
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

1
平成２０年度給与法改正等に基づく
法務省共通給与計算システム改修
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3月2日
沖電気工業（株）
港区芝浦4-10-16

本システムは契約の相手方により独自
に開発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２
９条の３第４項，予決令１０２条の４第３
号）

― 37,879,999 ― ―

2
成田ホスト１号機移行に伴う再入国
許可書発行システム設定変更及び
機器点検作業　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3月2日
アルテック（株）
新宿区荒木町13-4

本システムは偽変造対策として特殊な
技術を用いたシステムであり，日本国
内における独占販売代理店契約を有
する契約の相手方以外の者から調達
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
決令１０２条の４第３号）

― 2,103,910 ― ―

3
給与計算システムのプログラム改修
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21年3月2日
カシオ情報機器（株）
中央区日本橋本石町3-3-
5

契約の相手方は，当該システムの著作
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，予決令
第１０２条の４第３号）

― 1,373,400 ― ―

4
健康保険法等の一部改正等に伴う
法務省共通共済事務システム改修
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3月10日
沖電気工業（株）
港区芝浦4-10-16

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
である沖電気工業㈱に留保されている
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）

― 7,770,000 ― ―

5
犯罪被害者支援ＤＶＤの改訂等請負
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21年3月13日
(株)ぎょうせい
東京都江東区新木場1-
18-11

契約の相手方は，ＤＶＤの出演者から
著作権の二次利用許可を唯一得てい
る者で，ＤＶＤの改訂版を制作するには
同社と契約するほかなく，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）

― 3,441,900 ― ―

6
次世代出入国管理業務個人識別情
報自動化ゲートシステム措置対応の
ためのプログラム改修　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21年3月27日
日本電気（株）
港区芝5-7-1

契約の相手方は，当該システムの著作
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，予決令
第１０２条の４第３号）

― 75,560,625 ― ―

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）
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7
次世代自動化ゲートシステム導入に
伴う外国人出入国情報システムプロ
グラム改修等　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3月27日
日立製作所（株）
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２
９条の３第４項，予決令１０２条の４第３
号）

― 33,288,408 ― ―

8
個人識別情報システム用端末機器
及び自動化ゲート事前登録端末機器
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21年3月31日
日本電気（株）
港区芝5-7-1

契約の相手方は，当該システムの著作
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，予決令
第１０２条の４第３号）

― 11,117,452 ― ―

9
外国人出入国情報システム用端末
機器及び事前旅客情報システム用
機器導入作業　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21年3月31日
日立製作所（株）
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２
９条の３第４項，予決令１０２条の４第３
号）

― 10,235,473 ― ―

10 机等の購入　一式

支出負担行為担当官
　前橋地方検察庁検事正
　荒木俊夫
（群馬県前橋市大手町３－２－
１）

平成21年3月4日
株式会社細野事務器
群馬県前橋市元総社町２
－８－１０

一般競争に付したが，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）

― 3,570,000 ― ―

11
地番検索システムデータ更新追加ラ
イセンス契約

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
－１５）

平成21年3月2日
(株)ゼンリン
東京都千代田区西神田１
－１－１

平成１４年度以降継続して使用してきた
システムであり，本システムは，契約事
業者が同時に開発・構築したもので，
同事業者のみが有するシステムであ
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）

― 14,354,550 ― ―

12
セパレートトランス撤去・動作確認作
業

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）

平成21年3月2日
富士通(株)
東京都港区東新橋１－５－
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
に携わっているものであり，そのシステ
ムの安定稼働を目的とした電力を供給
するための装置であり，契約業者が独
自に開発して設置し管理運用していた
ため，装置を撤去しその後のシステム
の安定稼働するに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，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）

― 5,015,094 ― ―
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13 各種図面の入力作業請負契約
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3月2日
トランス・コスモス株式会社
東京都渋谷区渋谷3-25-
18

本契約は，平成20年8月29日に締結し
た「各種図面の入力作業請負契約書」
に基づき行っている作業についての追
加契約である。
仕様書において，対象となる図面の冊
数を計上しているが，図面の冊数を再
調査したところ，図面の冊数が増加して
いる庁が判明した。
冊数の増加していることが，判明してか
ら，作業完了予定日である平成21年3
月31日までと短期間であり，緊急性を
要することから，本年度に業務を行って
いる業者は，機器を保有しており，ノウ
ハウもあることから，本年度内での作業
完了が可能であるため。
(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)

― 2,014,950 ― ―

14
さいたま地方法務局印鑑照合システ
ム購入契約

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3月6日
富士通コワーコ(株)
埼玉県さいたま市大宮区
錦町682-2

再度入札をしたが，落札者がいなかっ
たため。（予算決算及び会計令第99条
の2）

― 2,599,800 ― ―

15
音声付き順番案内システム一式（５
セット）供給契約

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１－１）

平成21年3月19日
株式会社藤光商会
神戸市兵庫区湊町３丁目２
－２

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）

― 2,152,500 ― ―

16 事務用家具等供給契約

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１－１）

平成21年3月25日
株式会社鳥居商店
大阪市西区立売堀１丁目９
－１１

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）

― 1,662,990 ― ―

17 電子複写機交換契約
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3月17日
リコー関西株式会社
大阪市中央区谷町四丁目
１１番６号

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

― 1,699,488 ― ―
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18 郵便切手購入

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21年3月17日
（有）太陽商工
名古屋市瑞穂区牛巻町7-
1

券種ごとの販売価格等が法律により定
められており，価格競争の余地がない
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）

― 2,127,100 ― ―

19 複写機交換契約

支出負担行為担当官
　岐阜地方法務局長　岡村幸治
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１
３）

