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1
中央合同庁舎第６号館Ａ棟直焚吸収
式冷温水発生機部品交換作業　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21年7月1日
三洋電機サービス株式会社
東京都江東区亀戸7-61-20

一般競争入札 1,717,065 1,711,500 99.7

2 再生ＰＰＣ用紙購入
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7月1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 7,090,240 5,599,030 79.0 単価契約

3
平成２１年度新潟地方法務局健康診
断委託業務一式

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　亀田　哲
（新潟県新潟市中央区西大畑町5191）

平成21年7月1日
社団法人新潟県健康管理協会
新潟県新潟市中央区新光町
11-1

一般競争入札 1,392,601 1,382,430 99.3 単価契約

4 健康診断及び健康管理医業務委託
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7月1日
財団法人岡山県健康づくり財
団
岡山県岡山市北区平田408-1

一般競争入札 1,475,303 1,307,548 88.6 単価契約

5 各種図面の入力作業請負
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7月1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 8,648,880 5,164,950 59.7

6
冷暖房用燃料（白灯油及びＡ重油）購
入

支出負担行為担当官
　仙台法務局長　太田　健治
（宮城県仙台市宮城野区名掛丁128 広
瀬通ＳＥビル）

平成21年7月1日
有限会社塩竈燃料商社
宮城県塩竃市清水沢3-13-2

一般競争入札 3,560,130 2,837,310 79.7

7 土地閉鎖登記簿電子化作業　一式
支出負担行為担当官
　松山地方法務局長　松尾　一雄
（松山市宮田町188-6）

平成21年7月1日
株式会社オーエムアイ
愛媛県大洲市東大洲909-1

一般競争入札 12,893,680 9,240,000 71.7

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）

1／41



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
（一括調達実施庁等）

8
前橋地方検察庁総務課業務の補助
者派遣

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7月1日

マンパワージャパン株式会社
高崎支店
群馬県高崎市あら町116-1高
崎第一生命ビルディング１１階

一般競争入札 2,081,047 1,324,078 63.6 単価契約

9
福井地方検察庁総務課業務の補助
者派遣　一式

支出負担行為担当官
　福井地方検察庁検事正
　八木　宏幸
（福井県福井市春山1-1-54）

平成21年7月1日

マンパワー・ジャパン株式会社
福井支店
福井県福井市中央1-3-1加藤
ビル５階

一般競争入札 1,875,476 1,226,002 65.4 単価契約

10
函館地方検察庁総務課業務補助者
派遣

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1-13）

平成21年7月1日
テンプスタッフ株式会社
東京都渋谷区代々木2-1-1

一般競争入札 1,728,405 1,346,105 77.9 単価契約

11 A重油供給
支出負担行為担当官
　旭川刑務所長　島　孝一
（北海道旭川市東鷹栖3-20-620)

平成21年7月1日
北海丸油株式会社
北海道旭川市宮下通15-
1201-1

一般競争入札 2,348,280 2,051,280 87.4 単価契約

12
釧路刑務支所
被収容者食材購入
（24品目）

支出負担行為担当官
　帯広刑務所長　澤村　佳夫
（北海道帯広市別府町南13-33）

平成21年7月1日
トォータルフーズ株式会社
北海道帯広市西17条南5-2

一般競争入札 4,805,507 4,801,285 99.9 単価契約

13
釧路刑務支所
被収容者食材購入
（4品目）

支出負担行為担当官
　帯広刑務所長　澤村　佳夫
（北海道帯広市別府町南13-33）

平成21年7月1日
大栄フーズ株式会社
北海道釧路市星が浦南1-3-
14

一般競争入札 2,703,714 2,696,274 99.7 単価契約

14
釧路刑務支所
被収容者食材購入
（14品目）

支出負担行為担当官
　帯広刑務所長　澤村　佳夫
（北海道帯広市別府町南13-33）

平成21年7月1日
奥村食品工業
北海道釧路市芦野1-27-13

一般競争入札 3,224,834 2,531,172 78.5 単価契約

15
釧路刑務支所
被収容者食材購入
（3品目）

支出負担行為担当官
　帯広刑務所長　澤村　佳夫
（北海道帯広市別府町南13-33）

平成21年7月1日
株式会社ホクリョウ
北海道札幌白石区中央2-3-
6-15

一般競争入札 2,023,900 2,021,523 99.9 単価契約
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16
釧路刑務支所
被収容者食材購入
（4品目）

支出負担行為担当官
　帯広刑務所長　澤村　佳夫
（北海道帯広市別府町南13-33）

平成21年7月1日
釧路蒲鉾工業共同組合
北海道釧路市治水町10-18

一般競争入札 1,674,250 1,674,250 100.0 単価契約

17
釧路刑務支所
一般塵芥収集運搬処分業務委託

支出負担行為担当官
　帯広刑務所長　澤村　佳夫
（北海道帯広市別府町南13-33）

平成21年7月1日
株式会社厚生社
北海道釧路郡釧路町別保原野
南21-46-20

一般競争入札 1,288,080 1,286,199 99.9 単価契約

18 Ａ重油供給
支出負担行為担当官
　網走刑務所長　嶺岸　憲夫
（北海道網走市字三眺）

平成21年7月1日
網走交通株式会社
北海道網走市新町2-3-1

一般競争入札 7,296,900 7,098,000 97.3 単価契約

19 A重油購入
支出負担行為担当官
　青森刑務所長　尾﨑　秀幸
（青森県青森市大字荒川字藤戸88）

平成21年7月1日
株式会社ヤマネン石油ガス
青森県青森市中1-6-2

一般競争入札 3,528,000 3,439,800 97.5 単価契約

20 消防用設備等保守点検請負契約
支出負担行為担当官
　青森刑務所長　尾﨑　秀幸
（青森県青森市大字荒川字藤戸88）

平成21年7月1日
青森ホーチキ株式会社
青森県青森市自由が丘2-16-
21

一般競争入札 1,614,688 840,000 52.0

21 Ａ重油供給
支出負担行為担当官
　山形刑務所長　大森　正
(山形県山形市あけぼの2-1-1)

平成21年7月1日
株式会社野川ガス住宅設備
山形県天童市万代1-2

一般競争入札 5,042,100 4,753,000 94.3 単価契約

22 A重油供給
支出負担担当官
　福島刑務所長　武田　豊
（福島県福島市南沢又字上原1）

平成21年7月1日
有限会社大波商店
福島県福島市大波字五倫平12

一般競争入札 23,142,000 18,540,000 80.1 単価契約

23 ローサルＡ重油供給
支出負担行為担当官
　黒羽刑務所長　渡部　志郎
（栃木県大田原市寒井1466-2)

平成21年7月1日
有限会社荒井モータース
栃木県那須塩原市橋本町1-1

一般競争入札 5,512,500 5,247,900 95.2 単価契約
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24 醸造用原材料供給
支出負担行為担当官
　市原刑務長　　関口　國夫
（千葉県市原市磯ヶ谷11-1）

平成21年7月1日
株式会社中村商店
千葉県千葉市中央区問屋町
11-4

一般競争入札 3,780,000 2,993,760 79.2 単価契約

25 特A重油供給
支出負担行為担当官
　市原刑務所長　関口　國夫
（千葉県市原市磯ヶ谷11-1）

平成21年7月1日
株式会社岡田商店千葉営業所
千葉県千葉市中央区新宿1-
15-3

一般競争入札 3,837,780 2,886,030 75.2 単価契約

26 Ａ重油供給

支出負担行為担当官
　八王子医療刑務所長
　大橋　秀夫
(東京都八王子市子安町3-26-1)

平成21年7月1日
立川燃商株式会社
東京都立川市柴崎町6-17-11

一般競争入札 2,667,000 2,557,800 95.9 単価契約

27 ボイラー燃料油供給
支出負担行為担当官
　静岡刑務所長　佐々木　久男
（静岡県静岡市葵区東千代田3-1-1）

平成21年7月1日
巻田油業株式会社
静岡県焼津市中港2-5-16

一般競争入札 3,465,000 3,367,980 97.2 単価契約

28 自動車運行管理業務委託
支出負担行為担当官
　立川拘置所長　佐藤　洋
（東京都立川市泉町1156-11）

平成21年7月1日
株式会社ジャパンレリーフ
東京都千代田区岩本町2-14-
2

一般競争入札 4,536,000 4,498,200 99.2

29 Ａ重油供給
支出負担行為担当官
　笠松刑務所長　小山　定明
(岐阜県羽島郡笠松町中川町23)

平成21年7月1日
大一石油株式会社
岐阜県多治見市白山町1-16-
2

一般競争入札 2,242,380 2,178,540 97.2 単価契約

30 Ａ重油供給
支出負担行為担当官
　岡崎医療刑務所長　河田　晃
（愛知県岡崎市上地4-24-16）

平成21年7月1日
株式会社大成商会
愛知県名古屋市熱田区玉の井
町12-13

一般競争入札 1,612,800 1,512,000 93.8 単価契約

31 清掃業務等委託
支出負担行為担当官
　名古屋拘置所長　佐藤　正人
(愛知県名古屋市東区白壁1-1)

平成21年7月1日
株式会社美建
愛知県名古屋市中区新栄2-
1-9

一般競争入札 1,725,066 1,512,000 87.6

4／41



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
（一括調達実施庁等）

32 Ａ重油供給
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1530）

平成21年7月1日
トーヨーエナジー株式会社
大阪府大阪市中央区徳井町2-
4-14

一般競争入札 5,175,450 4,765,320 92.1 単価契約

33 Ａ重油供給
支出負担行為担当官
　奈良少年刑務所長　平田　利治
（奈良県奈良市般若寺町18）

平成21年7月1日
株式会社加藤商会
奈良県奈良市今市町46-1

一般競争入札 2,541,000 2,058,000 81.0 単価契約

34 事務業務委託
支出負担行為担当官
　奈良少年刑務所長　平田　利治
（奈良県奈良市般若寺町18）

平成21年7月1日
株式会社アール・エス・シー
大阪府大阪市中央区高麗橋4-
3-7

一般競争入札 2,249,100 1,778,868 79.1

35 葛城拘置支所事務委託
支出負担行為担当官
　奈良少年刑務所長　平田　利治
（奈良県奈良市般若寺町18）

平成21年7月1日

大新東ヒューマンサービス株式
会社
大阪府大阪市淀川区宮原4-
1-14

一般競争入札 2,249,100 1,795,500 79.8

36 A重油供給
支出負担行為担当官代理
　高松刑務所長　五反田　伸一
（香川県高松市松福町2-16-63）

平成21年7月1日
四国石油株式会社
香川県高松市藤塚町1-3-28

一般競争入札 5,103,000 4,914,000 96.3 単価契約

37 A重油供給
支出負担行為担当官
　高知刑務所長　田上　孝忍
（高知県高知市布師田3604-1）

平成21年7月1日
入交石油株式会社
高知県高知市中の島2-89

一般競争入札 3,559,500 3,087,000 86.7 単価契約

38 A重油供給
支出負担行為担当官
　松山刑務所長　三好　隆行
（愛媛県東温市見奈良1243-2）

平成21年7月1日
三原産業株式会社
愛媛県宇和島市寿町2-9-12

一般競争入札 3,969,000 2,910,600 73.3 単価契約

39 白灯油供給
支出負担行為担当官
　長崎刑務所長　開　学
(長崎県諫早市小川町1650)

平成21年7月1日

三徳商事株式会社西日本営業
所
福岡県福岡市博多区寿町2-
3-15-405

一般競争入札 4,981,620 4,534,992 91.0 単価契約
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40 ローサルＡ重油供給
支出負担行為担当官
　大分刑務所長　國部　敬徳
（大分県大分市大字畑中303）

