
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
（一括調達実施庁等）

1
平成２１年度旧司法試験会場借料
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1日
国立大学法人東京大学
東京都目黒区駒場3-8-1

契約の目的物が代替性のない物件であ
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）

1,207,500 1,207,500 100.0

2
新登記情報システム切替に伴う印
刷装置事前リプレースシステムエン
ジニアリング支援業務　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7月1日
富士通株式会社
東京都港区東新橋1-5-2

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
つ迅速な新登記情報システムへの移行
作業を遂行するためには，現行システム
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，予決令第１
０２条の４第３号）

3,655,061 3,412,441 93.4

3 印刷装置事前リプレース作業代

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
富士通株式会社
東京都港区東新橋1-5-2

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
つ迅速な新登記情報システムへの移行
作業を遂行するためには，現行システム
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，
予決令第１０２条の４第３号）

3,129,000 3,129,000 100.0

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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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
（一括調達実施庁等）

4
次期システムへの移行に伴う現行
システム移行支援関係作業　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1日
富士通株式会社
東京都港区東新橋1-5-2

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，次期システムへの移行に伴う現
行システム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）

5,713,491 5,713,491 100.0

5
登記情報システム登記所管轄転属
（篠山支局・柏原支局）支援作業

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
左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）

2,191,476 2,191,476 100.0

6
平成２１年度司法書士試験会場使
用料

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1日
学校法人名城大学
愛知県名古屋市天白区塩
釜口1-501

筆記試験実施に適する環境であり，交
通の利便性と全部の受験者数を収容で
きる施設が他に見当たらなかったため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第１
０２条の４第３号）(公募）

990,000 983,000 99.3

2／8



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
（一括調達実施庁等）

7
新登記切替に伴う印刷装置事前リ
プレース支援作業

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7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，切替作業
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，予決令第102
条の4第3号）

1,260,095 1,158,351 91.9

8
新登記情報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
　広島法務局長　佐藤　努
（広島市中区上八丁堀6-30）

平成21年7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
わってきたものであり，現行システムの
安定稼働を確保しつつ，システム移行作
業を行えるのは，契約業者のみである
ため。（会計法29条の3第4項，予決令第
102条の4第3号）

7,200,564 7,200,564 100.0

9
電子計算機の賃貸借及びプログラ
ム・プロダクト契約の使用の使用権
許諾

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1日
日本電子計算機株式会社
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，予決令第１０２条の４第３号）

997,500 997,500 100.0

10

富士通システムエンジニアリング支
援作業（新登記情報システム切替に
伴う印刷装置事前リプレース支援作
業）　一式

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

平成21年7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

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）

2,363,663 2,363,663 100.0

3／8



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
（一括調達実施庁等）

11
富士通システムエンジニアリング支
援作業（印刷装置リプレース作業）
一式

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

平成21年7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

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）

1,174,950 1,174,950 100.0

12 被収容少年用給食供給

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1日
株式会社一文字食品
兵庫県神戸市東灘区北青
木2-7-8

再度の入札をしても落札者がなかったた
め，随意契約とした。（予決令第99条の
2）

20,139,000 20,139,000 100.0

13 新判例体系公法編追録

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6日
新日本法規出版株式会社
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，予決令第１０２条の４第３号）

3,377,178 3,377,178 100.0

14 再入国許可書（印字用）

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13日
独立行政法人国立印刷局
東京都港区虎ノ門2-2-4

本案件は，偽変造防止策として特殊形
状スクリーンを採用しており，国立印刷
局が「ハーフトーンスクリーン作成法及
びその印刷物」の特許を保有しているた
め。（会計法第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第３号）

5,720,000 5,720,000 100.0

15 在留資格認定証明書（一般用）

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13日
独立行政法人国立印刷局
東京都港区虎ノ門2-2-4

本案件は，偽変造防止策として特殊形
状スクリーンを採用しており，国立印刷
局が「ハーフトーンスクリーン作成法及
びその印刷物」の特許を保有しているた
め。（会計法第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第３号）

3,948,000 3,948,000 100.0
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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
（一括調達実施庁等）

16 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7月14日
株式会社ジオテック
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陥没事案に係る地
質調査（前回調査）に関連する敷地内の
追加調査で，前回の緊急案件の関連契
約のため。（会計法第29条の3第4項及
び予決令102条の4第4号イ）

