
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
法務本省内ＬＡＮシステムにおける
Webコンテンツフィルタリングソフト
ウェア設定作業　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21年1月6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

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）

― 2,299,920 ― ―

2

次世代日本人審査システムの導入
に伴う出入国審査総合管理システム
等からの移行データ抽出・変換機能
の開発等　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21年1月8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，特例政令
第１３条第１項第２号）

― 34,927,200 ― ―

3
法務省情報ネットワーク拠点追加等
に係る作業　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21年1月8日
株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ
江東区豊洲3-3-3

本件作業は，既存の本ネットワークの
通信に障害を及ぼすことなく安全確実
に遂行しうる者は，本ネットワークを独
自で設計開発し，運用管理を委託され
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１０
２条の４第３号）

― 1,081,290 ― ―

4
施設整備工事用複合単価作成業務
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21年1月13日

財団法人建築コスト管理シ
ステム研究所
東京都港区西新橋3-25-
33御成門ビル

契約の相手方は，本システムを開発
し，著作権を留保している会社で，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）

― 1,470,000 ― ―

5

現行成年後見登記システムから次期
成年後見登記システムへの移行に
伴う移行データ抽出変換作業等　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21年1月16日
株式会社日立製作所
東京都江東区新砂1-6-27

本システムのデータベースに格納され
ている文字コードは,契約の相手方製の
独自の文字コードが使用されているとこ
ろ,同文字コードの体系情報等は同社
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，特例政令第１３条第１項第２号）

― 21,000,000 ― ―



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

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
大型シュレッダーオーバーホール作
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21年1月27日
株式会社明光商会
東京都中央区八丁堀1-9-
8

契約の相手方は，製造業者であるとと
もに同機器の保守管理会社であるが，
同機器に係る技術情報については一
切他社に公開をしていないため，業務
を行うことのできる唯一の会社で，競争
をゆるさないため（会計法第２９条の３
第４項，予決令１０２条の４第３号）

― 1,833,489 ― ―

7
パーソナル・コンピュータの法務本省
内LANシステムへの接続調整作業等
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21年1月28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

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）

― 5,444,040 ― ―

8

法務省総合的な受付・通知システム
における申請者利用環境の追加に
向けたMicrosoftWindowsVista改修作
業及び不動産登記における各種図
面の証明書請求に係る機能改修作
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21年1月30日
株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ
江東区豊洲3-3-3

契約の相手方は，当該システムのソフ
トウェアを構成するモジュールに係る著
作権を有する者であり，競争を許さない
ため（会計法第２９条の３第４項，特例
政令第１３条第１項第２号）

― 55,528,137 ― ―

9 角形気送管設備改修契約一式

支出負担行為担当官
　東京地方検察庁検事正
　伊藤鉄男
（東京都千代田区霞が関１－１
－１）

平成21年1月20日
（株）日本シューター
東京都千代田区神田駿河
台２－９

他社と契約するときと比べて著しく有利
な価格をもって契約できる見込みがあ
るから（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４号
ロ）

― 13,650,000 ― ―

10
藤沢支局移転に伴う登記システム移
設及びＬＡＮ配線敷設作業

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21年1月28日
株式会社富士通エフサス
東京都港区芝公園４－１－
４

現在使用している登記情報システム
は，富士通株式会社が独自に開発・構
築し，一貫してその運用管理に携わっ
ており，契約業者はそのサポート業務
を請け負っている。
同システムの安定稼働を確保するため
に必要なシステム全体の構成・機能・
操作・技術情報・その他付帯作業等に
精通している業者は，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）

― 2,698,500 ― ―
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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

契約の相手方の商号又は
名称及び住所
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根拠条文及び理由（企画競争又は公
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予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

11
厚木支局レイアウト変更に伴う電源
及びＬＡＮ配線敷設作業

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21年1月28日
株式会社富士通エフサス
東京都港区芝公園４－１－
４

現在使用している登記情報システム
は，富士通株式会社が独自に開発・構
築し，一貫してその運用管理に携わっ
ており，契約業者はそのサポート業務
を請け負っている。
同システムの安定稼働を確保するため
に必要なシステム全体の構成・機能・
操作・技術情報・その他付帯作業等に
精通している業者は，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）

― 2,415,000 ― ―

12
小田原支局ほか６庁乙号事務包括
委託対応端末環境変更作業費

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21年1月30日
富士通株式会社
川崎市中原区上小田中４
－１－１

