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1 和紙公図の電子化作業一式

支出負担行為担当官
　金沢地方法務局長
　意元　英則
（石川県金沢市新神田4-3-10）

平成21年8月3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 9,996,000 3,118,500 31.2

2 各種図面の登録作業請負

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8月3日
ヒューマンリソシア株式会社
福岡県福岡市天神1-1-1

一般競争入札 21,359,406 14,681,159 68.7

3
秋田合同庁舎冷暖房用燃料に係る継
続的供給（特Ａ重油）

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8月3日
大民石油販売株式会社
秋田県秋田市土崎港西3-7-
29

一般競争入札 2,226,000 2,091,600 94.0

・単価契約
・一括調達
（秋田労働局，秋田行
政評価事務所）

4 一般定期及び特別健康診断委託

支出負担行為担当官
  横浜地方検察庁検事正
　井内　顯策
（神奈川県横浜市中区日本大通9）

平成21年8月3日
医療法人財団石心会
神奈川県川崎市幸区都町39-
1

一般競争入札 3,561,715 2,507,715 70.4

5 会議テーブル等購入

支出負担行為担当官
　高松高等検察庁検事長
　柳　俊夫
　（香川県高松市丸の内1-1）

平成21年8月3日
株式会社青柳
香川県高松市福岡町2-5-7

一般競争入札 3,411,030 2,493,750 73.1

6 処遇系事務等人材派遣業務
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8月3日

マンパワー･ジャパン株式会社
北海道旭川市1条通9-50-3旭
川緑橋通第一生命ビルディン
グ7F

一般競争入札 1,437,360 1,175,328 81.8 単価契約

7 釧路刑務支所Ａ重油の購入

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）
　釧路少年鑑別所長　鈴木　秀樹
（北海道釧路市弥生1-5-22）

平成21年8月3日
金井石油株式会社
北海道釧路市大町1-1-10

一般競争入札 3,822,000 3,822,000 100.0
・単価契約
・一括調達
（釧路少年鑑別所）

8 フォークリフト交換
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8月3日
ニチユＭＨＩ株式会社
東京都下田区平和島6-1-1

一般競争入札 7,553,700 4,693,500 62.1
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9 公用車交換購入
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8月3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）

3,514,350 3,309,954 94.2

10
自家用普通貨物自動車下取り交換契
約

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8月3日
滋賀トヨタ自動車株式会社
滋賀県大津市本宮2-9-12

一般競争入札
（総合評価実施）

4,960,182 3,453,649 69.6

11 自動車運行管理業務請負
支出負担行為担当官
　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8月3日
株式会社武徳
兵庫県姫路市古二階町110

一般競争入札 2,471,068 2,136,960 86.5

12 翻訳業務委託
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8月3日
株式会社　日本翻訳センター
東京都千代田区神田美土代町
7

一般競争入札 9,422,154 4,838,400 51.4 単価契約

13
指紋照合システム無停電電源装置
バッテリー交換作業　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8月4日
日本電気株式会社
東京都港区芝5-7-1

一般競争入札 2,515,296 2,499,000 99.4

14 汎用印刷機用消耗品の継続的供給

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8月4日
福島リコピー販売株式会社
福島県福島市鎌田字卸町21-
2

一般競争入札 6,031,751 4,626,090 76.7 単価契約

15
デジタルフルカラー複合機等交換及び
保守点検調整請負

支出負担行為担当官
　長崎地方検察庁検事正
　岩橋　義明
（長崎県長崎市万才町9-33）

平成21年8月4日
株式会社エビス堂
長崎県長崎市恵美須町6-14

一般競争入札 13,494,600 8,777,475 65.0
５か年分の保守料を
含む。

16
新型インフルエンザ対策資材等物品
供給

支出負担行為担当官
　栃木刑務所長　古市　浩司
（栃木県栃木市惣社町2484）

平成21年8月4日
株式会社重松製作所
埼玉県熊谷市銀座3-56-1

一般競争入札 8,979,600 4,945,038 55.1
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17 小型貨物自動車の交換購入
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8月4日
静岡トヨペット株式会社
静岡県静岡市葵区長沼611

一般競争入札
（総合評価実施）

1,927,472 1,853,250 96.1

18 フォークリフト交換購入一式
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8月4日
大分ＴＣＭ株式会社
大分県大分市大字古国府
1003-1