平成21年7月1日
株式会社柴田石油商会
大分県大分市府内町3-4-20

一般競争入札 5,216,400 4,810,680 92.2 単価契約

41 マイクロバス交換購入
支出負担行為担当官
　関東医療少年院長　杉田　誠
（東京都府中市新町１-17-1）

平成21年7月1日
東京トヨタ自動車株式会社
東京都港区三田3-11-34

一般競争入札
（総合評価実施）

4,778,733 4,515,000 94.5

42 公用車交換購入
支出負担行為担当官
　関東医療少年院長　杉田　誠
（東京都府中市新町１-17-1）

平成21年7月1日
トヨタ東京カローラ株式会社
東京都目黒区青葉台3-1-1

一般競争入札
（総合評価実施）

3,886,533 3,501,750 90.1

43 健康診断に係る業務委託
支出負担行為担当官
　名古屋入国管理局長　田村　明
　（愛知県名古屋市港区正保町5-18）

平成21年7月1日

財団法人　名古屋公衆医学研
究所
（愛知県名古屋市長筬町4-
23）

一般競争入札 2,145,675 1,190,700 55.5

44
地図情報システムの機器更新に係る
市場調査業務等　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7月2日
アクセンチュア株式会社
東京都港区赤坂1-11-44

一般競争入札
（総合評価実施）

19,530,126 17,587,500 90.1

45
さいたま地方検察庁総務課業務の補
助者派遣

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21年7月2日
ヒューマンステージ株式会社
大阪府大阪市中央区南船場3-
1-8

一般競争入札 2,098,845 1,388,583 66.2 単価契約

46 総務課業務の補助委託

支出負担行為担当官
　千葉地方検察庁検事正
　河村　博
（千葉県千葉市中央区中央4-11-1）

平成21年7月2日
ヒューマンリソシア株式会社
東京都新宿区西新宿1-26-2
新宿野村ビル3階

一般競争入札 1,855,260 1,282,000 69.1 単価契約

47 総務課業務の補助者派遣

支出負担行為担当官
　甲府地方検察庁検事正
　粂原　研二
（山梨県甲府市中央1-11-8）

平成21年7月2日
ヒューマンリソシア株式会社
東京都新宿区西新宿1-26-2
新宿野村ビル3階

一般競争入札 2,035,908 1,228,925 60.4 単価契約
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48
富山地方検察庁総務課業務の補助
者派遣　一式

支出負担行為担当官
　富山地方検察庁検事正
　鶴田　小夜子
（富山県富山市西田地方町2-9-16）

平成21年7月2日
ヒューマンリソシア株式会社
東京都新宿区西新宿1-26-2
新宿野村ビル3階

一般競争入札 2,082,735 1,209,884 58.1 単価契約

49 総務課業務の補助者派遣

支出負担行為担当官
　広島地方検察庁検事正
　長井　博美
（広島県広島市中区上八丁堀2-15）

平成21年7月2日
株式会社フジスタッフ広島支店
広島県広島市中区紙屋町2-
2-12

一般競争入札 1,819,219 1,310,137 72.0 単価契約

50
秋田地方検察庁総務課業務の補助
者派遣

支出負担行為担当官
　秋田地方検察庁検事正
　井越　正人
（秋田県秋田市山王7-1-2）

平成21年7月2日
マンパワー・ジャパン株式会社
秋田支店
秋田県秋田市中通2-3-8

一般競争入札 1,682,370 1,162,035 69.1 単価契約

51
高松地方検察庁総務課業務補助者
派遣

支出負担行為担当官
　高松地方検察庁検事正
　松田　章
（香川県高松市丸の内1-1）

平成21年7月2日
ヒューマンリソシア株式会社
東京都新宿区西新宿6-6-2

一般競争入札 1,592,183 1,224,531 76.9 単価契約

52 総務課業務補助者派遣

支出負担行為担当官
　高知地方検察庁検事正
　岡崎　正男
（高知県高知市丸ノ内1-3-20）

平成21年7月2日

テンプスタッフフォーラム株式
会社
新潟県新潟市中央区東大通1-
7-10

一般競争入札 1,745,145 1,241,550 71.1 単価契約

53 民間事務等業務委託
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7月2日
朝日システムズ株式会社
埼玉県狭山市水野456-6

一般競争入札 48,195,000 25,926,075 53.8
低入札価格
調査実施

54 清涼飲料用粉末購入
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7月2日
株式会社随喜産業
東京都新宿区上落合2-8-2

一般競争入札 2,178,000 1,826,055 83.8

55 集団血液検査業務委託
支出負担行為担当官
　徳島刑務所長　狩野　覚
（徳島県徳島市入田町大久200-1）

平成21年7月2日
株式会社四国中検徳島検査所
徳島県徳島市川内町平石夷野
224

一般競争入札 1,418,382 1,136,520 80.1 単価契約
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56 綬リボン付メダル購入

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7月3日
株式会社松坂屋
東京都中央区銀座6-11-19

一般競争入札 4,362,750 4,063,500 93.1

57 各種図面の登録作業　一式
支出負担行為担当官
　甲府地方法務局長　秋山　重紀
（山梨県甲府市北口1-2-19）

平成21年7月3日
株式会社サンコー
北海道札幌市中央区北二条西
2-32

一般競争入札 4,424,107 3,651,585 82.5

58
熊本地方検察庁本庁舎南面窓ガラス
日照調整等対策フィルム整備

支出負担行為担当官
　熊本地方検察庁検事正
　新倉　明
（熊本県熊本市京町1-12-11）

平成21年7月3日
新和興業株式会社福岡営業所
福岡県福岡市博多区上牟田1-
5-20

一般競争入札 1,298,404 786,082 60.5

59 小型貨物自動車交換購入
支出負担担当官
　福島刑務所長　武田　豊
（福島県福島市南沢又字上原1）

平成21年7月3日
福島日産自動車株式会社
福島県福島市北町2-32

一般競争入札
（総合評価実施）

1,806,000 1,622,869 89.9

60 九州局ほか自動車購入
支出負担行為担当官
 九州公安調査局長　岸田 正広
（福岡県福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成21年7月6日
トヨタカローラ福岡株式会社
福岡県福岡市中央区長浜2-
1-5

一般競争入札
（総合評価実施）

9,032,000 8,988,000 99.5

61 九州局ほか自動車購入
支出負担行為担当官
 九州公安調査局長　岸田 正広
（福岡県福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成21年7月6日
日産フリート株式会社
東京都港区海岸3-8-17

一般競争入札
（総合評価実施）

6,045,000 5,922,000 98.0

62 九州局自動車購入
支出負担行為担当官
 九州公安調査局長　岸田 正広
（福岡県福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成21年7月6日
トヨタカローラ福岡株式会社
福岡県福岡市中央区長浜2-
1-5

一般競争入札
（総合評価実施）

1,976,000 1,853,250 93.8

63 各種図面の登録作業一式
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7月6日
株式会社日立物流
東京都江東区東陽7-2-18

一般競争入札 36,709,581 23,079,000 62.9
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64 和紙公図入力作業委託
支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　石井 末弘
（静岡県静岡市葵区追手町9-50）

平成21年7月6日
株式会社マイクロテック
東京都港区芝浦2-3-30

一般競争入札 12,600,000 7,287,000 57.8

65 各種図面の入力作業請負
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7月6日
トランス・コスモス株式会社
東京都渋谷区渋谷3-25-18

一般競争入札
（総合評価実施）

11,904,774 10,290,000 86.4

66
地図混乱地域の実態調査及び基準
点設置作業請負　一式

支出負担行為担当官
　富山地方法務局長　金子　寛志
（富山県富山市牛島新町11-7）

平成21年7月6日
社団法人富山県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会
富山県富山市安田町3-3

一般競争入札 4,284,834 4,263,000 99.5

67 各種図面の入力作業請負
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7月6日

NDSデータソリューションズ株
式会社
福岡県福岡市博多区石城町1-
1

一般競争入札 8,006,936 5,779,305 72.2

68 専用部分清掃業務
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21年7月6日
太平ビルサービス株式会社山
形支店
山形県山形市城南町1-1-1

一般競争入札 1,477,414 1,323,000 89.5

69
立川第二法務総合庁舎昇降機設備
保守点検業務

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1-1-1）

平成21年7月6日
エス・イー・シーエレベーター株
式会社
東京都台東区台東3-18-3

一般競争入札 4,559,625 3,804,570 83.4
一括調達
（東京保護観察所）

70 豚小間肉供給
支出負担行為担当官
　黒羽刑務所長　渡部　志郎
（栃木県大田原市寒井1466-2)

平成21年7月6日
有限会社西谷商店
栃木県大田原市鍛冶屋94-
111

一般競争入札 4,000,000 4,000,000 100.0 単価契約

71 鶏小間肉供給
支出負担行為担当官
　黒羽刑務所長　渡部　志郎
（栃木県大田原市寒井1466-2)

平成21年7月6日
有限会社西谷商店
栃木県大田原市鍛冶屋94-
111

一般競争入札 2,925,000 2,925,000 100.0 単価契約
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72 Ａ重油供給
支出負担行為担当官
　山口刑務所長　髙村　憲一
（山口県山口市松美町3-75）

平成21年7月6日
林兼石油株式会社
山口県下関市大和町1-13-9

一般競争入札 2,751,000 2,562,000 93.1 単価契約

73 A重油供給
支出負担行為担当官
　岩国刑務所長　橋本　洋子
（山口県岩国市錦見6-11-29）

平成21年7月6日
株式会社ニシモトエネルギー
サプライ
山口県岩国市麻里布町7-3-5

一般競争入札 1,728,640 1,646,400 95.2 単価契約

74 マイクロバス交換購入
支出負担行為担当官
　横浜少年鑑別所長　柏木　史雄
（神奈川県横浜市港南区港南4-2-1）

平成21年7月6日
神奈川日産株式会社
神奈川県横浜市西区花咲町6-
139

一般競争入札
（総合評価実施）

5,936,700 4,567,500 76.9

75
外国人登録原票閉鎖報告書ほか21
件印刷業務　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7月7日
ヨシダ印刷株式会社
石川県金沢市御影町19-1

一般競争入札 5,732,181 5,670,000 98.9

76
平成２１年度法務局・地方法務局コン
ピュータ中央専門研修実施委託　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7月7日
システム・アナライズ株式会社
東京都千代田区飯田橋1-12-
7

一般競争入札 5,098,128 5,092,500 99.9

77 外国人登録原票印刷

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7月7日
ヨシダ印刷株式会社
石川県金沢市御影町19-1

一般競争入札 3,181,815 3,156,562 99.2

78
変更登録申請書・家族事項等登録申
請書印刷

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7月7日
株式会社高速
埼玉県川越市芳野台1-103-7

一般競争入札 3,495,996 2,835,000 81.1

79
外国人登録申請書印刷
外国人登録証明書交付申請書・登録
事項確認申請書印刷

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7月7日
東洋印刷株式会社
東京都新宿区新宿5-8-23

一般競争入札 3,328,731 2,382,282 71.6
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80
外国人登録証明書交付予定期間指
定・変更指定書印刷

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7月7日
ヨシダ印刷株式会社
石川県金沢市御影町19-1

一般競争入札 2,822,675 2,298,450 81.4

81 民法判例百選Ⅰ（第６版）

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7月7日
株式会社紀伊國屋書店
東京都目黒区下目黒3-7-10

一般競争入札 1,873,725 1,684,410 89.9

82
法務省平成２０年度省庁別財務書類
等作成支援業務　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21年7月7日
監査法人ブレインワーク
東京都千代田区内幸町2-2-2

