
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

ＩＣ旅券対応・出入国審査用旅券自
動読取装置アプリケーション（eMRP
アプリケーション），次世代日本人審
査システムにおける旅券読取対応ア
プリケーション改修等作業　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12月5日

パナソニック・システムソ
リューションズ・ジャパン株
式会社
東京都港区浜松町1-17-
14

本件作業は，本件自動読取装置の画
像処理エンジン等の特許技術等が必
要不可欠となるが，これら特許技術等
の特許権，著作権は同社に留保されて
おり，他社がその情報を知ることができ
ず，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）

― 15,750,000 ― ―

2

在留光ディスクシステムの在留資格
審査画像照会システムへのリプレイ
スに伴う外国人出入国情報システム
プログラム改修　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12月10日
株式会社日立製作所
東京都江東区新砂1-6-27

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，競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項，予決令１０
２条の４第３号）

― 15,189,387 ― ―

3

①国家公務員ＩＣカード（非接触型ＩＣ
カード）
１，１２７枚
②国家公務員ＩＣカード（特別通行証・
非接触型ＩＣカード）
３５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12月10日
富士通株式会社
東京都港区東新橋1-5-2

当省が使用する国家公務員ＩＣカード
は，導入に当たり，契約業者が独自開
発した国家公務員ＩＣカード調整システ
ムに適合するようシステムと併せて一
括導入を図ったものであり，同システム
との互換性を有する物品を供給できる
のは，契約業者１社のみであり，競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

― 3,399,375 ― ―

4
人権相談メール受付システムの移
行・構築作業　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12月10日

株式会社富士通ビジネス
システム
東京都文京区後楽1-7-27
後楽鹿島ビル

本件作業は契約の相手方のデータセン
ター内にあるプログラム及びデータを抽
出した上，当省内の機器に本システム
の環境を構築するものであるが，デー
タセンター内での作業はセキュリティ対
策上，同センターを運営・管理している
同社以外のものは実施できず，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）

― 2,999,850 ― ―

5
入国管理局電算システム運用推進
担当職員研修　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12月11日
株式会社日立製作所
東京都江東区新砂1-6-27

本研修目的となるシステムは，同社が
独自開発した特殊仕様のものであるた
め，同社以外のものが研修を実施する
ことはできないため。（会計法第２９条
の３第４項，予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号）

― 4,937,616 ― ―
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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
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落札率
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再就職
の役員
の数
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6 上陸許可証印（一般）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12月15日
末友印版工業株式会社
東京都江戸川区松島4-8-
2

本件証印等には，偽変造防止対策とし
て，契約業者が独自に作成した特殊形
状文字が使用されている。入国審査に
おける鑑識業務の統一性及び正確性
維持のためには，現在使用している証
印等と同一のものを引き続き調達する
必要があるが，同一証印等の製造が可
能な業者は契約の相手方のみであるこ
とから競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 5,891,392 ― ―

7
新判例体系公法編　追録５１３－５１
７号　各号５２３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12月15日
新日本法規株式会社
愛知県名古屋市中区栄1-
23-20

本件追録図書は，契約の相手方が顧
客に対して直接販売する体制を採って
いるため，出版元である契約の相手方
以外から調達することが不可能であり，
競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項，予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号）

― 4,698,414 ― ―

8
予算管理システム機能追加・機能改
修作業　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12月19日
富士通株式会社
東京都港区東新橋1-5-2

本システムは，契約の相手方が独自に
開発・カスタマイズした汎用性のないシ
ステムで，契約の相手方が同システム
の著作権を保有しており，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）

― 15,750,000 ― ―

9 機械警備警報装置等移設工事契約

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12月5日
綜合警備保障（株）
東京都港区元赤坂1-6-6

庁舎機械警備を行うために契約業者の
独自のシステムを設置しているところ，
契約の相手方を他の業者に変更する
場合には，当該システムの撤去及び他
の業者のシステムを設置するための新
たな経費が発生することから，現契約
業者と契約することが有利であるため，
随意契約としたもの。（会計法第２９条
の３第４項，予算決算及び会計令第１０
２条の４第４号ロ）

― 1,243,200 ― ―
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10
新システムへの移行に伴う現行シス
テム移行支援作業　一式

支出負担行為担当官
　前橋地方法務局長
  石井末弘
（群馬県前橋市大手町２－１０
－５）

平成20年12月4日
富士通株式会社
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
システムの安定稼働を確保する必要が
あるところ，システム全体の構成，機
能，操作，技術情報等の詳細に精通
し，システム保守運用に係る支援業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った
同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）

― 4,148,151 ― ―

11
新登記情報システム移行に伴う連携
システム移行支援作業委託契約

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12月1日
富士通株式会社
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

現行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働を確保する
必要があり，契約業者はシステム全体
の構成，機能操作及び技術情報等の
詳細に精通していることから，システム
保守運用に係る支援業務を行ってい
る。新登記情報システムに切り替える
際，プリンター等の連携システムについ
て円滑に移行する必要があるが，契約
業者以外に本作業を円滑に行える業
者はいないため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

― 5,995,252 ― ―

12
新潟地方法務局柏崎支局ほか４庁
パーテーション及びカウンター物品供
給ほか作業一式

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５１９
１）

平成20年12月10日
（株）エヌエスケイ
新潟市東区卸新町１丁目８
４２番地１０

予定価格の範囲内をもって入札する業
者がなかったことから不落による随意
契約とした（予決令第９９条の２）

― 14,878,500 ― ―
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13
新システムへの移行に伴う現行シス
テム移行支援作業費