一般競争入札 11,564,000 3,853,500 33.3

19 護送用マイクロバス交換
支出負担行為担当官
　大分少年院長　茅原　良一
（大分県豊後大野市三重町赤嶺2721）

平成21年8月4日

三菱ふそうトラック・バス株式会
社九州ふそう支店
大分県大分市大字種具字田代
1065-1

一般競争入札
（総合評価実施）

5,138,420 4,231,500 82.4

20
各種出入国記録用紙（ＥＤカード）印刷
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8月5日
トッパン・フォームズ株式会社
東京都港区東新橋1-7-3

一般競争入札 90,929,188 89,730,900 98.7

21 各種図面の入力作業委託

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8月5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 24,637,818 7,671,300 31.1 低入札価格調査実施

22
静岡地方検察庁における一般定期健
康診断業務委託

支出負担行為担当官
   静岡地方検察庁検事正
 　北村　道夫
（静岡県静岡市葵区追手町9-45）

平成21年8月5日
財団法人静岡県予防医学協会
静岡県静岡市葵区建穂1-3-
43

一般競争入札 1,845,342 1,432,950 77.7 単価契約

23
広島地方法務合同庁舎入居庁職員合
同一般定期健康診断等委託

支出負担行為担当官
　広島高等検察庁検事長
　笠間　治雄
（広島県広島市中区上八丁堀2-15）

平成21年8月5日

医療法人社団ヤマナ会東広島
記念病院
広島県東広島市西条町吉行
2214

一般競争入札 4,137,000 3,785,092 91.5

一括調達
（広島地方検察庁，中
国地方更生保護委員
会，中国公安調査局）

24 家電等製品整備　一式
支出負担行為担当官
　広島矯正管区長　林　和治
（広島県広島市中区上八丁堀6-30）

平成21年8月5日
株式会社ファースト
広島県広島市中区羽衣町14-
2

一般競争入札 2,231,250 1,286,250 57.6
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25
上部電子内視鏡システム装置一式購
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8月5日
三好メディカル株式会社
北海道北見市卸町1-10-5

一般競争入札 3,587,976 3,118,500 86.9

26 普通貨物自動車交換
支出負担行為担当官
　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8月5日

三菱ふそうトラック・バス株式会
社東北ふそう福島支店
福島県福島市方木田字北谷地
1-1

一般競争入札
（総合評価実施）

6,309,450 5,607,794 88.9

27 冷房機器更新整備
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8月5日
有限会社猪瀬燃料店
栃木県大田原柴塚1-13-18

一般競争入札 2,673,090 2,625,000 98.2

28 大阪拘置所職員健康診断外部委託
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8月5日
医療法人山紀会山本第三病院
大阪府大阪市西成区南津守4-
5-20

一般競争入札 2,138,430 2,138,430 100.0

29 バッテリー式フォークリフト供給
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8月5日
トヨタＬ＆Ｆ広島株式会社
広島県広島市西区商工セン
ター2-17-46

一般競争入札 7,700,000 3,363,000 43.7

30 感染症防護対策資材一式購入

支出負担行為担当官
　美祢社会復帰促進センター長
　手塚　文哉
（山口県美祢市豊田前町麻生下10）

平成21年8月5日
ミドリ安全徳山株式会社防府
営業所
山口県防府市岸津1-9-5

一般競争入札 8,095,500 4,305,000 53.2

31 電気供給
支出負担行為担当官
　加古川学園長　伊藤　広史
（兵庫県加古川市八幡町宗佐544）

平成21年8月5日
関西電力株式会社姫路支店
兵庫県姫路市十二所前町117

一般競争入札 16,386,000 15,711,144 95.9 単価契約

32 鑑別護送車の交換購入一式
支出負担行為担当官
　大津少年鑑別所長　遠藤　隆行
（滋賀県大津市大平1-1-2）

平成21年8月5日
滋賀トヨタ株式会社
滋賀県大津市本宮2-9-12

一般競争入札
（総合評価実施）

4,192,960 3,724,840 88.8
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33
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8月6日
社団法人大分県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会
大分県大分市城崎町2-3-10

一般競争入札 4,306,691 4,150,000 96.4

34 各種図面の入力作業一式

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8月6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 6,114,141 3,930,360 64.3

35 土地閉鎖登記簿電子化作業一式請負

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8月6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 6,250,380 2,887,500 46.2

36
前橋法務総合庁舎非常照明用蓄電池
交換請負業務

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8月6日
門倉テクノ株式会社
群馬県前橋市下細井町501-1