一般競争入札 1,751,830 1,449,000 82.7

83 電子複合複写機購入
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7月7日

マイクロシステム販売株式会
社
千葉県千葉市花見川区幕張本
郷２－４－１

一般競争入札 7,781,130 3,927,000 50.5

84 事務用消耗品供給
支出負担行為担当官
　神戸地方法務局長　難波　尊廣
（兵庫県神戸市中央区波止場町1-1）

平成21年7月7日
株式会社井原商店
兵庫県神戸市中央区相生町4-
4-13

一般競争入札 5,189,806 5,183,010 99.9 単価契約

85
大津地方法務局本局庁舎移転に伴う
物品等の運送作業

支出負担行為担当官
　大津地方法務局長
　阿津川　喜代士
（滋賀県大津市京町3-1-1）

平成21年7月7日
日本通運株式会社大津支店
滋賀県栗東市六地蔵1070-1

一般競争入札 5,808,726 2,940,000 50.6

86 各種図面の入力作業請負　一式
支出負担行為担当官
　富山地方法務局長　金子　寛志
（富山県富山市牛島新町11-7）

平成21年7月7日
株式会社立業社
富山県富山市新桜町5-11

一般競争入札 4,365,310 3,496,500 80.1

87 各種図面の入力作業請負
支出負担行為担当官
  鹿児島地方法務局長　松田　昇
（鹿児島県鹿児島市鴨池新町1-2）

平成21年7月7日
ヒューマンリソシア株式会社
東京都新宿区西新宿6-6-2

一般競争入札
（総合評価実施）

8,646,750 5,886,300 68.1
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88
東京地方検察庁廃棄証拠品（産業廃
棄物）収集運搬・処理業務委託

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1-1-1）

平成21年7月7日
有明興業株式会社
東京都江東区若洲39

一般競争入札 3,194,100 2,331,000 73.0

89
前橋法務総合庁舎ほか３庁の床面及
び窓ガラス清掃業務

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7月7日
株式会社ともゑ
茨城県つくば市天久保1-8-7

一般競争入札 3,947,783 987,000 25.0
一括調達
（前橋保護観察所，
関東公安調査局）

90 文具類等消耗品供給

支出負担行為担当官
　釧路地方検察庁検事正
　保倉　裕
（北海道釧路市柏木町5-7）
支出負担行為担当官代理
　北海道公安調査局総務部長
　山田　髙志
（北海道札幌市中央区大通西12丁目）

平成21年7月7日
シー・アイ・アール曽我株式会
社
北海道釧路市白金町7-11

一般競争入札 2,425,305 2,408,280 99.3
・単価契約
・一括調達
（北海道公安調査）

91 荷物配送
支出負担行為担当官
　月形刑務所長　佐野　順一
（北海道樺戸郡月形町1011）

平成21年7月7日
佐川急便株式会社北海道支社
北海道札幌市白石区本通18-
北4-1

一般競争入札 1,770,000 643,500 36.4 単価契約

92 洋裁用アイロン台等整備一式
支出負担行為担当官
　宮城刑務所長 茂木　嘉則
（宮城県仙台市若林区古城2-3-1）

平成21年7月7日
株式会社太成
東京都墨田区両国1-5-7

一般競争入札 7,888,650 6,982,500 88.5

93 工場空調設備整備一式
支出負担行為担当官
　宮城刑務所長 茂木　嘉則
（宮城県仙台市若林区古城2-3-1）

平成21年7月7日
松本事務機株式会社
宮城県仙台市宮城野区幸町2-
11-23

一般競争入札 4,221,000 3,000,900 71.1

94 普通貨物自動車交換購入
支出負担行為担当官
　甲府刑務所長　平間　進
（山梨県甲府市堀之内町500）

平成21年7月7日
三菱ふそうトラック・バス株式会
社甲信ふそう
山梨県甲府市下曽根町408

一般競争入札
（総合評価実施）

6,312,600 6,090,000 96.5
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95 乗用車交換購入
支出負担行為担当官
　名古屋刑務所長　北嶋　淸和
(愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘1-1)

平成21年7月7日
名古屋トヨペット株式会社
愛知県名古屋市熱田区尾頭町
2-22

一般競争入札
（総合評価実施）

2,223,650 1,949,295 87.7

96 白灯油供給
支出負担行為担当官
　大阪刑務所長　海江田　司
（大阪府堺市堺区田出井町6-1）

平成21年7月7日
伊藤忠エネクス株式会社
東京都港区芝浦3-4-1

一般競争入札 1,740,480 1,642,880 94.4 単価契約

97 丸の内拘置支所Ａ重油供給
支出負担行為担当官
　大阪刑務所長　海江田　司
（大阪府堺市堺区田出井町6-1）

平成21年7月7日
大岩石油株式会社
和歌山県和歌山市築港1-6

一般競争入札 2,047,500 1,953,000 95.4 単価契約

98 自動車交換購入
支出負担行為担当官
　岩国刑務所長　橋本　洋子
（山口県岩国市錦見6-11-29）

平成21年7月7日
山口トヨタ自動車株式会社
山口県山口市小郡下郷945-2

一般競争入札
（総合評価実施）

4,186,775 3,835,182 91.6

99
地図混乱地域の実態調査及び基準
点設置作業

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

平成21年7月8日
社団法人秋田県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会
秋田県秋田市山王6-1-1

一般競争入札 18,781,462 12,600,000 67.1

100 コピー用紙購入

支出負担行為担当官
　青森地方検察庁検事正
　吉松　悟
（青森県青森市長島1-3-25）

平成21年7月8日
株式会社青森ビジネスマシン
青森県青森市大字八ツ役字上
林12-5

一般競争入札 2,590,764 2,559,637 98.8
・単価契約
・一括調達
（青森保護観察所）
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101 大型バス交換購入
支出負担行為担当官
　大阪拘置所長　徳久　彰
（大阪府大阪市都島区友渕町1-2-5）

平成21年7月8日
日産ディーゼルトラックス株式
会社
東京都江東区東雲2-12-43

一般競争入札
（総合評価実施）

16,624,910 15,750,000 94.7

102 乗用車交換購入
支出負担行為担当官
　大阪拘置所長　徳久　彰
（大阪府大阪市都島区友渕町1-2-5）

平成21年7月8日
天満自動車工業株式会社
大阪府大阪市北区天満2-5-1

一般競争入札
（総合評価実施）

3,855,850 3,517,500 91.2

103
法整備支援に関する官民協力会議運
営業務　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7月9日
株式会社ヒップ
東京都渋谷区代々木2-26-5-
608

一般競争入札
（総合評価実施）

8,076,182 3,370,500 41.7

104 那覇事務所自動車購入
支出負担行為担当官
 九州公安調査局長　岸田 正広
（福岡県福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成21年7月9日
沖縄マツダ販売株式会社
沖縄県浦添市勢理客4-1-5

一般競争入札
（総合評価実施）

3,397,000 3,099,835 91.3

105 那覇事務所自動車購入
支出負担行為担当官
 九州公安調査局長　岸田 正広
（福岡県福岡市中央区舞鶴3-9-15）

平成21年7月9日
沖縄マツダ販売株式会社
沖縄県浦添市勢理客4-1-5

一般競争入札
（総合評価実施）

1,907,000 1,601,103 84.0

106 和紙公図の入力作業一式
支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　亀田　哲
（新潟県新潟市中央区西大畑町5191）

平成21年7月9日
株式会社エフ・エス・ケー
新潟県新潟市中央区東出来島
9-8

一般競争入札 33,684,000 13,020,000 38.7
低入札価格
調査実施

107 新潟地方法務局コピー用紙供給
支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　亀田　哲
（新潟県新潟市中央区西大畑町5191）

平成21年7月9日
三協商事株式会社
新潟県新潟市東区卸新町1-
842-24

一般競争入札 4,196,562 3,470,880 82.7 単価契約

108 パッケージ空調の購入及び設置

支出負担行為担当官
　松山地方検察庁検事正
　小林　正一
（愛媛県松山市一番町4-4-1）

平成21年7月9日
高砂熱学工業株式会社四国営
業所
香川県高松市サンポート2-1

一般競争入札 3,843,617 2,898,000 75.4
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109 乗用車交換購入
支出負担行為担当官
　府中刑務所長　有光　秀晴
（東京都府中市晴見町4-10）

平成21年7月9日
本田技研工業株式会社
埼玉県和光市8-1

一般競争入札
（総合評価実施）

21,492,410 17,861,932 83.1

一括調達
（旭川刑務所，盛岡
少年刑務所，栃木刑
務所，甲府刑務所，
奈良少年刑務所，松
江刑務所，佐世保刑
務所 長崎刑務所

110 業務用自動車交換購入
支出負担行為担当官
　府中刑務所長　有光　秀晴
（東京都府中市晴見町4-10）

平成21年7月9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）

3,880,525 3,669,025 94.5

111 ズック靴中底生地購入
支出負担行為担当官
　大阪刑務所長　海江田　司
（大阪府堺市堺区田出井町6-1）

平成21年7月9日
東洋ケミテック株式会社
兵庫県神戸市長田区神楽町2-
3-2

一般競争入札 2,499,000 2,312,000 92.5 単価契約

112 平成２１年版犯罪白書印刷

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7月10日
株式会社太平印刷社
東京都品川区東品川1-6-16

一般競争入札 4,805,220 2,670,150 55.6

113
保護司実費弁償金集計・支給システ
ムへの追加設計・開発業務　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7月10日
株式会社エスワイシステム
愛知県名古屋市東区代官町
35-16

一般競争入札 3,041,375 1,806,000 59.4

114 小型貨物自動車更新
支出負担行為担当官
　山口刑務所長　髙村　憲一
（山口県山口市松美町3-75）

平成21年7月10日
山口日産自動車株式会社
山口県山口市大内御堀1220-
1

一般競争入札
（総合評価実施）

2,298,771 2,194,500 95.5

115
盛岡地方検察庁定期健康診断等業
務委託

支出負担行為担当官
　盛岡地方検察庁検事正
　武井　豊
（岩手県盛岡市内丸8-20）

平成21年7月13日
医療法人遠山病院
岩手県盛岡市下ノ橋町6-14

一般競争入札 1,529,444 1,354,080 88.5 単価契約

116 被収容者用ランニングシャツ購入

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7月14日
東京ニットファッション工業組合
東京都墨田区両国4-37-2

一般競争入札 14,441,809 13,997,743 96.9
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117
平成２１年度施設整備工事用複合単
価作成等整備業務　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21年7月14日
財団法人建築コスト管理研究
所
東京都港区西新橋3-25-33

一般競争入札 10,667,160 10,546,200 98.9

118 被収容者用タオル購入

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7月14日
株式会社松坂屋
東京都中央区銀座6-11-19

一般競争入札 7,168,333 6,412,978 89.5

119 被収容者用ウレタンフォーム購入

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7月14日
新陽株式会社
東京都中央区日本橋宝町4-
3-5

一般競争入札 5,787,009 5,748,556 99.3

120 被収容者用防寒チョッキ購入

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7月14日
宏陽株式会社
東京都中央区日本橋富沢町7-
7

一般競争入札 5,532,393 5,408,550 97.8

121 自動車購入
支出負担行為担当官
 中国公安調査局長  荻上 幸男
(広島県広島市中区上八丁堀2-15)

平成21年7月14日

日産プリンス広島販売株式会
社
広島県広島市西区南観音町9-
27

一般競争入札
（総合評価実施）

7,398,615 6,468,000 87.4

122 自動車購入
支出負担行為担当官
 中国公安調査局長  荻上 幸男
(広島県広島市中区上八丁堀2-15)

平成21年7月14日
広島三菱自動車販売株式会社
広島県広島市中区小網町6-
17

一般競争入札
（総合評価実施）

3,365,166 2,814,000 83.6
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123 ＰＰＣ再生紙（Ａ４）供給
支出負担行為担当官
　水戸地方法務局長　宗像　正光
（茨城県水戸市北見町1-1）

平成21年7月14日
小林紙商事株式会社
茨城県水戸市吉沢町333-2

一般競争入札 2,260,440 2,031,120 89.9 単価契約

124 和紙公図入力作業　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7月14日
ナカシャクリエイテブ株式会社
愛知県名古屋市天白区野並2-
213

