
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
（％）

備　　考

1
人事院勧告給与法改正に伴うシステ
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6月9日
カシオ情報機器(株)
東京都中央区日本橋本石
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）

1,321,941 1,263,150 95.6

2 印鑑カード　製造

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6月16日
凸版印刷(株)
東京都台東区台東1-5-1

本件印鑑カードは，偽造防止対策等を勘
案してこれまで同一仕様のものを調達し
ており，同カードに貼付するホログラム
シートは，特許登録されている特殊な技
術を用いて作製されるところ，当該カード
を作製できるのは，同技術の開発者であ
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，
予決令第１０２条の４第３号）

12,065,289 12,015,570 99.6

3
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6月11日
沖電気工業(株)
東京都港区芝浦4-10-16

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）

4,522,918 4,504,500 99.6

4
登記情報システムの機能改善に係
る仕様変更　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6月29日
富士通(株)
東京都港区東新橋1-5-2

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，その情報は他者には公表
していないことから、競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項，特例政
令第１３条第１項第２号）

320,517,918 305,528,559 95.3

5 全国地方新聞への広報掲載　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6月30日
全国地方新聞社連合会
東京都港区東新橋1-2-15

契約の相手方は，「全国中学生人権作文
コンテスト」の地方大会入賞作品を地方
新聞５２紙に特集記事として掲載すること
を企画しており，これと同一紙面に本件
人権啓発広告を掲載することが人権啓
発効果を発揮するため必要であることか
ら，本件業務を遂行可能なものは契約の
相手方のみであるため。（会計法第２９条
の３第４項，特例政令第１３条第１項第１
号）

40,739,160 39,390,408 96.7
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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

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
（％）

備　　考

6
法務省情報ネットワーク拠点追加作
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6月22日
(株)エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲3-3-3

本件作業は，通信の暗号化機能を有し
た高度なセキュリティを確保しているシス
テムであることから，既存のネットワーク
の通信に障害を及ぼすことなく安全確実
に遂行しうる者が，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，予決令第１０２条の４
第３号）

1,525,896 1,452,444 95.2

7

バックアップセンターにおける次期登
記情報システム移行用電子計算機
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一式

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6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，特例政令第１３条第１項第２号）

1,925,700 1,396,500 72.5

8
司法書士試験筆記試験会場の教室
賃貸借契約

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6月5日
学校法人早稲田大学
東京都新宿区戸塚町1-104

契約の目的物件が代替性のない特定の
位置及び条件にある会場であって，他の
位置及び条件にある会場を賃貸するより
も，本契約の相手方の条件が 良である
と判断したため。（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）

5,569,286 5,569,286 100.0

9 司法書士試験会場借料

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長
　紺野　清幸
（神奈川県横浜市中区北仲通５
－５７）

平成21年6月24日
学校法人神奈川大学
神奈川県横浜市神奈川区
六角橋３－２７－１

公募手続きを実施したが応募者がなく，
１５０名から２００名まで収容できる教室
が複数あり，かつ，横浜市内において交
通の便が良いところが必要であるところ，
使用できる場所が契約の相手方の大学
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）

1,875,669 1,875,669 100.0

10
地図混乱地域における実態調査及
び基準点設置作業一式

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

平成21年6月17日

(社)埼玉公共嘱託登記土地
家屋調査士協会
埼玉県さいたま市浦和区高
砂2-3-4-201

再度入札をしたが，落札者がいなかった
ため。（予決令第99条の2）

5,043,288 5,040,000 99.9

11
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
　千葉地方法務局長
　渡辺　　博
（千葉県千葉市中央区中央港１
－１１－３）

平成21年6月16日
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

対象システムは契約の相手方が独自に
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
に同システムの移行をする必要があると
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，同システム
の移行支援作業を遂行可能な者は，開
発・構築を行った契約の相手方のみであ
るため。（会計法２９条の３第４項，予決
令第１０２条の４第３号）

7,591,899 7,591,899 100.0
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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

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
（％）

備　　考

12 登記所管轄転属支援作業

支出負担行為担当官
　千葉地方法務局長
　渡辺　　博
（千葉県千葉市中央区中央港１
－１１－３）

平成21年6月29日
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

対象システムは契約の相手方が独自に
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，登記所管轄転
属の際に適正かつ迅速に同システムの
転属作業を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，同システムの管轄転
属支援作業を遂行可能な者は，開発・構
築を行った契約の相手方のみであるた
め。（会計法２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