一般競争入札 3,948,588 1,984,500 50.3

37 感染防止セット調達
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8月6日
美保産業株式会社
東京都品川区西中延1-3-23

一般競争入札 16,537,500 8,186,062 49.5

38 訓練用フォークリフト購入
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8月6日
ニチユMHI中国株式会社
山口県山口市小郡上郷1748-
1

一般競争入札 3,666,171 1,470,000 40.1

39 総務系業務派遣
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8月6日
マンパワージャパン株式会社
久留米支店
福岡県久留米市東町42-21

一般競争入札 2,396,548 2,086,238 87.1 単価契約

40 自動車下取り交換購入一式
支出負担行為担当官
　浪速少年院長　秋田　明生
（大阪府茨木市郡山1-10-17）

平成21年8月6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）

4,623,000 3,969,000 85.9
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41
情報収集機器（パーソナルコンピュー
タ）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8月7日
ＮＥＣネクサソリューションズ株
式会社
東京都港区三田1-4-28

一般競争入札 7,755,045 7,728,000 99.7

42 和紙公図入力作業　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1-1）

平成21年8月7日
株式会社ウィネット
北海道帯広市西五条南9-2-
16

一般競争入札 9,187,500 3,601,500 39.2

43 土地閉鎖登記簿電子化作業請負

支出負担行為担当官
　福井地方法務局長
　富士田　義博
（福井県福井市春山1-1-54）

平成21年8月7日
三谷マイクロ株式会社
福井県福井市日之出2-5-5

一般競争入札 16,904,847 8,389,500 49.6 低入札価格調査実施

44
登記情報システム機器関連消耗品供
給

支出負担行為担当官
　金沢地方法務局長
　意元　英則
（石川県金沢市新神田4-3-10）

平成21年8月7日

北陸コンピュータ・サービス株
式会社
石川県金沢市駅西本町2-7-
21

一般競争入札 6,074,775 6,071,625 99.9
・単価契約
・一括調達
（福井地方法務局）

45 土地閉鎖登記簿電子化作業一式

支出負担行為担当官
　金沢地方法務局長
　意元　英則
（石川県金沢市新神田4-3-10）

平成21年8月7日
三谷マイクロ株式会社
福井県福井市日之出2-5-5

一般競争入札 14,118,300 5,754,000 40.8 低入札価格調査実施

46
沖データ製カラープリンタ用消耗品供
給

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8月7日
株式会社フジモト
福岡県北九州市小倉北区西港
町61-15

一般競争入札 6,344,100 6,183,666 97.5 単価契約

47 エプソン製プリンタ消耗品供給単価

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8月7日
株式会社パネックス
熊本県熊本市戸島3-11-60

一般競争入札 2,666,160 2,638,125 98.9 単価契約

48 和紙公図の入力作業一式

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8月7日
富士ゼロックス株式会社
東京都港区赤坂9-7-3

一般競争入札 29,482,640 9,041,986 30.7 低入札価格調査実施
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49
事務機器用トナー等購入（株式会社リ
コー製）

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8月7日
株式会社金剛
徳島県徳島市新内町1-11-1

一般競争入札 1,765,316 1,547,028 87.6 単価契約

50 登記情報システム用消耗品

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8月7日
株式会社富士コンピュータサー
ビス
徳島県徳島市新蔵町1-17

一般競争入札 3,020,319 2,843,053 94.1 単価契約

51 フォークリフト交換
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8月7日
ニチユMHI東京株式会社
東京都大田区平和島6-1-1

一般競争入札 11,565,672 5,145,000 44.5

52 作業ライトバン交換
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8月7日

日産プリンス埼玉販売株式会
社
埼玉県さいたま市中央区下落
合4-24-5

一般競争入札 2,589,470 2,530,500 97.7

53
東京拘置所回診用X線撮影装置一式
購入

支出負担行為担当官
　東京拘置所長　松村　明
（東京都葛飾区小菅1-35-1）

平成21年8月7日
株式会社ムトウ東京営業部
東京都台東区入谷1-19-2

一般競争入札 3,993,181 3,727,500 93.3

54 フォークリフトの購入
支出負担行為担当官
　三重刑務所長　唐桶　昇
（三重県津市修成町16-1）

平成21年8月7日
ニチユＭＨＩ株式会社松坂支店
三重県松阪市曽原町867-1

一般競争入札 4,530,750 2,919,000 64.4

55
新型インフルエンザ感染防止対策品
一式購入

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8月7日
竹山時株式会社
大阪府堺市北区東三国ヶ丘町
5-2-26