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12月26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，システム保守運用に係る支援業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った
上記契約業者のみであるため。（会計
法第２９条の３第４項，予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号）

― 5,087,355 ― ―

14
現行登記情報システム機器のマシン
室内撤去作業

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12月26日

富士通株式会社
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，新システムの運用に支障を生
じさせることなく現行登記情報システム
機器の撤去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，適正かつ確実に現
行登記情報システム機器の撤去を遂
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）

― 3,064,057 ― ―

15
仙台法務局移転に伴う準備書面作
成支援システム・供託事務処理シス
テム移設作業一式

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
－２５）

平成20年12月8日

新日鉄ソリューションズ
（株）
東京都中央区新川二丁目
２０番１５号

当該システムは，契約の相手方が独自
に開発を行ったものであり，当該業者で
あれば，当該システムの運送及び設置
等業務，また移転後のサーバーの起動
確認や各パソコンとの正常稼働を確認
できること，さらには，システムの安定
稼動に当たっては，同システムの内容
を熟知していることが必要であるとこ
ろ，当該作業を安全・確実に遂行可能
であるのは同業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 2,649,990 ― ―
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16
仙台法務局移転に伴う法務局通信
ネットワークシステム移設作業一式

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
７－２５）

平成20年12月8日

新日鉄ソリューションズ
（株）
東京都中央区新川二丁目
２０番１５号

当該システムは，契約の相手方が独自
に開発を行ったものであり，当該業者で
あれば，当該システムの運送及び設置
等業務，また移転後のサーバーの起動
確認や各パソコンとの正常稼働を確認
できること，さらには，システムの安定
稼動に当たっては，同システムの内容
を熟知していることが必要であるとこ
ろ，当該作業を安全・確実に遂行可能
であるのは同業者のみであったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 1,179,780 ― ―

17
仙台法務局移転に伴う仙台法務局
局内ネットワークシステム移設作業
一式

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
－２５）

平成20年12月10日
リコー東北(株）
宮城県仙台市青葉区五橋
一丁目５番３号

当該システムは，契約の相手方が構
築・開発を行い保守を行っている業者
であり，当該業者であれば，当該システ
ムの運送及び設置等業務，また移転後
のサーバーの起動確認や各パソコンと
の正常稼働を確認できること，さらに
は，システムの安定稼動に当たって
は，同システムの内容を熟知しているこ
とが必要であるところ，当該作業を安
全・確実に遂行可能であるのは同業者
のみであったため。（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

― 4,896,948 ― ―

18
仙台法務局移転に伴う仙台法務局
庁舎構内電話交換設備移設作業一
式

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
－２５）

平成20年12月10日
沖ウィンテック（株）
東京都品川区北品川一丁
目１９番４号

契約の相手方は，庁舎構内電話交換
設備を構築し保守している業者であり，
また電話交換設備の供給業者であり，
当該設備の安定稼動に当たっては，同
設備の内容を熟知していることが必要
であるところ，当該作業を安全・確実に
遂行可能であるのは同業者のみであっ
たため。（会計法第２９条の３第４項，予
決令第１０２条の４第３号）

― 4,305,000 ― ―

19
仙台法務局移転に伴う登記情報シス
テム工事一式

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
－２５）

平成20年12月10日

富士通ネットワークソリュー
ションズ（株）
神奈川県川崎市川崎区日
進町７番地１

登記情報システムは，独自に開発・構
築されたシステムであり，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，システムに係る電源等敷設
作業を安全・確実に遂行可能な者は，
システム関連機器や設備事情に精通し
ている契約の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 3,622,500 ― ―



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

20
仙台法務局仮庁舎駐車場賃貸借契
約（４０台）

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
－２５）

平成20年12月19日
大和リース（株）
大阪府大阪市中央区農人
橋二丁目１番３６号

物件の場所，設備，立地条件等の諸条
件を満たす者が１社であり，競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項，
予算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

― 3,014,516 ― ―

21
登記所管轄転属支援作業契約（鳴門
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12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 ― ―

22 事務什器一式

支出負担行為担当官
　東京矯正管区長
　高橋 博
（埼玉県さいたま市中央区新都
心2-1）

平成20年12月2日
廣友物産株式会社
東京都港区赤坂1-4-17

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）

― 136,500,000 ― ―

23 自動車運行管理業務委託契約

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12月1日

日本総合サービス株式会
社
愛知県名古屋市中村区名
駅５丁目４番１４号

一般競争入札に付したが不落であり，
執行までの期間がなかったため随意契
約とした。（会計法２９条の３第５項，予
決令第９９条の２及）

― 3,045,000 ― ―

24
電子単環根巻きボタン付けミシン
１台

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12月24日
ジュウキ販売㈱米子支店
鳥取県米子市米原４丁目５
番３１号

再度の一般競争入札に付したが，落札
者がいなっかたため。（予算決算会計
令第９９条の２）

― 2,646,000 ― ―

25 警備業務請負
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12月25日
東京セフティ㈱岡山支社
岡山県岡山市南方1-4-3

一般競争入札を実施したが，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）

― 7,350,000 ― ―



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
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募）
予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

26 浄化槽保守点検業務委託

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12月15日
（株）西原ネオ福岡支店
福岡県福岡市博多区井相
田２－２－３

当該浄化槽は，本年度新営工事にて
設置したもので2年以内の瑕疵期間が
あり，施工業者以外の業者に委託した
場合は，瑕疵発生時の責任が不明確
になりうることから。（会計法第２９条の
３第４項及び予決令第１０２条の４第3
項）

― 1,935,549 ― ―


