作業請負契約
支出負担行為担当官
　旭川地方法務局長　篠原睦
（北海道旭川市宮前通東4155-31）

平成20年11月26日
（株）きもと
東京都新宿区新宿２－１９－１

一般競争入札 － 3,654,000 －

92
書架及び移動式書庫の移設等作
業　一式

支出負担行為担当官
　高松法務局長　太田健治
（香川県高松市丸の内1-1）

平成20年11月17日
金剛株式会社
熊本県熊本市上熊本3-8-1

一般競争入札 － 1,932,000 －

93 土地閉鎖登記簿電子化作業　一式
支出負担行為担当官
　高松法務局長　太田健治
（香川県高松市丸の内1-1）

平成20年11月28日
株式会社ドミックアルファ
佐賀県佐賀市中の小路1-14

一般競争入札 － 4,378,500 －

94 和紙公図の入力作業
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11月20日
（株）両備システムズ
岡山市豊成2-7-16

一般競争入札 － 7,440,510 －

95 各種図面の入力作業請負契約
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11月13日
株式会社ドミックアルファ
佐賀県佐賀市中の小路１－１
４

一般競争入札 － 3,356,850 －

96 白灯油の供給契約

支出負担行為担当官
　札幌矯正管区長　米澤　好恭
（札幌市東区東苗穂1条2丁目5番5
号）

平成20年11月25日
河辺石油（株）
北海道小樽市稲穂２丁目１９
番８号

一般競争入札 － 1,846,320 －
単価契約
単価 65.94円

97
刑事・少年施設用運動帽生地
5,400ｍ及び少年施設用実習帽生
地900ｍ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11月19日
榎本商事㈱
北海道札幌市中央区南2西10

一般競争入札 － 4,290,300 －
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No. 物品役務等の名称及び数量
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落札率
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備　考

98 庁舎等清掃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11月20日
エヌ・エス・環境科学㈱
北海道札幌市東区北48東2-
1-1

一般競争入札 － 1,041,600 －

99
生体情報モニタ－一式ほか6機器
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11月26日
㈱ムトウ
北海道札幌市北区北11西4-1

一般競争入札 － 7,518,000 －

100
平成20年12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11月27日
茂田石油㈱
北海道旭川市住吉4-2-8-13

一般競争入札 － 10,972,500 －
単価契約
１リットルにつき
57.75円

101
帯広刑務所
処遇系業務派遣　２名

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11月4日
マンパワー・ジャパン株式会社
神奈川県横浜市西区みなとみ
らい２－２－１

一般競争入札 － 1,608,192 －
単価契約
1時間単価１，０４
７円

102
帯広刑務所
ボイラー技士派遣　１名

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11月18日

株式会社帯広公害防止技術セ
ンター
北海道帯広市東３条南３丁目
１番地

一般競争入札 － 1,041,456 －
単価契約
1時間単価１，６６
９円

103
帯広刑務所
総合警備システム等一式

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11月27日

三菱電機システムサービス株
式会社北海道支店
北海道札幌市厚別区大谷地東
２－１－１８

一般競争入札 － 31,256,400 －
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104
釧路刑務支所
総務系，処遇系業務派遣　３名

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11月4日
株式会社アイライン
栃木県宇都宮市東簗瀬１－２
８－１４

一般競争入札 － 2,365,977 －
単価契約
1時間単価１，０２
６円

105
物品（A重油）１２月供給契約
130.000Ｌ

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11月28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 － 9,282,000 －
契約単価
１リットル当たり
７１円４０銭

106 歯科用パノラマⅩ線装置購入契約
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11月28日
北海道歯科産業株式会社
（北海道札幌市白石区菊水上
町２条４丁目３６番７７）

一般競争入札 － 2,079,000 －

107 処遇事務労働者派遣
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11月7日
育栄管財株式会社
北海道美唄市大通東１条南5
丁目

一般競争入札 － 2,411,640 －
単価契約
３名分１時間単価
3465円

108 総務・処遇系事務業務委託契約
支出負担行為担当官
青森刑務所長　太田　実
青森市大字荒川字藤戸８８

平成20年11月4日

日本総合サービス株式会社仙
台支店
宮城県仙台市青葉区二日町１
１－１１

一般競争入札 － 5,061,000 －

109
高速電子眠り穴かがりミシン２台外
５件購入契約

支出負担行為担当官
青森刑務所長　太田　実
青森市大字荒川字藤戸８８

平成20年11月7日
JUKI販売株式会社
東京都調布市国領町８丁目２
番地の１

一般競争入札 － 4,450,320 －

110 生体情報モニターほか５件
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11月5日
㈱シバタインテック
仙台市若林区卸町2-11-3