一般競争入札 3,007,842 1,050,000 34.9

125 貨物自動車交換購入
支出負担行為担当官
　網走刑務所長　嶺岸　憲夫
（北海道網走市字三眺）

平成21年7月14日
北見トヨペット株式会社網走店
北海道網走市南7条東7

一般競争入札
（総合評価実施）

2,703,750 2,352,000 87.0

126 フォークリフト交換購入
支出負担行為担当官
　甲府刑務所長　平間　進
（山梨県甲府市堀之内町500）

平成21年7月14日
トヨタL＆F山梨株式会社
山梨県中巨魔郡昭和町築地新
居709－1

一般競争入札 7,268,100 3,990,000 54.9

127 乗用自動車交換購入
支出負担行為担当官
　徳島少年鑑別所長　重田  淳一
（徳島県徳島市助任本町5-40）

平成21年7月14日
トヨタカローラ徳島株式会社
徳島県徳島市論田町本浦下
67-1

一般競争入札
（総合評価実施）

3,999,000 3,164,235 79.1

128 被収容者用雨衣購入

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7月15日
東興産業株式会社
東京都中央区日本橋蛎殻町1-
36-2

一般競争入札 6,966,316 6,768,594 97.2

129 被収容者用合ズボン購入

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7月15日
東京ニットファッション工業組合
東京都墨田区両国4-37-2

一般競争入札 6,220,387 6,137,190 98.7

130 被収容者用実習服購入

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7月15日
山甚物産株式会社
東京都千代田区神田小川町1-
1

一般競争入札 5,993,366 5,907,588 98.6
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131 被収容者用防寒服購入

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7月15日
東興産業株式会社
東京都中央区日本橋蛎殻町1-
36-2

一般競争入札 3,672,767 3,638,250 99.1

132
岐阜地方検察庁健康診断検査請負
業務

支出負担行為担当官
　岐阜地方検察庁検事正
　吉田　統宏
（岐阜県岐阜市美江寺町2-8）

平成21年7月15日
社団法人岐阜県労働基準協会
連合会
岐阜県岐阜市日置江4-47

一般競争入札 1,127,070 1,052,300 93.4 単価契約

133
一般定期健康診断，VDT作業従事者
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
　大分地方検察庁検事正
　大仲　土和
（大分県大分市中島西1-1-35）

平成21年7月15日
社団法人日田市医師会立日田
検診センター
大分県日田市清水町803-1

一般競争入札 1,643,670 1,575,945 95.9 単価契約

134
札幌高等検察庁及び札幌地方検察
庁定期健康診断業務委託

支出負担行為担当官
　札幌地方検察庁検事正
　吉田　博視
（北海道札幌市中央区大通西12丁目）

平成21年7月15日

財団法人パブリックヘルスリ
サーチセンター北海道支部札
幌商工診療所
北海道札幌市中央区南1条西
6-11

一般競争入札 1,761,496 1,259,400 71.5
・単価契約
・一括調達
（札幌高等検察庁）

135 マイクロバス交換購入
支出負担行為担当官
　宮城刑務所長 茂木　嘉則
（宮城県仙台市若林区古城2-3-1）

平成21年7月15日
仙台トヨペット株式会社
宮城県仙台市宮城野区苦竹2-
8-1

一般競争入札
（総合評価実施）

3,559,500 3,465,000 97.3

136 古川拘置支所乗用車交換購入
支出負担行為担当官
　宮城刑務所長 茂木　嘉則
（宮城県仙台市若林区古城2-3-1）

平成21年7月15日
宮城トヨタ自動車株式会社
宮城県仙台市宮城野区日の出
町2-3-7

一般競争入札
（総合評価実施）

4,435,200 4,137,000 93.3

137 石巻拘置支所乗用車交換購入
支出負担行為担当官
　宮城刑務所長 茂木　嘉則
（宮城県仙台市若林区古城2-3-1）

平成21年7月15日

株式会社ホンダカーズ宮城中
央
宮城県仙台市宮城野区扇町1-
6-36

一般競争入札
（総合評価実施）

2,527,350 2,385,485 94.4
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138 貨物自動車交換購入
支出負担行為担当官
　府中刑務所長　有光　秀晴
（東京都府中市晴見町4-10）

平成21年7月15日
株式会社カーライフハギワラ
東京都八王子市左入町751

一般競争入札
（総合評価実施）

3,434,372 2,632,328 76.6

139 府中刑務所職員健康診断委託
支出負担行為担当官
　府中刑務所長　有光　秀晴
（東京都府中市晴見町4-10）

平成21年7月15日
医療法人社団日建会日建クリ
ニック
東京都江東区亀戸6-56-15

一般競争入札 3,353,542 2,559,595 76.3

140 備品（事務用機器等）整備

支出負担行為担当官
　北九州医療刑務所長　佐藤　誠
（福岡県北九州市小倉南区葉山町1-1-
1）

平成21年7月15日
株式会社ワタナベ
福岡県北九州市小倉北区井堀
3-6-30

一般競争入札 27,117,300 18,900,000 69.7

141 自動放送設備更新整備

支出負担行為担当官
　北九州医療刑務所長　佐藤　誠
（福岡県北九州市小倉南区葉山町1-1-
1）

平成21年7月15日
株式会社ミナミ電器産業
福岡県北九州市小倉北区下富
野5-27-23

一般競争入札 3,622,500 2,599,800 71.8

142
被収容者用体育ズボン，体育パンツ
購入

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7月16日
東興産業株式会社
東京都中央区日本橋蛎殻町1-
36-2

一般競争入札 14,303,042 14,181,935 99.2

143 被収容者用座布団側購入

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7月16日
株式会社カマタニ東京営業所
東京都千代田区内神田2-16-
8

一般競争入札 14,318,614 13,969,065 97.6

144 被収容者用体育シャツ購入

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7月16日
宏陽株式会社
東京都中央区日本橋富沢町7-
7

一般競争入札 7,375,748 7,295,872 98.9
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145 被収容者用室内服購入

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7月16日
信和株式会社
東京都千代田区岩本町3-5-5

一般競争入札 5,948,632 5,923,863 99.6

146 うがい薬購入

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7月16日
東京サラヤ株式会社
東京都品川区東品川1-25-8

一般競争入札 3,581,424 3,561,075 99.4 単価契約

147
地図混乱地域実態調査及び基準点
設置作業請負

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7月16日
社団法人神奈川県公共嘱託登
記土地家屋調査士会
神奈川県横浜市西区楠町18

一般競争入札 3,371,039 3,255,000 96.6

148 土地閉鎖登記簿電子化作業　一式

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

平成21年7月16日

社会福祉法人日本キリスト教
奉仕団
東京都新宿区西早稲田2-3-
18

一般競争入札 13,683,345 8,736,000 63.8

149 コピー用紙納入
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1-15-16）

平成21年7月16日
株式会社紙商
沖縄県浦添市城間4-24-1

一般競争入札 4,275,432 3,447,061 80.6

・単価契約
・一括調達
（那覇地方検察庁，
那覇保護観察所，
福岡入国管理局那
覇支局）

150 各種図面の入力作業一式請負
支出負担行為担当官
　釧路地方法務局長　横山　和幸
（北海道釧路市幸町10-3)

平成21年7月16日
株式会社ウィネット
北海道帯広市西５条南9-2-16

一般競争入札 11,864,170 6,426,000 54.2
低入札価格
調査実施

151 横浜刑務所胸部エックス線検査委託
支出負担行為担当官
　横浜刑務所長　古塚　博久
（神奈川県横浜市港南区港南4-2-2）

平成21年7月16日
シーエスケー・クリニック
東京都港区新橋1-13-12

一般競争入札 1,886,388 1,498,014 79.4

152 自家用小型貨物自動車交換購入
支出負担行為担当官
　奈良少年刑務所長　平田　利治
（奈良県奈良市般若寺町18）

平成21年7月16日
奈良日産自動車株式会社
奈良県奈良市三条大宮町1-5

一般競争入札
（総合評価実施）

2,614,500 2,150,400 82.2
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153
被収容者給食用食材供給
（牛カルビ味付他）

支出負担行為担当官
　大分刑務所長　國部　敬徳
（大分県大分市大字畑中303）

平成21年7月16日
株式会社山丁
大分県由布市湯布院町川南
1669-1

一般競争入札 2,646,413 1,974,614 74.6 単価契約

154
被収容者給食用食材供給
（豚レバー味付他）

支出負担行為担当官
　大分刑務所長　國部　敬徳
（大分県大分市大字畑中303）

平成21年7月16日
株式会社栗本五十市商店
大分県大分市弁天2-3-10

一般競争入札 2,454,340 1,953,303 79.6 単価契約

155
被収容者給食用食材供給
（牛モモスライス他）

支出負担行為担当官
　大分刑務所長　國部　敬徳
（大分県大分市大字畑中303）

平成21年7月16日
大分食品物産株式会社
大分県大分市大道町6-1-2

一般競争入札 1,724,583 1,383,933 80.2 単価契約

156 自動車交換購入

支出負担行為担当官
　和歌山少年鑑別所長
　沖中　祐三
（和歌山県和歌山市元町奉行丁2-1）

平成21年7月16日
和歌山トヨタ自動車株式会社
和歌山県和歌山市美園町2-
65

一般競争入札
（総合評価実施）

3,797,850 3,780,000 99.5

157 入浴用石けん購入

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7月17日
株式会社松坂屋
東京都中央区銀座6-11-19

一般競争入札 9,601,979 9,509,206 99.0

158

①RESORUCE MATERIAL
SERIES(No.78～No.80)及び②UNEFEI
NEWSLETTER(No.129～No.131)の印
刷製本請負業務　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7月17日
ヨシダ印刷株式会社
石川県金沢市御影町19-1

一般競争入札 3,508,596 3,303,927 94.2 単価契約

159 健康診断業務等委託
支出負担行為担当官
　神戸地方法務局長　難波　尊廣
（兵庫県神戸市中央区波止場町1-1）

平成21年7月17日
財団法人順天厚生事業団
兵庫県神戸市中央区楠町3-
3-13

一般競争入札 3,154,127 3,092,460 98.0 単価契約

160 土地閉鎖登記簿電子化作業
支出負担行為担当官
　秋田地方法務局長　山田　耕平
（秋田県秋田市山王7-1-3）

平成21年7月17日
株式会社みどり光学社
秋田県秋田市旭北錦町2-36

一般競争入札 11,124,407 11,022,900 99.1
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161
事務用ＰＰＣ用紙（ＪＩＳ規格Ａ３判，Ａ４
判，Ｂ４判）購入

支出負担行為担当官
　高松法務局長　古畑 泰雄
（香川県高松市丸の内1-1）

平成21年7月17日
株式会社榊紙店
香川県高松市朝日町5-3-81

一般競争入札 4,031,412 3,476,324 86.2

・単価契約
・一括調達
（更生保護委員会，
入国管理局）

162
事務用コピー用紙（A3,A4,B4,B5）の購
入

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7月17日
長澤紙業株式会社
徳島県徳島市蔵本元町2-64

一般競争入札 1,927,800 1,660,050 86.1 単価契約

163
長野法務総合庁舎ＰＰＣ用紙（再生
紙）供給

支出負担行為担当官
　長野地方検察庁検事正
　西村　逸夫
（長野県長野市大字長野旭町1108）

平成21年7月17日

株式会社柏与ビジネスセン
ター
長野県長野市大字長野大門町
532

一般競争入札 2,036,160 1,692,484 83.1
・単価契約
・一括調達
（長野保護観察所）

164
少年院職員を対象とする人権研修
一式

支出負担行為担当官
　矯正研修所長　石毛　博
（東京都府中市晴見町2-8）

平成21年7月17日

株式会社日本・精神技術研究
所
東京都千代田区九段南2-3-
27

一般競争入札 4,212,820 4,082,820 96.9

165 医薬品等供給　一式
支出負担行為担当官
　府中刑務所長　有光　秀晴
（東京都府中市晴見町4-10）

平成21年7月17日
東邦薬品株式会社
東京都世田谷区代沢5-2-1

一般競争入札 5,047,560 5,034,960 99.8 単価契約

166 総務系事務業務請負
支出負担行為担当官代理
　姫路少年刑務所長　岡西　正克
（兵庫県姫路市岩端町438）

平成21年7月17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 3,529,659 2,929,500 83.0