現在使用している登記情報システム
は，富士通株式会社が独自に開発・構
築し，一貫してその運用管理に携わっ
ている。
本業務は，同システムの環境変更を行
う作業であり，変更作業を行えるのは，
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）

― 2,739,345 ― ―

13
乙号事務包括委任対応端末環境変
更作業契約

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

平成21年1月30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
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）

― 3,662,895 ― ―

14
登記所の電算室に設置されている変
圧器等の撤去等作業請負契約

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21年1月19日
富士電機総設株式会社
東京都中央区八丁堀２－２
０－８

再度の入札をしても落札者がなかった
ため。（予決令第９９条の２）

― 12,862,500 ― ―



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

15
乙号包括委託導入に伴うシステム端
末の環境変更作業委託契約

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５１９
１）

平成21年1月30日
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

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。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

― 1,956,675 ― ―

16
乙号事務包括委託対応端末環境変
更作業

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21年1月30日
富士通（株）
川崎市中原区上小田中四
丁目１番１号

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営
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，当該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，予算決算及
び会計令第102条の4第3号）

― 1,565,340 ― ―

17
移行完了に伴う登記所の機器解体
及び撤去作業

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21年1月30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）

― 1,439,497 ― ―



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

18
平成20年度地図混乱地域における
実態調査作業及び基準点設置作業
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21年1月27日

あおぞら土地家屋調査士
法人
広島市安佐北区安佐町大
字飯室３１９２番地

一般競争入札を実施したところ，予定
価格を下回る者がいないことから，再
度入札を実施したが，なお，予定価格
を下回る者がいなかったため不落随意
契約を行った（予算決算及び会計令第
９９条の２）。

― 2,793,000 ― ―

19 パーテーション等購入契約

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６－１
６）

平成21年1月20日
（株）マルブン
山口市糸米二丁目２番１０
号

一般競争入札を実施し，再度入札を実
施したが，落札者がいなかったため。
（予決令第９９条の２）

― 4,095,000 ― ―

20
乙号事務包括委託対応端末環境変
更作業

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21年1月30日
富士通（株）
東京都港区東新橋１丁目５
－２

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
に携わって来たものであり，適正かつ
迅速な登記業務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，技術情報等に詳細に精通
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）

― 1,174,005 ― ―

21
乙号事務包括委任対応端末環境変
更作業

支出負担行為担当官
　大分地方法務局長
　斎藤和博
（大分県大分市城崎町２－３－
２１）

平成21年1月23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変更作業
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，予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号）

― 2,348,010 ― ―



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

22
乙号事務包括委任対応端末環境変
更作業

支出負担行為担当官
　鹿児島地方法務局長
　内海洋治
（鹿児島市鴨池新町１番２
号）

平成21年1月26日
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

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
行可能なものは，開発・構築を行った上
記契約者のみであるため。（会計法第２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４第
３号）

― 1,565,340 ― ―

23
新システムへの移行に伴う現行シス
テム移行支援作業委託契約

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21年1月30日
富士通（株）
東京都港区東新橋一丁目
５－２

登記情報システムは，相手方が独自に
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視線業務
を遂行可能な者は開発・構築を行った
同業者のみである。
（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）

― 1,721,874 ― ―

24
本局登記部門乙号包括委託実施に
伴うレイアウト変更に係る登記情報
システムＬＡＮ配線・電源作業　一式

支出負担行為担当官
　松山地方法務局長
　武下　　満
（松山市宮田町１８８－６）

平成21年1月26日

富士通ネットワークソリュー
ションズ株式会社
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，富士通(株)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，登記事
務を適正かつ迅速に遂行するために
は，同システムの安定稼動を確保する
必要があるところ，同システムＬＡＮの
機器，ネットワーク及び回線の保守に
あたる業者は，その機器，ネットワーク
及び回線等に精通し，非常時に部品の
供給又はネットワークの障害復旧をス
ムーズに行うことができる業者であるこ
とが必要不可欠であるため。（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）

― 1,036,350 ― ― ―



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

25 全自動多重放映制御装置一式供給

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21年1月30日

有限会社群馬通信機サー
ビス
群馬県前橋市元総社町２
－７－１１

予決令第99条の2（再度の入札をしても
落札者がなかったため随意契約した。）

― 6,720,000 ― ―

※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ことから，記載していません。