一般競争入札 － 8,053,500 －
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111 白灯油供給契約
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11月1日
大民石油販売（株）
秋田県秋田市土崎港西三丁目
7-29

一般競争入札 － 2,654,400 －
単価契約
82.95円／㍑

112 小型貨物自動車の交換購入一式
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11月17日
秋田トヨペット（株）
秋田県秋田市川尻町字大川反
233-7

一般競争入札
（総合評価実施）

－ 2,593,970 －

113 作業ライトバンの交換購入一式
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11月27日
羽後日産モーター（株）
秋田県秋田市保戸野鉄砲町
13-2

一般競争入札
（総合評価実施）

－ 1,785,000 －

114 集塵機７台外２品目

支出負担行為担当官
　山形刑務所長　村上忠夫
（山形県山形市あけぼの２－１－
１）

平成20年11月26日
山形酸素㈱立谷川事業所
山形県山形市漆山4342-1

一般競争入札 － 5,355,000 －

115
カーディガン５７０枚等物品供給契
約

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11月18日
栃木県宇都宮市平出町３６５０
－１
有限会社ル・フェステ

一般競争入札 － 9,061,972 －

116 平成２０年度総務系人材派遣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11月10日
マンパワージャパン株式会社
千葉県千葉市中央区新町
1000センシティータワー20F

一般競争入札 － 3,266,676 －
単価契約
時給1,251.6円

117 正月用折詰等一式供給契約

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11月28日
食彩工房株式会社
神奈川県横浜市旭区白根4-
20-10

一般競争入札 － 1,953,850 －
単価契約
一式1,699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
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

118
市原刑務所自動車運行管理業務
委託契約

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11月4日
日本総合サービス株式会社
東京都品川区西五反田7丁目
１０番４号

一般競争入札 － 1,401,750 －

119
市原刑務所被収容者DB入力等業
務人材派遣契約

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11月4日
アデコ株式会社市原支社
千葉県市原市五井中央東２－
３－９五井東口駅前ビル１F

一般競争入札 － 1,035,264 －
単価契約
１,３４８円／時

120 白灯油供給契約

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11月10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 － 1,840,781 －
単価契約
85円／L

121 白灯油（採暖用）
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11月20日
三井実業㈱
東京都立川市羽衣町３－２－
５

一般競争入札 － 4,909,800 －

単価契約
契約価格１リット
ルあたり
７０．１４円

122
横浜刑務所通訳翻訳派遣契約
（英語）

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

平成20年11月17日
大田区東嶺町４４－３－１０２
株式会社ｆａｃｉｏ　ｂｂ

一般競争入札 － 873,180 －
英語　単価契約
1時間２，３１０円
（週３回）

123
横浜刑務所採暖用白灯油供給契
約（小型ローリー）

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

平成20年11月19日
横浜市港北区小机町２５６１
久良岐屋株式会社

一般競争入札 － 1,344,000 －
単価契約１リット
ル当たり６７．２円

124 横浜刑務所総務系業務委託契約
支出負担行為担当官
横浜刑務所長　春日　厚志
神奈川県横浜市港南区４－２－２

平成20年11月20日

豊島区東池袋３－１－３ｻﾝｼｬｲ
ﾝｼﾃｨ ﾜｰﾙﾄﾞ ｲﾝﾎﾟｰﾄﾏｰﾄﾋﾞﾙ8
階
株式会社アール・エスシー

一般競争入札 － 3,360,000 －
業務委託契約
月額８４０，０００円

125
横須賀刑務支所総務系業務委託
契約

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

平成20年11月20日
千代田区一ツ橋１－１－１
株式会社毎日コミュニケーショ
ンズ

一般競争入札 － 2,898,000 －
業務委託契約
月額７２４，５００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
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

126
横浜刑務所自動車運行管理業務
委託契約

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

平成20年11月20日
神奈川県大和市中央2-1-15
日本道路興運株式会社

一般競争入札 － 1,029,000 －
業務委託契約
月額２５７，２５０円

127
医療備品（全自動薬剤分包機）購
入契約

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11月14日
丸井化学工業株式会社
新潟市秋葉区新保59-1

一般競争入札 － 1,980,000 －  

128 収容棟照明器具購入契約

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11月26日
山田照明株式会社
東京都千代田区外神田3-8-
11

一般競争入札 － 4,620,000 －

129 電力需給契約
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11月28日
中部電力株式会社
長野市柳町18番地