4,756,500 4,756,500 100.0

17
京都地方法務局宇治支局駐車場賃
貸借

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
通河原町東入る上生洲町１９７）

平成21年7月21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
位置にある土地であって，他の位置にあ
る土地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）

878,500 878,500 100.0

18
新登記情報システムの機器入替え
に伴う旧機器の解体・撤去作業請負

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1-46）

平成21年7月21日
東芝ソリューション株式会社
東京都港区芝浦1-1-1

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，予算決算及び会計令第１０
２条の４第3号）

1,191,120 1,191,120 100.0

19
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
　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24日
富士通株式会社
東京都港区東新橋1-5-2

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，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おり，業務遂行可
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）

5,182,191 5,182,191 100.0

20 自動揚物器交換購入

支出負担行為担当官
　京都刑務所　重松　英滿
（京都府京都市山科区東野井ノ
上町20）

平成21年7月24日
都調理機株式会社
京都府京都市伏見区深草
大亀谷岩山町147

再度の入札をしても落札者がなかったた
め，随意契約とした。（予決令第99条の
2）

7,429,800 7,413,000 99.8
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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
（一括調達実施庁等）

21
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
　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27日
富士通株式会社
東京都港区東新橋1-5-2

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，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おり，業務遂行可
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）

3,982,450 3,982,450 100.0

22
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
　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29日

社団法人愛媛県公共嘱託
登記土地家屋調査士協会
愛媛県松山市南江戸1-4-
14

再度の入札をしても落札者がなかったた
め，随意契約とした。（予決令第99条の
2）

3,918,859 3,885,000 99.1

23
イントラネット版判例体系全法編
2009年版（Ⅱ・Ⅲ）

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30日
第一法規株式会社
東京都港区南青山2-11-17

本件「イントラネット版判例体系（全法
編）2009年版」等の著作物は，契約の相
手方が著作権を有しており，相手方から
しか購入できないため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

9,755,235 9,755,235 100.0

24 公用車購入・交換

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30日
青森トヨペット株式会社
青森県青森市篠田3-14-9

再度の入札をしても落札者がなかったた
め，随意契約とした。（予決令第99条の
2）

11,761,050 11,760,000 100.0

25 次期システム移行用機器賃貸借

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
富士通株式会社
東京都港区東新橋1-5-2

独自にシステム構築された現行システ
ム機器等を次期システムに円滑に移行
する機器の賃貸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）

997,500 997,500 100.0
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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
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26
管轄転属に伴うシステムエンジニア
リング支援業務委託（ひたちなか・
本局）

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31日
富士通株式会社
東京都港区東新橋1-5-2

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，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）

2,191,476 2,191,476 100.0

27
管轄転属に伴うシステムエンジニア
リング支援業務委託（笠間・本局）

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31日
富士通株式会社
東京都港区東新橋1-5-2

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，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）

2,191,476 2,191,476 100.0

28
新登記情報システム切替に伴う印
刷装置事前リプレース支援作業

支出負担行為担当官
　広島法務局長　佐藤　努
（広島市中区上八丁堀6-30）

平成21年7月31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
わってきたものであり，現行システムの
安定稼働を確保しつつ，システム移行作
業を行えるのは，契約業者のみである
ため。（会計法29条の3第4項，予決令第
102条の4第3号）

1,573,166 1,573,166 100.0

29
登記情報システム用プリンタ消耗品
供給

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31日
リコー東北株式会社
宮城県仙台市青葉区五橋
1-5-3

再度の入札をしても落札者がなかったた
め，随意契約とした。（予決令第99条の
2）

2,548,500 2,548,500 100.0 単価契約
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30
新登記情報システム切替に伴う印
刷装置事前リプレース支援作業契
約

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
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

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）

1,314,885 1,314,885 100.0 平成21年11月追加

31
新登記情報システム切替に伴う印
刷装置事前リプレース支援作業

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
富士通株式会社
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

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）

7,200,564 7,200,564 100.0 平成21年11月追加

32

電子計算機の賃貸借およびプログ
ラム・プロダクトの使用権許諾に関
する契約（次期システム移行用機器
一式）

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28日
日本電子計算機株式会社
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）

825,300 598,500 72.5 平成21年11月追加
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