一般競争入札 15,849,981 8,789,091 55.5

56 フォークリフト下取り交換購入一式
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8月7日

近畿小松フォークリフト株式会
社和歌山支店
和歌山県和歌山市中島字南浜
452-6

一般競争入札 2,242,800 625,800 27.9
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57 フォークリフト交換
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8月7日
四国ＴＣＭ株式会社
愛媛県東温市南方2260ｰ6

一般競争入札 6,447,000 4,006,800 62.1

58 フォークリフトの交換購入一式
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8月7日

ニチユＭＨＩ九州株式会社長崎
東支店
長崎県諫早市多良見町化屋
1827

一般競争入札 5,145,000 1,984,500 38.6

59 作業用バン交換
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8月7日
日産プリンス長崎販売株式会
社
長崎県諫早市鷲崎町215

一般競争入札
（総合評価実施）

1,475,000 1,472,100 99.8

60
新型インフルエンザ感染防止対策用
品購入

支出負担行為担当官
　新潟少年学院長　中村　茂樹
（新潟県長岡市御山町117-13）

平成21年8月7日
株式会社重松製作所上越営業
所
新潟県上越市春日新田1-6-3

一般競争入札 1,772,400 894,180 50.5

61 映像送出システム整備
支出負担行為担当官
　高知少年鑑別所長　小林　剛
（高知県高知市塩田町19-13）

平成21年8月7日
三菱電機システムサービス株
式会社四国支店
香川県高松市花園町1-9-38

一般競争入札 3,535,350 2,415,000 68.3

62 地上デジタルテレビ等更新整備
支出負担行為担当官
　高知少年鑑別所長　小林　剛
（高知県高知市塩田町19-13）

平成21年8月7日

株式会社ヤマダ電機法人事業
部高知営業所
高知県高知市介良字山ノ後乙
1136-1

一般競争入札 3,182,321 1,991,035 62.6

63 健康診断業務委託

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8月7日
財団法人医療情報健康財団
福岡県福岡市博多区店屋町4-
15　興新ビル

一般競争入札 1,499,753 1,028,370 68.6 単価契約

64
地図混乱地域の実態調査及び基準点
設置作業一式

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8月10日

社団法人宮城県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会
宮城県仙台市青葉区二日町
18-3

一般競争入札 8,105,528 7,875,000 97.2
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65 各種図面の登録作業一式

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8月10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 13,671,000 10,707,375 78.3

66 医療事務処理業務ほか追加委託料
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8月10日
マンパワー・ジャパン株式会社
神奈川県横浜市西区みなとみ
らい2-2-1

一般競争入札 3,867,444 3,169,051 81.9 単価契約

67 トラクター購入契約
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8月10日
株式会社ヰセキ北海道
北海道札幌市新寒5-1-5-1

一般競争入札 6,658,474 5,859,000 88.0

68 普通貨物自動車交換
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8月10日
函館日野自動車株式会社
北海道北斗市萩野33-81

一般競争入札
（総合評価実施）

5,469,640 4,672,500 85.4

69 事務備品一式購入
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8月10日
井上事務機・事務用品株式会
社
東京都立川市曙町3-18-25

一般競争入札 2,051,272 1,871,413 91.2

70 職員用感染防護服一式購入

支出負担行為担当官
　播磨社会復帰促進センター長
　木村　昭彦
（兵庫県加古川市八幡町宗佐544）

平成21年8月10日
ミドリ安全株式会社
東京都渋谷区5-4-3

一般競争入札 4,011,000 2,005,500 50.0

71 赤外線サーモグラフィ購入

支出負担行為担当官
　播磨社会復帰促進センター長
　木村　昭彦
（兵庫県加古川市八幡町宗佐544）

平成21年8月10日
サラヤ株式会社
大阪府大阪市東住吉区湯里2-
2-8

一般競争入札 4,166,400 3,737,790 89.7

72
4方向天井カセット型エアコン及び壁掛
型エアコン交換

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8月10日

株式会社ヤマダ電機鳥取営業
所
鳥取県鳥取市古海字瀬戸田ノ
二678-1

一般競争入札 2,369,486 1,908,900 80.6
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73 自動車運転業務委託
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8月10日
大新東ヒューマンサービス株式
会社鳥取営業所
鳥取県鳥取市扇町69

一般競争入札 2,356,340 1,697,850 72.1

74 警備関係業務委託
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8月10日
富士綜合警備保障株式会社
鳥取県鳥取市秋里405‐1