一般競争入札 － 23,320,506 －
単価契約
11.65円/kwｈほか

130 総務系事務等労働者派遣契約
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11月25日

テンプスタッフファミリエ株式会
社
長野県長野市南１丁目１０番
地６

一般競争入札 － 2,958,883 －
単価契約
1185.45円/1時間
当たり

131
東京拘置所ネットワークストレージ
サーバーシステム 一式

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11月28日
NECネクサソリューションズ㈱
東京都港区三田１－４－２８

一般競争入札 － 2,604,000 －

132 東京拘置所廃棄物処理業務委託
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11月28日
㈱樽味商会
東京都葛飾区小菅２－８－１７

一般競争入札 － 1,301,317 －
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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
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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

133 警備業務委託契約 　一式
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11月4日
北電産業（㈱）
富山市牛島町13番15号

一般競争入札 － 4,173,750 －

134 事務系業務委託契約　一式
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11月4日
テンプスタッフフォーラム（株）
新潟市中央区東大通1丁目7番
10号

一般競争入札 － 1,077,300 －

135 灯油物品供給契約　71KL
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11月19日
富山石油㈱
富山市東町1丁目2番20号

一般競争入札 － 4,659,375 －
単価契約
86.10円/1Ｌ

136 灯油供給　　　       40,000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11月11日
石川米油㈱
石川県金沢市神谷内町二61番
地

一般競争入札 － 2,688,000 －
単価契約
67．2円/ﾘｯﾄﾙ

137 多機能無線システム
支出負担行為担当官
福井刑務所長荒関富士夫
福井県福井市一本木町５２番地

平成20年11月6日
大和電建株式会社
福井県福井市開発１丁目１０１
番地

一般競争入札 － 13,440,000 －

138 総務系等事務派遣
支出負担行為担当官
福井刑務所長荒関富士夫
福井県福井市一本木町５２番地

平成20年11月11日
株式会社アイル
福井県福井市花堂中二丁目27
番地1号　TKビル101

一般競争入札 － 1,343,632 －
単価契約
１，０６３／時間

139 ＴＩＧ溶接機・3台
支出負担行為担当官
福井刑務所長荒関富士夫
福井県福井市一本木町５２番地

平成20年11月21日
東洋溶材株式会社
福井県福井市南居町８１号１
番地２２

一般競争入札 － 1,569,750 －
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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
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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

140
矯正業務民間委託契約（領置倉庫
維持管理業務）

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11月13日
株式会社グローバル・スタッフ
愛知県名古屋市中村区名駅４
丁目２４番の５号

一般競争入札 － 963,900 －

141 自動車運行管理業務委託
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11月21日
株式会社ジャパン・リリーフ
大阪府大阪市西区京町堀1-
13-19

一般競争入札 － 1,302,000 －
単価契約
月額325,500円

142 折詰弁当購入（１，６５０個）

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２０）

平成20年11月12日
デリカハウス㈱
京都府京都市左京区一乗寺向
畑町８

一般競争入札 － 2,685,375 －
単価契約
１個当たり1,627.5
円

143
大阪刑務所電話交換設備一式購
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11月5日

三菱電機システムサービス株
式会社関西支社
大阪府大阪市北区大淀中1－4
－13

一般競争入札 － 6,058,500 －

144 蒸気自動炊飯庫購入契約

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１５
３０）

平成20年11月26日
北沢産業株式会社姫路営業所
姫路市飾磨区加茂2353

一般競争入札 － 3,360,000 －

145 電話交換機更新契約

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１５
３０）

平成20年11月27日
三菱電機ｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ株式会
社
大阪市北区大淀中1-4-13

一般競争入札 － 3,360,000 －

146
和歌山刑務所監視システム更新整
備契約

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11月18日

三菱電機システムサービス株
式会社関西支社
大阪市北区大淀中１丁目４番
１３号

一般競争入札 － 28,192,500 －
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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

147 処遇系事務業務請負契約

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11月4日

株式会社アール・エス・シー
大阪支店
大阪府大阪市中央区高麗橋４
－３－７

一般競争入札 － 1,134,000 －

148 自動車運行管理業務請負契約

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11月4日
株式会社ホープ
兵庫県姫路市花田町一本松字
牛塚１－１