167 事務業務民間委託
支出負担行為担当官
　大阪拘置所長　徳久　彰
（大阪府大阪市都島区友渕町1-2-5）

平成21年7月17日
株式会社グロップ
岡山県岡山市樶東町2-2-5

一般競争入札 15,742,807 10,920,000 69.4

168 公用車交換購入
支出負担行為担当官
　佐世保刑務所長　畑江　裕二
（長崎県佐世保市浦川内町1）

平成21年7月17日
日産プリンス長崎販売株式会
社早岐店
長崎県佐世保市田ノ浦町1-1

一般競争入札
（総合評価実施）

1,892,100 1,785,000 94.3
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169 貨物自動車交換購入

支出負担行為担当官
　筑紫少女苑長　一柳　光司
（福岡県福岡市東区大字奈多1302-
105）

平成21年7月17日

日産フリート株式会社福岡支
社
福岡県福岡市博多区東比恵2-
14-33

一般競争入札
（総合評価実施）

1,959,090 1,701,000 86.8

170 自動車整備用主要機械整備
支出負担行為担当官
　府中刑務所長　有光　秀晴
（東京都府中市晴見町4-10）

平成21年7月20日
東京都自動車整備商工組合
東京都渋谷区本町4-16-4

一般競争入札 4,539,559 3,740,520 82.4

171 被収容者給食材料供給
支出負担行為担当官
　福岡刑務所長　水上　要
（福岡県糟屋郡宇美町障子岳南6-1-1）

平成21年7月20日
尾家産業株式会社福岡支店
福岡県福岡市博多区東那珂2-
20-8

一般競争入札 2,502,057 2,485,328 99.3 単価契約

172 土地閉鎖登記簿電子化作業　一式
支出負担行為担当官
　名古屋法務局長　山川　景逸
（愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1）

平成21年7月21日
ヒューマンリソシア株式会社
東京都新宿区西新宿6-6-2

一般競争入札 40,681,298 27,782,412 68.3

173
土地閉鎖登記簿電子化作業請負　一
式

支出負担行為担当官
　富山地方法務局長　金子　寛志
（富山県富山市牛島新町11-7）

平成21年7月21日
株式会社谷村ブループリント
富山県富山市本町1-2

一般競争入札 14,543,550 8,316,000 57.2

174 事務機器用トナー等購入
支出負担行為担当官
　高知地方法務局長　藤原　基忠
（高知県高知市小津町4-30）

平成21年7月21日
高知県文具株式会社
高知県高知市南久保8-10

一般競争入札 1,633,716 1,296,960 79.4 単価契約

175 事務機器用トナー等購入
支出負担行為担当官
　高知地方法務局長　藤原　基忠
（高知県高知市小津町4-30）

平成21年7月21日
株式会社ディエスジャパン
高知県高知市城山町180-32

一般競争入札 2,743,221 2,243,997 81.8 単価契約

176
新潟地方検察庁長岡支部書架設置
工事

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

平成21年7月21日
有限会社木場商店
新潟県新潟市東区東明2-3-3

一般競争入札 2,899,491 2,874,900 99.2
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177 証拠品等廃棄物処理委託

支出負担行為担当官
　福岡地方検察庁検事正
　清水　治
（福岡県福岡市中央区舞鶴2-5-30)

平成21年7月21日
株式会社フチガミ
福岡県久留米市梅満町1645-
8

一般競争入札 1,556,698 1,191,015 76.5

178 マイクロバス交換購入整備
支出負担行為担当官
　高知刑務所長　田上　孝忍
（高知県高知市布師田3604-1）

平成21年7月21日
株式会社テクノオートジャパン
高知県高知市はりまや町3-
20-13

一般競争入札
（総合評価実施）

4,636,800 3,969,000 85.6

179 貨物自動車交換購入整備
支出負担行為担当官
　高知刑務所長　田上　孝忍
（高知県高知市布師田3604-1）

平成21年7月21日
株式会社テクノオートジャパン
高知県高知市はりまや町3-
20-13

一般競争入札
（総合評価実施）

4,134,900 3,717,000 89.9

180 マイクロバス交換購入整備
支出負担行為担当官
　高知刑務所長　田上　孝忍
（高知県高知市布師田3604-1）

平成21年7月21日
株式会社テクノオートジャパン
高知県高知市はりまや町3-
20-13

一般競争入札
（総合評価実施）

2,775,150 2,646,000 95.3

181 自動車交換購入
支出負担行為担当官
　和泉学園長　松田　美智子
（大阪府阪南市貝掛1096）

平成21年7月21日
和歌山トヨタ自動車株式会社
和歌山県和歌山市美園町2-
65

一般競争入札
（総合評価実施）

3,694,950 3,601,500 97.5

182
裁判員裁判専用法廷対応モバイルパ
ソコン等購入　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7月22日
ユニアデックス株式会社
東京都江東区豊洲1-1-1

一般競争入札 59,349,851 55,592,155 93.7

183
平成２１年度検察事務官外国語研修
（英語）業務委託　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7月22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 1,316,385 1,129,275 85.8
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184 住宅地図およびブルーマップ供給

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7月22日
株式会社ゼンリン
埼玉県さいたま市大宮区土手
町1-2（JA共済埼玉ビル1F）

一般競争入札 4,606,585 4,516,260 98.0

185 各種図面の入力作業請負
支出負担行為担当官
　札幌法務局長　寺島　健
（北海道札幌市北区北8条西2-1-１）

平成21年7月22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

一般競争入札 11,537,297 7,011,816 60.8

186 トナーカートリッジ等購入

支出負担行為担当官
　札幌地方検察庁検事正
　吉田　博視
（北海道札幌市中央区大通西12丁目）

平成21年7月22日
大丸藤井株式会社
北海道札幌市中央区南１条西
3-2

一般競争入札 9,770,665 6,787,600 69.5

・単価契約
・一括調達
（札幌高等検察庁，
北海道地方更生保
護委員会，北海道防
衛局）

187 マイクロバス交換購入
支出負担行為担当官
　旭川刑務所長　島　孝一
（北海道旭川市東鷹栖3-20-620)

平成21年7月22日
旭川トヨタ自動車株式会社末
広店
北海道旭川市1条4

一般競争入札 5,688,988 4,662,000 81.9

188 マイクロバス交換購入
支出負担行為担当官
　旭川刑務所長　島　孝一
（北海道旭川市東鷹栖3-20-620)

平成21年7月22日
旭川トヨタ自動車株式会社末
広店
北海道旭川市1条4

一般競争入札 7,019,670 5,680,000 80.9

189 公用車交換購入
支出負担行為担当官
　広島刑務所長　福岡　利信
（広島県広島市中区吉島町13-114）

平成21年7月22日
広島トヨタ自動車株式会社
広島県広島市中区広瀬北町2-
24

一般競争入札
（総合評価実施）

3,419,850 3,205,650 93.7

190 公用車交換購入
支出負担行為担当官
　広島刑務所長　福岡　利信
（広島県広島市中区吉島町13-114）

平成21年7月22日
広島トヨペット株式会社
広島県広島市西区観音町7-8

一般競争入札
（総合評価実施）

6,346,500 5,759,250 90.7

191 公用車交換購入
支出負担行為担当官
　広島刑務所長　福岡　利信
（広島県広島市中区吉島町13-114）

平成21年7月22日
広島トヨペット株式会社
広島県広島市西区観音町7-8

一般競争入札
（総合評価実施）

8,952,300 8,114,925 90.6

25／41



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
（一括調達実施庁等）

192 厨房機器更新整備

支出負担行為担当官代理
　北九州医療刑務所総務部長
　伊良皆　雄司
（福岡県北九州市小倉南区葉山町1-1-
1）

平成21年7月22日

タニコー株式会社北九州営業
所
福岡県北九州市小倉南区横代
北町2-22-10

一般競争入札 10,519,666 8,295,000 78.9

193
外国人登録事務用各種申請書等の
一括送付業務委託　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7月23日
株式会社ＪＡＬロジスティクス
東京都大田区平和島5-3-1

一般競争入札 2,975,669 2,026,780 68.1

194 和紙公図の入力作業一式
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7月23日
株式会社ミウラ
広島県広島市南千田東町3－9

一般競争入札 10,466,820 5,208,000 49.8

195 床清掃等業務委託

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7月23日
株式会社日環サービス
埼玉県川口市前川1-14-15

一般競争入札 2,102,100 1,375,500 65.4

196
大阪第二法務合同庁舎非常用蓄電
池等更新作業一式

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2-1-18）

平成21年7月23日
株式会社コミューチュア
大阪府大阪市西区江戸堀3-
3-15

一般競争入札 7,929,184 4,725,000 59.6

197 定期健康診断委託

支出負担行為担当官
　津地方検察庁検事正
　岩永　建保
（三重県津市中央3-12）

平成21年7月23日
財団法人三重県産業衛生協会
三重県桑名市中央町3-23

一般競争入札 1,337,567 1,302,210 97.4 単価契約

198 マイクロバス交換購入
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8-30）

平成21年7月23日
大阪トヨペット株式会社
大阪府大阪市西区立売堀3-
1-1

一般競争入札
（総合評価実施）

5,969,000 5,302,500 88.8

199 自動車交換購入
支出負担行為担当官
　神戸少年鑑別所長　櫛田　透
（兵庫県神戸市兵庫区下祇園町40-7）

平成21年7月23日
兵庫トヨタ自動車株式会社
兵庫県神戸市兵庫区磯辺通4-
2-12

一般競争入札
（総合評価実施）

3,935,808 3,512,250 89.2

26／41



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
（一括調達実施庁等）

200 会議用テーブル，椅子の物品供給
支出負担行為担当官
 近畿公安調査局長　牧野　直明
（大阪府大阪市中央区2-1-17）

平成21年7月24日
株式会社平善
大阪府泉佐野市中庄915-8

一般競争入札 1,700,422 1,657,889 97.5

201
書架移設作業，書架撤去作業及び移
動式書架解体移送作業

支出負担行為担当官
　大津地方法務局長
　阿津川　喜代士
（滋賀県大津市京町3-1-1）

平成21年7月24日
佐川引越センター株式会社
東京都江東区新木場2-14-11

一般競争入札 3,298,583 1,459,500 44.2

202 土地閉鎖登記簿電子化作業　一式
支出負担行為担当官
　盛岡地方法務局長　古舘　芳廣
（岩手県盛岡市内丸7-25）

平成21年7月24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 5,292,000 4,135,950 78.2

203 事務用ＰＰＣ用紙供給
支出負担行為担当官
　高知地方法務局長　藤原　基忠
（高知県高知市小津町4-30）

平成21年7月24日
高知県文具株式会社
高知県高知市南久保8-10

一般競争入札 2,425,920 1,897,560 78.2 単価契約

204
東京地方検察庁廃棄備品等（産業廃
棄物）収集運搬・処理業務委託

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1-1-1）

平成21年7月24日
株式会社テルヰ
埼玉県草加市青柳3-25-3

一般競争入札 2,203,005 1,458,450 66.2

205 自動車交換購入
支出負担行為担当官代理
　姫路少年刑務所長　岡西　正克
（兵庫県姫路市岩端町438）

平成21年7月24日

日産プリンス兵庫販売株式会
社
兵庫県神戸市灘区烏帽子町3-
3-11

一般競争入札
（総合評価実施）

1,664,433 1,626,450 97.7

206 公用車交換購入
支出負担行為担当官代理
　高松刑務所長　五反田　伸一
（香川県高松市松福町2-16-63）

平成21年7月24日
香川日野自動車株式会社
香川県高松市春日町1481

一般競争入札
（総合評価実施）

5,077,800 4,494,000 88.5

207 トラック交換購入
支出負担行為担当官
　福岡刑務所長　水上　要
（福岡県糟屋郡宇美町障子岳南6-1-1）

平成21年7月24日
福岡トヨタ自動車株式会社
福岡県福岡市中央区渡辺通4-
8-28

一般競争入札
（総合評価実施）

4,250,000 3,980,000 93.6
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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