一般競争入札 3,181,276 2,719,500 85.5

75 総務系等業務人材派遣
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8月10日

テンプスタッフフォーラム株式
会社鳥取支店
鳥取県鳥取市東品治町102明
治安田生命鳥取駅前ビル

一般競争入札 7,882,560 4,498,800 57.1 単価契約

76 冷暖房機器一式供給
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8月10日
東和工業株式会社
徳島県徳島市昭和町4-12

一般競争入札 1,950,900 1,732,500 88.8

77 職員用感染防止防護服等供給
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8月10日
株式会社高知ユニフォーム
高知県高知市上町4-3-3

一般競争入札 3,675,000 2,467,500 67.1

78 新型インフルエンザ対策物品の購入
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8月10日
ミドリ安全東横浜株式会社
神奈川県横浜市港南区上大岡
西3-2-13

一般競争入札 3,252,249 1,645,881 50.6

79 防護服供給
支出負担行為担当官
　加古川学園長　伊藤　広史
（兵庫県加古川市八幡町宗佐544）

平成21年8月10日
株式会社アルボ－ス
大阪府大阪市中央区備後2-
4-9

一般競争入札 3,162,000 1,127,700 35.7

80
ひたちなか駐在官事務所オフィス家具
等購入

支出負担行為担当官
水戸保護観察所長　清水　幸男
（茨城県水戸市北見町1－1）

平成21年8月10日
株式会社フジタビジネスマシン
ズ
茨城県水戸市城南1－2－8

一般競争入札 6,665,400 5,880,000 88.2
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81
ひたちなか駐在官事務所パソコン等
購入

支出負担行為担当官
水戸保護観察所長　清水　幸男
（茨城県水戸市北見町1－1）

平成21年8月10日
株式会社フジタビジネスマシン
ズ
茨城県水戸市城南1－2－8

一般競争入札 1,809,150 1,386,000 76.6

82
地図情報システムへのデータ編集作
業一式

支出負担行為担当官代理
　金沢地方法務局次長
　松本　秋景
（石川県金沢市新神田4-3-10）

平成21年8月11日
株式会社きもと
東京都新宿区新宿2-19-1

一般競争入札 1,721,005 1,701,000 98.8 単価契約

83 貨物用バンの交換購入一式
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8月11日

札幌日産自動車株式会社岩見
沢インター店
北海道岩見沢市美園6条7-6-
7

一般競争入札
（総合評価実施）

6,630,000 4,903,500 74.0

84 防護服及びサージカルマスクの調達
支出負担行為担当官
　神奈川医療少年院長　黒川　胤臣
（神奈川県相模原市小山4-4-5）

平成21年8月11日
ミドリ安全株式会社
東京都渋谷区広尾5-4-3

一般競争入札 3,946,950 1,981,875 50.2

85 公用車の交換購入一式
支出負担行為担当官
　高知少年鑑別所長　小林　剛
（高知県高知市塩田町19-13）

平成21年8月11日
高知トヨタ自動車株式会社
高知県高知市北御座3-39

一般競争入札
（総合評価実施）

4,135,681 3,778,950 91.4

86
地図混乱地域における実態調査及び
基準点設置作業委託

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8月12日
土地家屋調査士末政秋美
広島県広島市西区天満町17-
3

一般競争入札 7,689,433 4,704,000 61.2

87
土地閉鎖登記簿電子化作業一式請負
委託

支出負担行為担当官
　長崎地方法務局長
　大原　安雄
（長崎県長崎市万才町8-16）

平成21年8月12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 10,896,681 7,758,450 71.2

88 両開き書庫等購入

支出負担行為担当官
  横浜地方検察庁検事正
　井内　顯策
（神奈川県横浜市中区日本大通9）

平成21年8月12日
広友物産株式会社
東京都港区赤坂1-4-17

一般競争入札 3,841,124 2,575,650 67.1
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89 自動車交換
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8月12日
株式会社東北マツダ
宮城県仙台市宮城野区小田原
1-3-23

一般競争入札
（総合評価実施）

4,148,040 2,518,352 60.7

90 自動車交換
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8月12日
ネッツトヨタ山形株式会社
山形県山形市宮東青田5-1-1

一般競争入札
（総合評価実施）

8,177,550 7,138,053 87.3

91 設備運転管理業務委託
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8月12日
日本空調システム株式会社
愛知県名古屋市東区白壁1-9