一般競争入札 － 3,097,500 －

149 総合警備システム　一式

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11月11日

三菱電機システムサービス株
式会社　関西支社
大阪府大阪市北区大淀中１－
４－１３

一般競争入札 － 30,292,500 －

150
ボイラー用燃料（白灯油）１１月～１
月納入分の購入
40,000リットル

支出負担行為担当官
　京都拘置所長　松田　淳
京都府京都市伏見区竹田向代町
138

平成20年11月5日
㈱小中商会京都支店
京都市南区吉祥院流作町5-3

一般競争入札 － 2,885,200 －

単価契約
１リットル当たりの
単価
72.13

151
警備業務委託（監視卓業務）契約
１名

支出負担行為担当官
　京都拘置所長　松田　淳
京都府京都市伏見区竹田向代町
138

平成20年11月26日
都総合管理㈱
京都市上京区堀川通中立売上
る福大明神町119-１

一般競争入札 － 2,016,000 －
月額単価
504,000円

152
被収容者用食糧副食品の購入
103品目

支出負担行為担当官
　京都拘置所長　松田　淳
京都府京都市伏見区竹田向代町
138

平成20年11月25日
オーディエー㈱
大阪府大東市諸福4-3-17

一般競争入札 － 2,255,357 －

単価契約
パン粉10ＫＧ　単
価158円ほか46品
目

153 灯油（平成２１年１月末日まで分）
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11月13日
グレース株式会社
鳥取県鳥取市徳尾189番地１

一般競争入札 － 1,596,000 －
単価契約
１リットル当たり
79円80銭
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（％）

備　考

154 警備機器一式

支出負担行為担当官
島根あさひ社会復帰促進センター
長
渡　部　志　郎
（島根県浜田市旭町丸原380-15）

平成20年11月4日
（株）カタヤマ
広島県広島市中区十日市町１
丁目６－１３

一般競争入札 － 6,888,000 －

155
保安事務処理業務労働者派遣(2
名）

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11月5日

マンパワー・ジャパン㈱岡山支
店
岡山市中山下1-8-45ＮＴＴクレ
ド岡山ビル12階

一般競争入札 － 1,926,848 －
単価契約
（時給1,309円）

156
監視カメラ総合警備システムの更
新

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11月21日
岡山宮地弘商事㈱
岡山市福成2-20-25

一般競争入札 － 38,640,000 －

157 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11月27日
広島通産（株）
広島県広島市南区宇品町20-
25

一般競争入札 － 1,713,600 －
契約単価
53.55円/L

158 外塀周辺環境整備業務委託契約
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11月27日
株式会社四国総合ビルサービ
ス
徳島市末広１丁目２－１７

一般競争入札 － 4,074,000 －

159 集団胃検診委託契約
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11月27日
財団法人徳島県総合健診セン
ター
徳島市蔵本町１丁目１０－３

一般競争入札 － 1,165,300 －
単価契約
１人／4,300円

160 用度課営繕業務委託

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２－１６－６
３）

平成20年11月21日
イヨテツケーターサービス株式
会社
松山市千舟町４丁目５番地２

一般競争入札 － 2,259,600 －
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161
被収容者新型舎房衣付属品供給
契約

支出負担行為担当官
　松山刑務所長　都　　秀　嗣
（愛媛県東温市見奈良１２４３－２）

平成20年11月6日
株式会社　マヤ
徳島県鳴門市大津町字五ノ越
５５番地の２

一般競争入札 － 1,655,640 －
単価契約
ボタン０．８円/個
ほか

162
被収容者新型舎房衣付属品供給
契約

支出負担行為担当官
　松山刑務所長　都　　秀　嗣
（愛媛県東温市見奈良１２４３－２）

平成20年11月6日
増見哲株式会社
大阪市中央区博労町３丁目２
番１４号

一般競争入札 － 1,680,000 －

単価契約
マジックテープ（オ
ス）４．５円/個ほ
か

163
事務系業務に係る労働者派遣契
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）

平成20年11月4日

マンパワー・ジャパン（株）久留
米支店
福岡県久留米市東町42-21
日本生命久留米駅前ビル5Ｆ

一般競争入札 － 2,996,582 －
単価契約４名分
１時間当たり
975．45円

164 運転業務に係る労働者派遣契約
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）

平成20年11月4日

（株）アソウ・ヒューマニーセン
ター久留米支店
福岡県久留米市東町42-21
日本生命久留米駅前ビル6Ｆ

一般競争入札 － 1,451,520 －
単価契約１名分
１時間当たり
1，890円

165 全自動多重放映システム一式
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11月21日

パナソニックシステムソリュー
ションズジャパン（株）九州社
福岡県福岡市上呉服町１０－
１

一般競争入札 － 6,037,500 －

166 自動車運行管理業務委託
支出負担行為担当官
長崎刑務所長　菊　堂　民　生
（長崎県諌早市小川町1650番地）

平成20年11月4日
総合システム管理㈱
長崎県大村市雄ヶ原1298-29

一般競争入札 － 1,155,000 －

167 総務系業務委託
支出負担行為担当官
長崎刑務所長　菊　堂　民　生
（長崎県諌早市小川町1650番地）

平成20年11月4日
テンプスタッフ福岡㈱長崎支店
長崎県長崎市興善町2-24長
崎第一生命ビル５F

一般競争入札 － 3,432,960 －

168 １４型テレビ　３７０台
支出負担行為担当官
大分刑務所長　浅井弘保
大分県大分市畑中３０３番地

平成20年11月5日
吉成電機株式会社
大分市金池町１丁目１３番９号

一般競争入札 － 2,719,500 －
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169
鹿児島刑務所総合警備システム等
更新整備一式