一般競争入札
指名競争入札の別
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 予定価格（円）  契約金額（円）
落札率
（％）

備　考
（一括調達実施庁等）

208 作業用貨物車交換購入
支出負担行為担当官
　宮崎刑務所長　村尾　守康
（宮崎県宮崎市大字糸原4623）

平成21年7月24日
いすゞ自動車南九州株式会社
鹿児島県鹿児島市谷山港3-
1-34

一般競争入札
（総合評価実施）

10,109,000 9,249,890 91.5

209 公用車交換購入
支出負担行為担当官
　赤城少年院長　柿崎　伸二
（群馬県前橋市上大屋町60）

平成21年7月24日
群馬日野自動車株式会社
群馬県前橋市上増田町258-
10

一般競争入札
（総合評価実施）

5,015,850 4,137,000 82.5

210
神戸地方法務局柏原支局の移転及
び同篠山支局の統合移転に伴う物品
の運送業務　一式

支出負担行為担当官
　神戸地方法務局長　難波　尊廣
（兵庫県神戸市中央区波止場町1-2）

平成21年7月27日
西濃運輸株式会社
岐阜県大垣市田口町1

一般競争入札 2,622,577 840,000 32.0

211 土地閉鎖登記簿電子化作業請負
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26-9）

平成21年7月27日
JFEネット株式会社
神奈川県横浜市鶴見区末広町
2-1

一般競争入札
（総合評価実施）

19,423,392 13,125,000 67.6

212 各種図面入力作業請負
支出負担行為担当官
　宮崎地方法務局長　植田　和男
（宮崎県宮崎市別府町1-1)

平成21年7月27日
株式会社すずき
宮崎県宮崎市広島1-3-3

一般競争入札 3,139,317 3,097,500 98.7

213 立川拘置所庁舎管理業務委託
支出負担行為担当官
　立川拘置所長　佐藤　洋
（東京都立川市泉町1156-11）

平成21年7月27日
日本空調サービス株式会社関
東支店
東京都八王子市新田5-12

一般競争入札 16,710,422 15,571,500 93.2

214 マイクロバス交換購入
支出負担行為担当官
　福井刑務所長　佐藤　榮男
(福井県福井市一本木町52)

平成21年7月27日
福井トヨタ自動車株式会社
福井県福井市下荒井町19-50

一般競争入札
（総合評価実施）

5,578,600 4,987,500 89.4

215 マイクロバス交換購入
支出負担行為担当官
　岡崎医療刑務所長　河田　晃
（愛知県岡崎市上地4-24-16）

平成21年7月27日
愛知県日野自動車株式会社
愛知県名古屋市瑞穂区神穂町
7-4

一般競争入札
（総合評価実施）

5,133,898 5,131,287 99.9
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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
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（％）

備　考
（一括調達実施庁等）

216 普通貨物自動車交換購入
支出負担行為担当官
　岡崎医療刑務所長　河田　晃
（愛知県岡崎市上地4-24-16）

平成21年7月27日
名古屋トヨペット株式会社
愛知県名古屋市熱田区尾頭町
2-22

一般競争入札
（総合評価実施）

1,943,347 1,879,852 96.7

217 マイクロバス交換購入
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1530）

平成21年7月27日
栄光モータース御着英明
兵庫県姫路市二本松111-3

一般競争入札
（総合評価実施）

5,566,848 5,449,500 97.9

218 小型貨物自動車（バン）交換購入
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1530）

平成21年7月27日
栄光モータース御着英明
兵庫県姫路市二本松111-3

一般競争入札
（総合評価実施）

1,860,807 1,501,500 80.7

219 普通貨物自動車（トラック）交換購入
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1530）

平成21年7月27日
いすゞ自動車近畿株式会社姫
路事業本部
兵庫県姫路市木場前七反町12

一般競争入札
（総合評価実施）

4,475,000 4,305,000 96.2

220 マイクロバス交換購入
支出負担行為担当官
　福岡刑務所長　水上　要
（福岡県糟屋郡宇美町障子岳南6-1-1）

平成21年7月27日
福岡トヨタ自動車株式会社
福岡県福岡市中央区渡辺通4-
8-28

一般競争入札
（総合評価実施）

5,160,000 4,900,000 95.0

221 マイクロバス交換購入
支出負担行為担当官
　久里浜少年院長　上野　秀映
（神奈川県横須賀市長瀬3-12-1）

平成21年7月27日
神奈川日産自動車株式会社
神奈川県横浜市西区花咲町6-
139

一般競争入札
（総合評価実施）

5,306,739 3,449,250 65.0

222 小型貨物自動車交換購入
支出負担行為担当官
　久里浜少年院長　上野　秀映
（神奈川県横須賀市長瀬3-12-1）

平成21年7月27日
神奈川日産自動車株式会社
神奈川県横浜市西区花咲町6-
139

一般競争入札
（総合評価実施）

1,719,939 1,291,500 75.1

223
地図混乱地域の実態調査及び基準
点設置作業請負

支出負担行為担当官
　大津地方法務局長
　阿津川　喜代士
（滋賀県大津市京町3-1-1）

平成21年7月28日
土地家屋調査士上田忠勝外5
名
滋賀県栗東市手原3-8-18

一般競争入札 3,928,452 2,567,250 65.4
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224 和紙公図の入力作業　一式
支出負担行為担当官
　名古屋法務局長　山川　景逸
（愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1）

平成21年7月28日
株式会社中央ジオマチックス
東京都板橋区舟渡3-15-22

一般競争入札 24,829,110 6,121,500 24.7
低入札価格
調査実施

225 和紙公図の入力作業請負
支出負担行為担当官
　山口地方法務局長　大河原　清人
(山口県山口市中河原町6-16)

平成21年7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 8,335,485 3,801,000 45.6

226 土地閉鎖登記簿電子化作業請負
支出負担行為担当官
　佐賀地方法務局長　松﨑 義幸
（佐賀県佐賀市城内2-10-20）

平成21年7月28日
株式会社さかもと
大分県大分市日吉町16-6

一般競争入札 11,022,375 7,140,000 64.8

227 物品供給（PPC用紙）
支出負担行為担当官
　松山地方法務局長　松尾　一雄
（松山市宮田町188-6）

平成21年7月28日
株式会社中予事務機
愛媛県松山市千舟町7-8-4

一般競争入札 2,912,328 2,868,187 98.5 単価契約

228 総務系人材派遣
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）

平成21年7月28日
株式会社フジスタッフ
東京都千代田区丸の内1-11-
1

一般競争入札 12,421,080 10,795,984 86.9 単価契約

229 洗濯用備品整備一式
支出負担行為担当官
　名古屋拘置所長　佐藤　正人
(愛知県名古屋市東区白壁1-1)

平成21年7月28日
株式会社大橋製作所
愛知県名古屋市緑区大高町巳
新田24-6

一般競争入札 4,135,845 4,021,500 97.2

230 フォークリフト交換購入
支出負担行為担当官
　滋賀刑務所長　山本　清貴
（滋賀県大津市大平1-1-1）

平成21年7月28日
滋賀TCM株式会社
滋賀県近江八幡市上田町84-
7

一般競争入札 5,254,200 2,887,500 55.0

231 マイクロバス交換購入
支出負担行為担当官
　大阪刑務所長　海江田　司
（大阪府堺市堺区田出井町6-1）

平成21年7月28日
大阪日野自動車株式会社
大阪府大阪市西淀川区千舟1-
4-45

一般競争入札
（総合評価実施）

5,328,225 4,830,000 90.6
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232 クレーン付きトラック交換購入
支出負担行為担当官
　神戸刑務所長  都　秀嗣
（兵庫県明石市大久保町森田120）

平成21年7月28日
神戸日野自動車株式会社
兵庫県神戸市東灘区向洋町西
5-11

一般競争入札
（総合評価実施）

7,382,416 6,058,500 82.1

233 普通乗用自動車交換購入
支出負担行為担当官
　神戸刑務所長  都　秀嗣
（兵庫県明石市大久保町森田120）

平成21年7月28日
株式会社神戸マツダ
兵庫県明石市大久保町福田
209-1

一般競争入札
（総合評価実施）

2,208,317 2,008,036 90.9

234 普通乗用自動車交換購入
支出負担行為担当官
　神戸刑務所長  都　秀嗣
（兵庫県明石市大久保町森田120）

平成21年7月28日
トヨタカローラ兵庫株式会社
兵庫県明石市魚住町金ヶ崎字
白割223-1

一般競争入札
（総合評価実施）

2,580,213 2,484,897 96.3

235 普通貨物自動車交換購入
支出負担行為担当官
　神戸刑務所長  都　秀嗣
（兵庫県明石市大久保町森田120）

平成21年7月28日
神戸トヨペット株式会社
兵庫県明石市大久保町大窪中
原201-2

一般競争入札
（総合評価実施）

1,816,783 1,680,000 92.5

236 フォークリフト交換購入
支出負担行為担当官
　奈良少年刑務所長　平田　利治
（奈良県奈良市般若寺町18）

平成21年7月28日
ニチユMHII近畿株式会社奈良
五條営業所
奈良県五條市住川町201－1

一般競争入札 2,432,850 1,102,500 45.3

237 ミニマイクロショベル交換購入
支出負担行為担当官
　奈良少年刑務所長　平田　利治
（奈良県奈良市般若寺町18）

平成21年7月28日
日立建機株式会社奈良営業所
奈良県奈良市今市町40－1

一般競争入札 1,687,350 1,244,250 73.7

238 マイクロバス交換購入
支出負担行為担当官
　京都拘置所長　松本　治
（京都府京都市伏見区竹田向代町138）

平成21年7月28日
株式会社城谷自動車工作所
京都府京都市伏見区竹田向代
町16-1

一般競争入札
（総合評価実施）

9,804,900 9,208,500 93.9

239 公用車（バン）交換購入
支出負担行為担当官
　京都拘置所長　松本　治
（京都府京都市伏見区竹田向代町138）

平成21年7月28日
株式会社城谷自動車工作所
京都府京都市伏見区竹田向代
町16-1

一般競争入札
（総合評価実施）

3,517,500 3,500,385 99.5
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240 小型貨物車（バン）交換購入
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21年7月28日
日産プリンス鳥取販売株式会
社
鳥取県鳥取市千代水4-7

一般競争入札
（総合評価実施）

2,328,619 2,054,482 88.2

241 Ａ重油供給
支出負担行為担当官
　広島刑務所長　福岡　利信
（広島県広島市中区吉島町13-114）

平成21年7月28日
広島通算株式会社
広島県広島市南区宇品町20-
25

一般競争入札 3,279,360 3,077,760 93.9 単価契約

242 就労支援業務人材派遣
支出負担行為担当官
　佐世保刑務所長　畑江　裕二
（長崎県佐世保市浦川内町1）

平成21年7月28日
株式会社総合人材センター
鹿児島県鹿児島市大黒町4-
11日宝いづろビル

一般競争入札 1,481,025 1,424,062 96.2

243 人材派遣業務委託
支出負担行為担当官
　佐世保刑務所長　畑江　裕二
（長崎県佐世保市浦川内町1）

平成21年7月28日
株式会社総合人材センター
鹿児島県鹿児島市大黒町4-
11日宝いづろビル

一般競争入札 1,352,086 1,022,151 75.6

244 医療機器購入
支出負担行為担当官
　福岡拘置所長　嶋田　博
（福岡県福岡市早良区百道2-16-10）

平成21年7月28日

日本光電九州株式会社九州支
社
福岡県福岡市博多区東比恵2-
12-22

一般競争入札 2,772,250 2,160,900 77.9

245
新型インフルエンザ感染防止対策用
品一式購入

支出負担行為担当官
　さいたま少年鑑別所長
　木村　恵子
（埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-36