一般競争入札 5,426,022 5,218,500 96.2

92 松江刑務所各種事務補助等派遣業務
支出負担行為担当官
　松江刑務所　松村　亨
（島根県松江市西川津町67）

平成21年8月12日
株式会社スタッフサ－ビス
東京都千代田区大手町1-5-4

一般競争入札 9,651,936 7,227,822 74.9 単価契約

93 土地閉鎖登記簿の電子化作業請負

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8月13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 35,990,598 20,947,500 58.2 低入札価格調査実施

94 東京拘置所炊場フード清掃業務
支出負担行為担当官
　東京拘置所長　松村　明
（東京都葛飾区小菅1-35-1）

平成21年8月14日
株式会社加藤厨房設備
東京都大田区羽田旭町2-6

一般競争入札 2,504,327 2,487,135 99.3

95
電子認証システムのプログラム改修
及びデータ移行作業　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8月17日
株式会社日立製作所公共シス
テム営業統括本部
東京都江東区新砂1-6-27

一般競争入札 45,643,342 45,150,000 98.9

96
平成21年度版「子どもの人権ＳＯＳミ
ニレター」印刷　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8月17日
アインズ株式会社
滋賀県近江市八幡市中村町
49-12

一般競争入札
（総合評価実施）

31,562,622 28,569,450 90.5
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97
矯正総合情報通信ネットワークシステ
ム用サーバの更新に伴うデータ移行
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8月17日
ＮＥＣネクサソリューションズ株
式会社
東京都港区三田1-4-28

一般競争入札 21,176,914 15,539,895 73.4

98 和紙公図の入力作業　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8月17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 4,978,551 2,089,500 42.0

99
神戸地方法務局尼崎支局空調設備設
置作業

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8月17日

富士電機総設株式会社西日本
支社
大阪府大阪市福島区鷺洲1-
11-19

一般競争入札 6,243,322 4,515,000 72.3

100
地図混乱地域における実態調査及び
基準点設置作業

支出負担行為担当官
　和歌山地方法務局長
　菅谷　久男
（和歌山県和歌山市二番丁2）

平成21年8月17日
社団法人和歌山県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会
和歌山県和歌山市四番丁7

一般競争入札 5,440,761 5,145,000 94.6

101 各種図面の入力作業請負　一式

支出負担行為担当官
　松江地方法務局長
　山室　祐一
（島根県松江市母衣町50）

平成21年8月17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 6,452,653 4,861,500 75.3

102 和紙公図の入力作業請負

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8月17日

協業組合クローバー工業写真
センター
福岡県福岡市博多区博多駅前
1-11-18

一般競争入札 10,762,354 5,985,000 55.6 低入札価格調査実施

103 土地閉鎖登記簿電子化作業請負

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8月17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 9,837,724 7,161,000 72.8

104
ひたちなか駐在官事務所電化製品等
購入

支出負担行為担当官
水戸保護観察所長　清水　幸男
（茨城県水戸市北見町1－1）

平成21年8月17日
株式会社東和
茨城県水戸市吉沢町1060－2

一般競争入札 2,801,400 2,152,500 76.8
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105 健康診断請負
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8月17日
財団法人愛世会
東京都板橋区加賀1-3-1

一般競争入札 5,204,850 4,585,140 88.1 単価契約

106 食器洗浄機購入　一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長
　山舖　弥一郎
（東京都千代田区九段南1-1-15）

平成21年8月18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 3,916,500 3,811,500 97.3

107 背幅可変式紙ファイル供給　一式

支出負担行為担当官代理
　前橋地方法務局次長
　井原　弘之
（群馬県前橋市大手町2-10-5）

平成21年8月18日
株式会社春木堂
群馬県前橋市問屋町1-9-7

一般競争入札 2,184,840 2,070,600 94.8 単価契約

108 土地閉鎖登記簿電子化作業一式

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8月18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 21,294,000 16,695,000 78.4

109 土地閉鎖登記簿の電子化作業一式

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8月18日
株式会社ワンビシアーカブズ
東京都港区虎ノ門4-1-28

一般競争入札 25,035,657 17,703,000 70.7

110
長野地方検察庁及び管内３支部冷暖
房機供給

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8月18日
株式会社丸三商会
長野県岡谷市南宮2-6-1

一般競争入札 2,398,420 2,310,000 96.3

111
新型インフルエンザ感染防護対策キッ
トの購入

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8月18日
函館酸素株式会社
北海道函館市浅野町1-3

一般競争入札 3,318,000 1,653,750 49.8

112 防護服一式購入
支出負担行為担当官
　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8月18日