2,191,476 2,191,476 100.0

13 ＢＣマシン撤去作業　一式

支出負担行為担当官
　大阪法務局長
　白石　研二
（大阪府大阪市中央区谷町2-1-
17）

平成21年6月8日
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

対象システムは，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る。本件対象機器の
解体作業等に必要となる技術等を有し，
本件業務を安全に実施できる者は，シス
テム全体の構成，機能，操作，技術情報
等の詳細に精通している上記契約業者
のみであるため。（会計法第２９条の３第
４項，特例政令第１３条第１項第２号）

3,653,968 3,653,968 100.0

14
移行完了に伴う登記所の機器解体
及び撤去作業　一式

支出負担行為担当官
　大阪法務局長
　白石　研二
（大阪府大阪市中央区谷町2-1-
17）

平成21年6月8日
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

対象システムは，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る。本件対象機器の
解体作業等に必要となる技術等を有し，
本件業務を安全に実施できる者は，シス
テム全体の構成，機能，操作，技術情報
等の詳細に精通している上記契約業者
のみであるため。（会計法第２９条の３第
４項，特例政令第１３条第１項第２号）

2,704,800 2,704,800 100.0

15
登記所備付地図用現地事務所賃貸
借契約 一式

支出負担行為担当官
　京都地方法務局長
　小野　勝成
（京都府京都市上京区荒神口通
河原町東入上生洲町197）

平成21年6月1日 個人情報につき非公表

契約の目的物件が代替性のない特定の
位置にある建物であって，他の位置にあ
る建物を賃借しても契約の目的を達しな
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）

1,013,400 1,013,400 100.0

16
不動産登記法第14条第1項地図作
成作業請負契約

支出負担行為担当官
　奈良地方法務局長
　北村　庄太郎
（奈良県奈良市高畑町552）

平成21年6月2日 個人情報につき非公表
再度入札をしたが，落札者がいなかった
ため。（予決令第99条の2）

20,484,674 20,128,500 98.3

3／7



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
（％）

備　　考

17
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
　津地方法務局長
　志賀浦　実
（三重県津市丸之内26-8）

平成21年6月1日
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４－１－１

対象システムは，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，移行作業には，同
システム独自のノウハウが必要であると
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，移行作業
を遂行可能な者は，開発・構築を行った
契約相手方のみであるため。（会計法第
２９条の３第４項，特例政令第１３条第１
項第２号）

6,417,894 6,417,894 100.0

18
移動式書架の解体移設作業請負契
約

支出負担行為担当官
　岐阜地方法務局長
　渡辺　秀喜
（岐阜県岐阜市金竜町5-13）

平成21年6月10日
(株)高修
岐阜県岐阜市西野町6-2

再度入札をしたが，落札者がいなかった
ため。（予決令第99条の2）

5,098,195 5,040,000 98.9

19
新システムへの移行に伴う現行シス
テム移行作業契約

支出負担行為担当官
　岡山地方法務局長
　林　　久義
（岡山県岡山市北区南方1-3-
58）

平成21年6月11日
富士通（株）
東京都港区東新橋1-5-2

対象システムは，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る。当局は，平成２２
年２月１日に新システムに移行するに当
たり，現行システムから新システムへの
移行を円滑に推進する必要があるととも
に，移行期間においても，適正かつ迅速
な登記業務を維持するためには，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，移行等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，特例政令第１３条第１項第２号）

6,809,229 6,809,229 100.0

20
登記所備付地図作成作業請負契約
一式

支出負担行為担当官
　熊本地方法務局長
　宮平　　進
（熊本県熊本市大江3-1-53）

平成21年6月16日
（社）熊本県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会
熊本県熊本市渡鹿3-14-21

再度入札をしたが，落札者がいなかった
ため。（予決令第99条の2）

5,709,754 5,670,000 99.3
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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

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
（％）

備　　考

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
　那覇地方法務局長
　永井　行雄
（沖縄県那覇市樋川1-15-15）

平成21年6月17日
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

対象システムは，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・構築を行った同業者のみであるた
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）

5,713,491 5,713,491 100.0

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
　福島地方法務局長
　出雲　範夫
（福島県福島市霞町Ⅰ-46）

平成21年6月5日
富士通（株）
東京都港区東新橋1-5-2

対象システムは，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，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，本件作業を安全・確実に遂行可能な
者は同業者のみである。（会計法第２９
条の３第４項，予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号）

3,682,339 3,682,339 100.0

23
移行完了に伴う登記所の機器解体
及び撤去作業に関する請負契約

支出負担行為担当官
　福島地方法務局長
　出雲　範夫
（福島県福島市霞町Ⅰ-46）

平成21年6月5日
富士通（株）
東京都港区東新橋1-5-2

適正かつ迅速な登記行政を遂行するた
めには，各登記所における現行登記情
報システムの構成，機能，操作，技術情
報等の詳細に精通し，新登記情報システ
ムの運用に支障を生じさせることなく本
件作業を安全・確実に遂行する必要があ
るところ，遂行可能な者は登記情報シス
テムの開発・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，
特例政令第１３条第１項第２号）