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１７
３３）

平成20年11月13日

福岡市博多区東比恵３－１２
－１６
三菱電機システムサービス㈱
九州支社

一般競争入札 － 30,292,500 －

170
平成２０年度（１１月１０日から３月
３２日）処遇系等事務業務委託契
約

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１７
３３）

平成20年11月10日
鹿児島市松原町１４－２０
全国警備保障㈱

一般競争入札 － 4,588,800 －

171
平成２０年度（１１月１０日から３月
３３日）総務系事務等派遣契約

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１７
３３）

平成20年11月10日

神奈川県横浜市西区みなとみ
らい２丁目２番１号ランドマーク
タワー
マンパワー・ジャパン㈱

一般競争入札 － 2,172,517 －

172 自動車運行管理業務請負契約

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11月4日
株式会社キャリアサプライ
佐賀市天神２丁目２－２８

一般競争入札 － 1,663,850 －

173 ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ集塵装置用ｻｲﾛ等一式

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11月27日
北原商事株式会社
佐賀市水ヶ江二丁目２番１４号

一般競争入札 － 3,307,500 －

174
喜連川少年院
電話交換設備更新契約

支出負担行為担当官
　喜連川少年院長　樫　村　則　行
(栃木県さくら市喜連川3475－1）

平成20年11月11日
関彰商事株式会社ﾋﾞｼﾞﾈｽｿ
ﾘｭｰｼｮﾝ部宇都宮支店
栃木県宇都宮市西原町530-1

一般競争入札 － 1,692,600 －

175 千葉少年鑑別所鑑別護送バス１台
支出負担行為担当官
千葉少年鑑別所長　木村　隆一
（千葉市稲毛区天台１－１２－９）

平成20年11月7日
千葉日産自動車株式会社
（千葉市中央区本千葉町９－２
１）

一般競争入札
（総合評価実施）

－ 1,774,605 －
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176 　事務什器更新一式

支出負担行為担当官
　大阪少年鑑別所長　庵前　幸美
（大阪府堺市堺区田出井町８－３
０）

平成20年11月20日
（株）日興商会堺支店
大阪府堺市堺区永代町２－２
－１６

一般競争入札 － 2,730,000 －  

177 コピー用紙購入
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11月4日
株式会社東洋ノーリツ
東京都千代田区神田淡路町２
－２１－１５

一般競争入札 － 1,893,360 －

178
外国人登録画像データに関する登
録記録総合管理システムへのデー
タ入力業務

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11月20日

富士ソフトサービスビューロ株
式会社
東京都墨田区江東橋２－１９
－７

一般競争入札 － 14,280,000 －

179 自動車（ワゴン車3台）交換購入
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11月25日
東京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
（総合評価実施）

－ 7,575,750 －

180 自動車（中型バス）交換購入
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11月25日
東京いすゞ自動車株式会社
東京都世田谷区上北沢５－１
１－１

一般競争入札
（総合評価実施）

－ 11,445,000 －

181 自動車用燃料購入
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11月28日
双日エネルギー株式会社
東京都港区赤坂２－１４－３２

一般競争入札 － 2,187,836 －
単価契約
レギュラー１㍑
123.9円ほか１件

182 タイトルシート作成業務

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11月19日
(株)コームラ
岐阜市北一色８－７－２８

一般競争入札 － 1,759,075 －
単価契約
　タイトルシート
　7．58円ほか３件
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183 物品供給契約
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11月10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 － 4,398,450 －

184 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
（名古屋市港区正保町５－１８）

平成20年11月19日
名古屋トヨペット株式会社
名古屋市熱田区尾頭町２番２
２号

一般競争入札 － 2,447,000 －

185 自動車購入契約
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11月19日
名古屋トヨペット株式会社
名古屋市熱田区尾頭町２番２
２号

一般競争入札 － 2,520,000 －

（注） 案件数が多い場合には，適宜行を複写の上，記入してください。

記入内容が複数行にわたるため，一つのセル内で改行する場合には，Altキーを押しながらEnterキーを押してください。
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