平成21年7月28日
帝商株式会社
東京都日本橋2-5-13

一般競争入札 2,910,206 1,393,875 47.9

246 自動車交換購入

支出負担行為担当官
　京都少年鑑別所長　宮本　明
（京都府京都市左京区吉田上阿達町
37）

平成21年7月28日
トヨタカローラ滋賀株式会社
滋賀県草津市東草津2-3-54

一般競争入札
（総合評価実施）

3,366,830 2,982,869 88.6

247
旧横浜支局物品等産業廃棄物処理
業務委託

支出負担行為担当官
　東京入国管理局長　髙宅　茂
(東京都港区港南5-5-30）

平成21年7月28日
株式会社イゾイ
東京都江戸川区東葛西1-16-
3

一般競争入札 3,046,890 1,837,500 60.3
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248
諸外国における高度外国人材受入れ
制度に関する委託調査　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7月29日
三菱UFJリサーチ＆コンサル
ティング株式会社
東京都港区港南2-16-4

一般競争入札 4,986,755 4,830,000 96.9

249 土地閉鎖登記簿電子化作業　一式
支出負担行為担当官
　神戸地方法務局長　難波　尊廣
（兵庫県神戸市中央区波止場町1-2）

平成21年7月29日
トランス・コスモス株式会社
東京都渋谷区渋谷3-25-18

一般競争入札 7,233,956 5,953,500 82.3

250
名古屋合同庁舎第１号館消防設備等
定期点検業務

支出負担行為担当官
　名古屋法務局長　山川　景逸
（愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1）

平成21年7月29日
株式会社セルス
愛知県春日井市味美町2-99

一般競争入札 1,330,880 745,500 56.0

251
土地閉鎖登記簿搬出，移送及び搬入
作業請負

支出負担行為担当官代理
　広島法務局総務管理官　林田　雅隆
（広島市中区上八丁堀6-30）

平成21年7月29日
日本通運株式会社
東京都港区東新橋1-9-3

一般競争入札 1,200,982 1,047,900 87.3

252
登記情報システム用汎用印刷機消耗
品購入

支出負担行為担当官
　札幌法務局長　寺島　健
（北海道札幌市北区北8条西2-1-２）

平成21年7月29日
リコー北海道株式会社
北海道札幌市北区北7条西4-
12

一般競争入札 8,497,485 7,889,805 92.8 単価契約

253 静穏室棟等実施設計業務
支出負担行為担当官
　高松矯正管区長　室井　誠一
（香川県高松市丸の内1-1）

平成21年7月29日
株式会社ハウジング総合コン
サルタント
高知県高知市南久保16-17

一般競争入札 14,444,850 8,190,000 56.7

・低入札価格
調査実施
・一括調達
（徳島刑務所，松山
刑務所，西条刑務支
所，丸亀少女の家）

254 フォークリフト購入
支出負担行為担当官
　札幌刑務所長　浅野　賢司
(北海道札幌市東区東苗穂2-1-5-1)

平成21年7月29日
トヨタＬ＆Ｆ札幌株式会社
北海道札幌市東区東苗穂5-
3-7-1

一般競争入札 7,244,494 2,835,000 39.1

255 トラクター等購入
支出負担行為担当官
　札幌刑務所長　浅野　賢司
(北海道札幌市東区東苗穂2-1-5-1)

平成21年7月29日

インタートラクターサービス株
式会社
北海道札幌市厚別区厚別町山
本1064-14

一般競争入札 6,596,100 6,051,767 91.7
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256 パネルソー等購入
支出負担行為担当官
　札幌刑務所長　浅野　賢司
(北海道札幌市東区東苗穂2-1-5-1)

平成21年7月29日
株式会社マルトシ機工
北海道石狩市新港南2-3717-
7

一般競争入札 5,031,180 4,252,500 84.5

257 バッテリー一式フォークリフト整備
支出負担担当官
　福島刑務所長　武田　豊
（福島県福島市南沢又字上原1）

平成21年7月29日
トヨタL＆F福島株式会社
福島県郡山市田村町金屋字マ
セロ36

一般競争入札 10,636,500 5,964,000 56.1

258 フォークリフト交換購入
支出負担行為担当官
　大阪刑務所長　海江田　司
（大阪府堺市堺区田出井町6-1）

平成21年7月29日

ニチユＭＨＩ近畿株式会社堺浜
寺支店
大阪府堺市西区浜寺石津町西
2-8-12

一般競争入札 9,365,216 6,825,000 72.9

259 事務系業務及び警備業務委託
支出負担行為担当官
　大阪刑務所長　海江田　司
（大阪府堺市堺区田出井町6-1）

平成21年7月29日
株式会社アール・エス・シー
大阪府大阪市中央区高麗橋4-
3-7

一般競争入札 12,821,593 12,757,500 99.5

260 清掃業務派遣
支出負担行為担当官
　大阪刑務所長　海江田　司
（大阪府堺市堺区田出井町6-1）

平成21年7月29日
株式会社パソナスパークル
和歌山県和歌山市美園町3-
32-1

一般競争入札 13,845,375 11,370,800 82.1

261 長距離バス交換購入
支出負担行為担当官
　大阪拘置所長　徳久　彰
（大阪府大阪市都島区友渕町1-2-5）

平成21年7月29日
日産ディーゼルトラックス株式
会社
東京都江東区東雲2-12-43

一般競争入札
（総合評価実施）

16,590,000 14,805,000 89.2

262 中型バス交換購入
支出負担行為担当官
　大阪拘置所長　徳久　彰
（大阪府大阪市都島区友渕町1-2-5）

平成21年7月29日
天満自動車工業株式会社
大阪府大阪市北区天満2-5-1

一般競争入札
（総合評価実施）

11,926,977 11,445,000 96.0

263 重警備車交換購入
支出負担行為担当官
　大阪拘置所長　徳久　彰
（大阪府大阪市都島区友渕町1-2-5）

平成21年7月29日
天満自動車工業株式会社
大阪府大阪市北区天満2-5-1

一般競争入札
（総合評価実施）

10,920,000 9,765,000 89.4
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264 マイクロバス交換購入
支出負担行為担当官
　大阪拘置所長　徳久　彰
（大阪府大阪市都島区友渕町1-2-5）

平成21年7月29日
天満自動車工業株式会社
大阪府大阪市北区天満2-5-1

指名競争入札
（総合評価実施）

5,036,341 4,882,500 96.9

265 小型自動車交換購入
支出負担行為担当官
　大阪拘置所長　徳久　彰
（大阪府大阪市都島区友渕町1-2-5）

平成21年7月29日
大阪日産自動車株式会社
大阪府大阪市西区南堀江3-
14-22

一般競争入札
（総合評価実施）

2,501,108 2,142,000 85.6

266 マイクロバス交換購入
支出負担行為担当官
　福岡刑務所長　水上　要
（福岡県糟屋郡宇美町障子岳南6-1-1）

平成21年7月29日
福岡トヨペット株式会社
福岡県福岡市博多区東光1-
6-13

一般競争入札
（総合評価実施）

3,333,000 3,300,000 99.0

267 小型自動車交換
支出負担行為担当官
 中部公安調査局長　佐藤　進
（愛知県名古屋市中区三の丸4-3-1）

平成21年7月30日
愛知日産自動車株式会社法人
営業部
愛知県熱田区桜田町20-34

一般競争入札
（総合評価実施）

3,786,750 2,639,231 69.7

268 小型自動車交換
支出負担行為担当官
 中部公安調査局長　佐藤　進
（愛知県名古屋市中区三の丸4-3-1）

平成21年7月30日
愛知日産自動車株式会社法人
営業部
愛知県熱田区桜田町20-34

一般競争入札
（総合評価実施）

1,951,621 1,426,950 73.1

269 複写機保守点検調整作業委託
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7月30日

マイクロシステム販売株式会
社
千葉県千葉市花見川区幕張本
郷２－４－１

一般競争入札 16,632,000 7,983,360 48.0 単価契約

270
地図混乱地域の実態調査及び基準
点設置作業請負

支出負担行為担当官
　神戸地方法務局長　難波　尊廣
（兵庫県神戸市中央区波止場町1-2）

平成21年7月30日

社団法人兵庫県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会
兵庫県神戸市中央区下山手通
5-7-6

一般競争入札 15,446,950 13,650,000 88.4

271 各種図面の入力作業請負
支出負担行為担当官
　旭川地方法務局長　藤部　富美男
（北海道旭川市宮前通東4155-31）

平成21年7月30日
トランス・コスモス株式会社
東京都渋谷区渋谷3-25-18

一般競争入札 2,681,203 1,470,000 54.8
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272 各種図面の入力作業
支出負担行為担当官
　高松法務局長　古畑 泰雄
（香川県高松市丸の内1-1）

平成21年7月30日

三菱電機エンジニアリング株式
会社
東京都千代田区九段北1-13-
5

一般競争入札 6,313,776 2,898,000 45.9

273 総務課業務補助者派遣一式

支出負担行為担当官
　宇都宮地方検察庁検事正
　幕田　英雄
（栃木県宇都宮市小幡2-1-11）

平成21年7月30日
アデコ株式会社
東京都港区南青山1-15-9第
45興和ビル

一般競争入札 1,948,536 1,336,986 68.6 単価契約

274 Ａ重油供給
支出負担行為担当官
　札幌刑務所長　浅野　賢司
(北海道札幌市東区東苗穂2-1-5-1)

平成21年7月30日
河辺石油株式会社
北海道小樽市稲穂2-19-8

一般競争入札 6,688,500 6,524,700 97.6 単価契約

275 自動車交換購入
支出負担行為担当官
　旭川刑務所長　島　孝一
（北海道旭川市東鷹栖3-20-620)

平成21年7月30日
旭川トヨペット株式会社
北海道旭川市神居8条1-1-27

一般競争入札 2,527,830 2,013,480 79.7

276 自動車交換購入
支出負担行為担当官
　旭川刑務所長　島　孝一
（北海道旭川市東鷹栖3-20-620)

平成21年7月30日
トヨタカローラ道北株式会社
北海道旭川市大雪通7-506

一般競争入札
（総合評価実施）

4,362,748 3,885,000 89.0

277 小型貨物自動車交換購入
支出負担行為担当官
　函館少年刑務所長　谷内　眞一
（北海道函館市金堀町6-11）

平成21年7月30日
函館トヨペット株式会社
北海道函館市石川町169-35

一般競争入札
（総合評価実施）

5,231,105 5,016,151 95.9

278 オフセット印刷機賃貸借　一式
支出負担行為担当官
　函館少年刑務所長　谷内　眞一
（北海道函館市金堀町6-11）

平成21年7月30日
三井住友ファイナンス＆リース
株式会社
東京都港区西新橋3-9-4

一般競争入札 858,375 651,525 75.9

279 シュレッダー整備
支出負担行為担当官
　宮城刑務所長 茂木　嘉則
（宮城県仙台市若林区古城2-3-1）

平成21年7月30日
株式会社セント
宮城県仙台市青葉区北根4-
2-20

一般競争入札 5,428,500 3,171,000 58.4
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280 事務用品供給
支出負担行為担当官
　府中刑務所長　有光　秀晴
（東京都府中市晴見町4-10）