2,878,995 2,878,995 100.0

24
登記情報システム用電子計算機の
借入及びソフトウェアの提供（登記所
外設置証明書等発行請求機）　一式

支出負担行為担当官
　徳島地方法務局長
　川井　忠雄
（徳島県徳島市徳島町城内6-6）

平成21年6月8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
賃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
決令第１０２条の４第３号）

1,124,073 1,124,073 100.0

25 民間心理士（処遇）業務委託契約

支出負担行為担当官
　川越少年刑務所長
 北崎　一夫
（埼玉県川越市大字南大塚
1508）

平成21年6月16日 個人情報につき非公表

公募を行い応募者の拡大を図ったが，当
該契約者のみであったため随意契約とし
た。
（会計法第29条の3第4項，予決令102条
の4第3号）

1,057,350 1,057,350 100.0
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26 農耕地陥没箇所地質調査

支出負担行為担当官
　北海少年院長
　坂田　裕志
（北海道千歳市大和4-746-10）

平成21年6月2日
(株)ジオテック
北海道札幌市豊平区月寒
東4-9-5-27

当院敷地内の農耕地に陥没が発生（耕
地整備用車両の一部が陥没部分に脱
落）し，原因や規模等の必要な調査を早
急に実施しなければならない緊急案件の
ため。（会計法第29条の3第4項，予決令
102条の4第3号）

3,451,350 3,451,350 100.0

27
仙台少年鑑別所庁舎新築工事に伴
う平成21年度南小泉遺跡第61次発
掘調査

支出負担行為担当官
　仙台少年鑑別所長
　竹石　正博
（宮城県仙台市若林区古城3-
27-17）

平成21年6月16日
仙台市教育委員会
宮城県仙台市青葉区二日
町1-1

遺跡発掘調査業務は，調査主体である
仙台市教育委員会以外と契約を締結す
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，予決令第
102条の4第3号）

12,786,500 12,786,500 100.0

28
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
　福岡法務局長
　横山　　緑
（福岡県福岡市中央区舞鶴3-9-
15）

平成21年6月26日
富士通株式会社
東京都港区東新橋1-5-4

当該システムは，契約業者が独自に開
発・構築したものであり，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
は同契約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）

6,809,229 6,809,229 100.0 平成21年9月追加

29
コンピュータシステム機器解体・撤去
作業

支出負担行為担当官
　大阪法務局長
　白石　研二
（大阪市中央区谷町2-1-17）

平成21年6月8日
東芝ソリューション株式会社
東京都港区芝浦1-1-1

当該システムは，契約業者が独自に開
発・構築したものであり，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
は同契約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）

1,786,680 1,786,680 100.0 平成21年11月追加

30
住基ネット連携機能端末の機器移設
及び設定変更作業

支出負担行為担当官
　大阪法務局長
　白石　研二
（大阪市中央区谷町2-1-17）

平成21年6月8日
東芝ソリューション株式会社
東京都港区芝浦1-1-1

登記情報システムの電子認証端末は，
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，新登記情報システム移行のため必要
な本契約内容を適正かつ迅速に履行しう
るのは，システム全体の構成，機能，操
作，技術情報等に精通している当該契約
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）

1,326,150 1,326,150 100.0 平成21年11月追加
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31
エストパルク貸室賃貸借契約（福山
出張所入居）

支出負担行為担当官
　広島入国管理局長
　佐々木　大介
（広島県広島市中区上八丁堀6-
30）

平成21年6月1日
住友信託銀行株式会社
大阪府大阪市中央区北浜
4-5-53

契約の目的物件は代替性のない特定の
位置にあり，他の位置にある物件を賃貸
しても契約の目的は達成できないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１
０２条の４第３号）

4,086,600 3,982,650 97.5 平成22年1月追加

32
福岡入国管理局光ケーブル敷設工
事

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長
　大島　重史
（福岡県福岡市博多区下臼井
778-1福岡空港国内線第3ターミ
ナルビル）

平成21年6月30日

福岡空港エンジニアリング
株式会社
福岡県福岡市博多区下臼
井767-1

当局が入居する建物は，保安上の理由
から建物管理者が立入制限等を行うエリ
アや作業があり，本件工事については建
物管理者の指定業者しか行うことができ
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）

3,136,112 3,097,500 98.8 平成22年1月追加
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