平成21年3月4日
中部事務機株式会社
岐阜市都通1丁目15番地

一般競争に付したが，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）

― 3,280,830 ― ―

20
登記情報システム用端末のメモリ増
設及び動作確認作業　一式

支出負担行為担当官
　福岡法務局長　横山緑
（福岡市中央区舞鶴３－９－１
５）

平成21年3月10日
株式会社富士通エフサス
東京都港区芝公園４－１－
４

株式会社富士通によって構築された登
記情報システムを搭載する当該端末の
機能強化作業及び動作確認作業を安
全かつ確実に実施できるのは，株式会
社富士通のＣＥ担当部門会社である契
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）。

― 1,150,800 ― ―

21
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21年3月6日
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦一丁目１
－１

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
じさせることなく対象機器の撤去を実施
する必要があるところ，対象機器は，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，対象機器の構成，機能，操作，技
術情報等の詳細に精通し，適正かつ確
実に対象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，予算決算及び会計令第１０２条の４
第３号）

― 1,310,232 ― ―
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22
現行登記情報システム機器のマシン
室内撤去作業請負契約

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21年3月9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，操作及び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
務の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２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 3,808,098 ― ―

23
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
　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21年3月9日
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

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，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 1,859,550 ― ―

24 地番検索システムライセンスの購入

支出負担行為担当官
　仙台法務局長　柏原　治
（宮城県仙台市宮城野区名掛
丁１２８番地広瀬通ＳＥビル）

平成21年3月2日
株式会社ゼンリン
東京都千代田区西神田１
－１－１

契約の相手方は，当該システムを独自
に開発し，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，予決令第１０２条の４第３号）

― 3,184,650 ― ―

25 電子複写機交換契約（７台）
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21年3月12日

リコー東北株式会社秋田
支社
秋田県秋田市卸町４－９－
１

一般競争入札を実施したが，落札者が
いなかったため。（予決令第９９条の２）

― 7,822,080 ― ―

26 厨房機器等調達

支出負担行為担当官
　川越少年刑務所長
　中山　厚
（埼玉県川越市南大塚１５０８番
地）

平成21年3月13日
（株）アイホー
愛知県豊川市白鳥町防入
６０番地

一般競争に付し，再度の入札を実施し
たが落札者がなかったため。（予決令
第９９条の２）

― 7,245,000 ― ―



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

27
防刃ジャンバー及び防刃手袋購入
ジャンバー１５着，手袋１５双

支出負担行為担当官
　山口刑務所長　嶋田　博
（山口県山口市松美町３－７５）

平成21年3月9日
（株）武田商店
東京都渋谷区恵比寿西２
－３－１３

警備用特殊器具の調達であるため，当
所の求める材質，形状などの仕様を充
たしたものを製造・販売しているのは契
約の相手方のみであるため（公募）。
（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）

― 1,804,950 ― ―

28 総合警備監視モニター更新整備

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21年3月13日

三菱電機システムサービス
（株）
福岡県福岡市博多区東比
恵３－１２－１６

全体改築に関わる更新整備のため，全
体改築請負業者と別の業者に発注す
ることはシステムの互換性の特質から
できないため。（会計法第２９条の３第4
項，予決令第１０２条の４第３号）

― 2,415,000 ― ―

29
総合警備監視システム増設工事一
式

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21年3月3日

三菱電機システムサービス
（株）
福岡県福岡市博多区東比
恵３－１２－１６

全体改築に関わる更新整備のため，全
体改築請負業者と別の業者に発注す
ることはシステムの互換性の特質から
できないため。（会計法第２９条の３第4
項，予決令第１０２条の４第３号）

― 15,540,000 ― ―

30 机，いす等の調達　一式

支出負担行為担当官
　東京保護観察所長　笠原和男
（東京都千代田区霞が関1‐1-
1）

平成21年3月13日
（株）サンポー
東京都港区虎ノ門三丁目
１５番５号

一般競争を実施し，再度の入札をして
も落札者がなかったため。（予決令第９
９条の2）

― 14,845,950 ― ―

31
外国人登録原票ファイリングシステ
ム統合作業

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21年3月4日
日本電気株式会社第二官
公ソリューション事業部
東京都港区芝５－７－１

外国人登録原票ファイリングシステム
のアプリケーションの仕様書・プログラ
ム及び著作権は，契約の相手方である
日本電気株式会社に帰属しており，ま
た，データ移行ツールも同社が開発し
たものである。したがって，システムの
連携や全体の動作保証及び保守対応
が行えるのは，同社しかないため随意
契約を締結するものである（会計法第２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４第
３号）。

― 2,415,000 ― ―



別表４
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32 入管ＷＡＮルータ更新作業

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21年3月6日
沖電気工業株式会社
東京都港区芝浦４－１０－
１６

入管ＷＡＮのルータ設定変更及びルー
タ設定変更後の動作確認，疎通確認な
どのシステムの連携や全体の動作保
証及び保守対応が行えるのは，現在の
入管ＷＡＮシステムを設置した沖電気
工業株式会社しかないため，随意契約
を締結するものである（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）。

― 3,192,000 ― ―

33 花巻空港機器移設等作業委託

支出負担行為担当官
　仙台入国管理局長
  三島　孝雄
（宮城県仙台市宮城野区五輪
1-3-20）

平成21年3月17日

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

委託業務はＭＲＰリーダーの移設及び
動作確認等であるところ，当該業務を
迅速，確実に遂行可能な者は製造元で
ある契約の相手方のみであり，競争を
許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 1,794,450 ― ―

※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。