平成21年7月30日
株式会社タニックス
東京都立川市栄町6-1

一般競争入札 10,325,400 7,164,265 69.4 単価契約

281 血液検査等請負
支出負担行為担当官
　立川拘置所長　佐藤　洋
（東京都立川市泉町1156-11）

平成21年7月30日
三菱化学メディエンスソー
リューションズ株式会社
東京都港区芝浦4-2-8

一般競争入札 2,093,440 2,085,460 99.6

282 複写機保守点検
支出負担行為担当官
　立川拘置所長　佐藤　洋
（東京都立川市泉町1156-11）

平成21年7月30日
コニカミノルタビジネスソリュー
ションズ株式会社
東京都文京区本郷2-4-4

一般競争入札 5,283,600 5,283,600 100.0

283 布団（掛敷組）購入
支出負担行為担当官
　和歌山刑務所長　杉原　博文
（和歌山県和歌山市加納383）

平成21年7月30日
株式会社パーティハウス
和歌山県和歌山市中島185-3

一般競争入札 4,886,805 3,407,250 69.7

284 自動車更交換購入
支出負担行為担当官
　和歌山刑務所長　杉原　博文
（和歌山県和歌山市加納383）

平成21年7月30日

和歌山トヨタ自動車株式会社
美園店
和歌山県和歌山市美園町2-
65

一般競争入札
（総合評価実施）

4,798,500 3,576,825 74.5

285 自動車交換購入
支出負担行為担当官
　和歌山刑務所長　杉原　博文
（和歌山県和歌山市加納383）

平成21年7月30日
日産プリンス和歌山販売株式
会社狐島店
和歌山県和歌山市狐島532

一般競争入札
（総合評価実施）

2,625,000 1,991,850 75.9

286 自動車交換購入
支出負担行為担当官
　和歌山刑務所長　杉原　博文
（和歌山県和歌山市加納383）

平成21年7月30日
日産プリンス和歌山販売株式
会社狐島店
和歌山県和歌山市狐島532

一般競争入札
（総合評価実施）

1,783,950 1,151,850 64.6

287 普通自動車交換購入
支出負担行為担当官
  神戸拘置所長  谷  広次
（兵庫県神戸市北区ひよどり北町2-1）

平成21年7月30日
兵庫トヨタ自動車株式会社
兵庫県神戸市中央区磯辺通4-
2-12

一般競争入札
（総合評価実施）

4,627,350 4,200,000 90.8
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288 中型自動車交換購入
支出負担行為担当官
  神戸拘置所長  谷  広次
（兵庫県神戸市北区ひよどり北町2-1）

平成21年7月30日
兵庫日産自動車株式会社
兵庫県神戸市兵庫区松原通5-
1-22

一般競争入札
（総合評価実施）

4,261,950 3,864,000 90.7

289
新型インフルエンザ感染防止対策用
品整備一式

支出負担行為担当官
　佐世保刑務所長　畑江　裕二
（長崎県佐世保市浦川内町1）

平成21年7月30日
日本乾溜工業株式会社長崎支
店
長崎県長崎市田中町594-1

一般競争入札 7,560,000 4,531,800 59.9

290 自動車交換購入
支出負担行為担当官
　奈良少年鑑別所長　小山　孝直
（奈良県奈良市般若寺町3）

平成21年7月30日
奈良トヨタ自動車株式会社押
熊店
奈良県奈良市押熊町1445-4

一般競争入札
（総合評価実施）

3,913,940 3,832,500 97.9

291 空調機器の設置及び機器の賃貸借

支出負担行為担当官
　大津保護観察所長
　岡坂　吉朗
　（滋賀県大津市京町3-1-1）

平成21年7月30日
エイトレント株式会社
大阪府大阪市中央区南本町4-
2-10

一般競争入札 2,281,198 1,380,883 60.5

292 自動車用燃料供給
支出負担行為担当官
　東京入国管理局長　髙宅　茂
(東京都港区港南5-5-30）

平成21年7月30日
双日エネルギー株式会社
東京都港区赤阪2-14-32

一般競争入札 1,943,461 1,938,573 99.7 単価契約

293 土地閉鎖登記簿電子化作業一式
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7月31日
株式会社ダイショウ
東京都足立区綾瀬3-6-2

一般競争入札 19,644,358 11,970,000 60.9

294
パッケージ型空気調和機及び配管・
電気設備一式購入（浜松・掛川）

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　石井 末弘
（静岡県静岡市葵区追手町9-50）

平成21年7月31日
株式会社菱進
静岡県沼津市岡宮1378-22

一般競争入札 3,476,265 1,638,000 47.1

295 庁舎清掃業務請負
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7月31日
株式会社タカ・コーポレーション
福岡県福岡市博多区博多駅南
4-3-19

一般競争入札 3,441,656 1,980,300 57.5
一括調達
（九州公安調査局，
福岡地方検察庁）
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296 電気需給

支出負担行為担当官
　大津地方検察庁検事正
　吉浦　正明
（滋賀県大津市京町3-1-1）
支出負担行為担当官
　大津地方法務局長
　阿津川　喜代士
（滋賀県大津市京町3-1-1）

平成21年7月31日
エネサーブ株式会社
滋賀県大津市月輪2-19-6

一般競争入札 6,859,251 6,757,724 98.5
・単価契約
・一括調達
（大津地方法務局）

297 機械警備業務一式

支出負担行為担当官
　大津地方検察庁検事正　吉浦　正明
（滋賀県大津市京町3-1-1）
支出負担行為担当官
　大津地方法務局長　阿津川　喜代士
（滋賀県大津市京町3-1-1）

平成21年7月31日
セコム株式会社
東京都渋谷区神宮前1-5-1

一般競争入札 6,394,185 4,819,500 75.4
一括調達
（大津地方法務局）

298 警備業務委託

支出負担行為担当官
　大津地方検察庁検事正
　吉浦　正明
（滋賀県大津市京町3-1-1）
支出負担行為担当官
　大津地方法務局長
　阿津川　喜代士
（滋賀県大津市京町3-1-1）

平成21年7月31日
東和警備保障株式会社
滋賀県草津市西渋川1-11-3

一般競争入札 4,121,994 2,284,170 55.4
一括調達
（大津地方法務局）

299
秋田地方検察庁定期健康診断業務
委託

支出負担行為担当官
　秋田地方検察庁検事正
　井越　正人
（秋田県秋田市山王7-1-2）

平成21年7月31日

財団法人秋田県総合保健事業
団
秋田県秋田市千秋久保田町6-
6

一般競争入札 1,506,519 1,506,519 100.0 単価契約

300
釧路刑務支所
オフセット印刷機整備一式

支出負担行為担当官
　帯広刑務所長　澤村　佳夫
（北海道帯広市別府町南13-33）

平成21年7月31日
株式会社フカミヤ
北海道札幌市中央区大通西8

一般競争入札 3,409,000 3,320,000 97.4

301 アルミバントラック交換購入
支出負担行為担当官
　黒羽刑務所長　渡部　志郎
（栃木県大田原市寒井1466-2)

平成21年7月31日
栃木いすゞ自動車株式会社
栃木県宇都宮市花房町2-2-4

一般競争入札
（総合評価実施）

5,786,550 4,777,500 82.6
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302
小型移動式クレーン付トラック交換購
入

支出負担行為担当官
　黒羽刑務所長　渡部　志郎
（栃木県大田原市寒井1466-2)

平成21年7月31日
栃木日野自動車株式会社
栃木県宇都宮市横田新町1-
45

一般競争入札
（総合評価実施）

10,410,750 10,111,500 97.1

303 ダンプトラック交換購入
支出負担行為担当官
　黒羽刑務所長　渡部　志郎
（栃木県大田原市寒井1466-2)

平成21年7月31日
栃木日野自動車株式会社
栃木県宇都宮市横田新町1-
45

一般競争入札
（総合評価実施）

8,309,700 8,116,500 97.7

304 エアコン供給
支出負担行為担当官
　府中刑務所長　有光　秀晴
（東京都府中市晴見町4-10）

平成21年7月31日
弘津電業株式会社
東京都世田谷区北烏山3-6-
11

一般競争入札 9,607,500 9,418,500 98.0

305 総務系等業務委託
支出負担行為担当官
　水戸刑務所長　伊藤　譲二
（茨城県ひたちなか市市毛847）

平成21年7月31日
株式会社アビリテｨ
茨城県水戸市五軒町1-3-7

一般競争入札 3,696,750 3,031,335 82.0 単価契約

306 総務系等業務委託
支出負担行為担当官
　水戸刑務所長　伊藤　譲二
（茨城県ひたちなか市市毛847）

平成21年7月31日
株式会社多荷物流
茨城県日立市国分町3-1-12

一般競争入札 1,848,375 1,527,990 82.7 単価契約

307 環境整備等業務委託

支出負担行為担当官
　水戸刑務所長　伊藤　譲二
（茨城県ひたちなか市市毛847）

平成21年7月31日
株式会社砂押園芸
茨城県ひたちなか市高野48

一般競争入札 5,613,979 5,600,000 99.8 　

308 地上デジタルテレビ購入
支出負担行為担当官
　福井刑務所長　佐藤　榮男
(福井県福井市一本木町52)

平成21年7月31日
酒井電気株式会社
福井県福井市順化2-1-2

一般競争入札 12,672,409 12,474,000 98.4

309
新型インフルエンザ感染防止対策用
感染防護服等購入

支出負担行為担当官代理
　高松刑務所長　五反田　伸一
（香川県高松市松福町2-16-63）

平成21年7月31日

株式会社アルボース岡山営業
所
岡山県岡山市中区門田屋敷2-
2-17

一般競争入札 10,339,350 6,945,363 67.2
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310 Ａ重油供給
支出負担行為担当官
　福岡刑務所長　水上　要
（福岡県糟屋郡宇美町障子岳南6-1-1）

平成21年7月31日
サンライズ石油株式会社
福岡県福岡市中央区港3-10-
17

一般競争入札 3,948,000 3,821,600 96.8 単価契約

311 護送車（マイクロバス）交換購入
支出負担行為担当官
　熊本刑務所長　竹下　正宏
（熊本県熊本市7-12-1）

平成21年7月31日
熊本トヨタ自動車株式会社
熊本県熊本市日吉2-10-1

一般競争入札
（総合評価実施）

3,774,000 3,650,000 96.7

312 小型乗用自動車（ワゴン車）交換購入
支出負担行為担当官
　熊本刑務所長　竹下　正宏
（熊本県熊本市7-12-1）

平成21年7月31日
株式会社ホンダカーズ熊本
熊本県熊本市出水7-96-1

一般競争入札
（総合評価実施）

2,279,000 2,028,000 89.0

313 小型乗用自動車交換購入
支出負担行為担当官
　熊本刑務所長　竹下　正宏
（熊本県熊本市7-12-1）

平成21年7月31日
熊本トヨペット株式会社中央店
熊本県熊本市大江4-3-6

一般競争入札
（総合評価実施）

2,164,000 1,911,810 88.3

314 公用車交換購入
支出負担行為担当官
　高松少年鑑別所長  関根　哲
（香川県高松市藤塚町3-7-28）

平成21年7月31日
トヨタカローラ香川株式会社
香川県高松市鬼無町是竹94

一般競争入札
（総合評価実施）

3,951,100 3,431,120 86.8

315 フォークリフト交換購入一式
支出負担行為担当官
　甲府刑務所長　平間　進
（山梨県甲府市堀之内町500)

平成21年7月14日

トヨタエルアンドエフ山梨株式
会社
山梨県中巨魔郡昭和町築地新
居709－1

一般競争入札 7,268,100 3,990,000 54.9 平成21年11月追加

316 ズック靴中底生地購入
支出負担行為担当官
　神戸刑務所長  都　秀嗣
（兵庫県明石市大久保町森田120）

平成21年7月9日
東洋ケミテック株式会社
兵庫県神戸市長田区神楽町2-
3-2

一般競争入札 2,499,000 2,312,000 92.5
平成21年11月追加
・単価契約

317 Ａ重油売買
支出負担行為担当官
　佐賀少年刑務所長　峰　均
（佐賀県佐賀市新生町2-1）

平成21年7月1日
有限会社あぶらや
福岡県八女郡広川町大字日吉
840-2

一般競争入札 4,120,200 3,666,600 89.0
平成21年12月追加
・単価契約
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