株式会社重松製作所東北営業
所
宮城県仙台市若林区卸町4-
3-8

一般競争入札 2,756,754 1,453,882 52.7
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113 NC複合ボーリングマシン購入
支出負担行為担当官
　前橋刑務所長　篠原　義紀
（群馬県前橋市南町1-23-7）

平成21年8月18日
ミトモ株式会社
群馬県前橋市上泉町1020

一般競争入札 15,267,000 13,650,000 89.4

114 ランニングソー購入
支出負担行為担当官
　前橋刑務所長　篠原　義紀
（群馬県前橋市南町1-23-7）

平成21年8月18日
ミトモ株式会社
群馬県前橋市上泉町1020

一般競争入札 10,122,000 8,400,000 83.0

115
新型インフルエンザ対策に係る消耗
品整備

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8月18日
ミドリ安全山梨株式会社
東京都渋谷区広尾5-4-3

一般競争入札 6,890,400 2,498,100 36.3

116 殺菌機能型空気清浄機整備
支出負担行為担当官
　岐阜刑務所長　有村　正広
（岐阜県岐阜市則松1-34-1）

平成21年8月18日
株式会社サンヨーオーエー中
部
岐阜県安八郡安八町大森180

一般競争入札 8,232,000 5,586,000 67.9

117 乾燥機更新整備
支出負担行為担当官
　岐阜刑務所長　有村　正広
（岐阜県岐阜市則松1-34-1）

平成21年8月18日
株式会社大橋製作所
愛知県名古屋市緑区大高町字
巳新田24-6

一般競争入札 2,625,000 2,604,000 99.2

118 冷房機器更新整備
支出負担行為担当官
　岐阜刑務所長　有村　正広
（岐阜県岐阜市則松1-34-1）

平成21年8月18日
株式会社サンヨーオーエー中
部
岐阜県安八郡安八町大森180

一般競争入札 2,521,890 1,937,250 76.8

119 業務用洗濯機器の購入取付け
支出負担行為担当官
　三重刑務所長　唐桶　昇
（三重県津市修成町16-1）

平成21年8月18日
株式会社山村アサヒ製作所
愛知県名古屋市中区新栄1-
7-5

一般競争入札 2,746,485 2,450,000 89.2

120 自動車運行管理委託
支出負担行為担当官
　三重刑務所長　唐桶　昇
（三重県津市修成町16-1）

平成21年8月18日
株式会社ジャパン・リリーフ
大阪府大阪市西区京町堀1-
13-19

一般競争入札 2,241,750 2,058,000 92.2
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121 マイクロバス下取り交換
支出負担行為担当官
　榛名女子学園長　　齊藤　峰
（群馬県北群馬郡榛東村新井1027-1）

平成21年8月18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）

5,194,000 4,824,750 92.9

122 新型インフルエンザ対策整備一式
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8月18日
株式会社近鉄百貨店
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野
筋1-1-43

一般競争入札 5,255,250 2,091,993 39.8

123
矯正総合情報ネットワ－クシステム端
末機等整備

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8月18日
株式会社阪南ビジネスマシン
大阪府堺市中区深井北町
3275

一般競争入札 1,814,893 1,785,000 98.4

124 ＷＥＢ語学研修業務委託

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8月18日
株式会社アウルズ
福岡県北九州市小倉北区浅野
3-8-1　ＡＩＭビル8階

一般競争入札 1,246,350 793,800 63.7

125
九段合同庁舎空気遮断機分解整備
一式

支出負担行為担当官
　関東公安調査局長
　小林　英樹
（東京都千代田区九段南１-1-10）

平成21年8月19日
富士電機システムズ株式会社
東京都品川区大崎1-11-2

一般競争入札 7,452,086 7,350,000 98.6
一括調達
（総務省，国家公務員
共済組合連合会）

126 各種図面の登録作業請負　一式

支出負担行為担当官代理
　前橋地方法務局次長
　井原　弘之
（群馬県前橋市大手町2-10-5）

平成21年8月19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 9,049,515 5,700,450 63.0

127 物品運送　一式

支出負担行為担当官代理
　前橋地方法務局次長
　井原　弘之
（群馬県前橋市大手町2-10-5）

平成21年8月19日
三八五流通株式会社
青森県八戸市大字長苗代字上
中坪35-1

一般競争入札 2,047,757 1,344,000 65.6

128 登記情報システム機器用消耗品購入

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8月19日
株式会社富士通四国インフォ
テック
香川県高松市錦町1-11-1

一般競争入札 3,692,365 3,207,540 86.9 単価契約
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129 普通貨物自動車下取交換
支出負担行為担当官
　前橋刑務所長　篠原　義紀
（群馬県前橋市南町1-23-7）

平成21年8月19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）

6,268,500 5,092,500 81.2

130 冷房機器更新整備一式
支出負担行為担当官
　富山刑務所長　遠藤 恵介
（富山県富山市西荒屋285‐1）

平成21年8月19日
株式会社森山電気製作所
富山県富山市今木町1-1

一般競争入札 4,372,243 3,517,500 80.5

131 食料品(肉類14品目)購入
支出負担行為担当官
　京都刑務所長　重松　英滿
（京都府京都市山科区東野井ノ上町20）

平成21年8月19日
株式会社あすかフーズ
京都府京都市南区上鳥羽塔ノ
森東向町4

一般競争入札 3,715,090 3,415,090 91.9 単価契約

132 食料品(肉類5品目)購入
支出負担行為担当官
　京都刑務所長　重松　英滿
（京都府京都市山科区東野井ノ上町20）

平成21年8月19日
株式会社都畜産
京都府京都市山科区役出町1-
36

一般競争入札 2,065,410 1,928,305 93.4 単価契約

133
新型インフルエンザ感染防止対策用
品供給

支出負担行為担当官
　帯広少年院長　伊藤　達也
（北海道帯広市緑ヶ丘3-2）

平成21年8月19日

北海道エア・ウォーター株式会
社
北海道札幌市白石区菊水5-
2-3-12

一般競争入札 1,770,825 1,057,518 59.7

134 官用車（ミニバン）の交換購入一式
支出負担行為担当官
　福岡少年院長　福元　俊一
（福岡県福岡市南区老司4-20-1）

平成21年8月19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）

3,602,179 3,342,150 92.8

135 感染症対策資材の購入
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8月19日
ミドリ安全東横浜株式会社
神奈川県横浜市港南区上大岡
西3-2-13

一般競争入札 2,843,400 1,229,319 43.2

136 自動車及び付属品の交換

支出負担行為担当官
　北海道公安調査局長
　小野寺　力
（北海道札幌市中央区大通西12丁目）

平成21年8月20日
北海道日産自動車株式会社
北海道札幌市北区北6条西5-
3

一般競争入札
（総合評価実施）

5,511,390 4,097,712 74.3
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137 自動車及び付属品の交換

支出負担行為担当官
　北海道公安調査局長
　小野寺　力
（北海道札幌市中央区大通西12丁目）

平成21年8月20日
北海道日産自動車株式会社
北海道札幌市北区北6条西5-
3

一般競争入札
（総合評価実施）

2,233,770 1,728,079 77.4

138 各種図面の登録作業一式

支出負担行為担当官
　金沢地方法務局長
　意元　英則
（石川県金沢市新神田4-3-10）

平成21年8月20日
三谷マイクロ株式会社
福井県福井市日之出2-5-5

一般競争入札 6,242,129 4,462,500 71.5

139 物品（消耗品）供給

支出負担行為担当官
　金沢地方法務局長
　意元　英則
（石川県金沢市新神田4-3-10）

平成21年8月20日
株式会社やち屋
石川県金沢市石引2-5-3

一般競争入札 777,275 766,500 98.6

140 医療機器類供給
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8月20日
株式会社栗原医療器械店多摩
営業所
東京都府中市住吉町3-7-2

一般競争入札 10,017,105 9,883,125 98.7

141 就労支援業務委託
支出負担行為担当官
　松本少年刑務所長　大串　建
（長野県松本市桐3-9-4）

平成21年8月20日
東京メンタルヘルス株式会社
東京都豊島区西池袋2-39-8

一般競争入札 1,260,000 1,176,000 93.3

142 地上デジタルテレビ購入
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8月20日
株式会社ヤマダ電機
群馬県高崎市栄町1-1

一般競争入札 10,869,243 9,528,330 87.7

143 食料品(副食材28品目)購入
支出負担行為担当官
　京都刑務所長　重松　英滿
（京都府京都市山科区東野井ノ上町20）

平成21年8月20日
株式会社あすかフーズ
京都府京都市南区上鳥羽塔ノ
森東向町4

一般競争入札 4,672,702 4,459,609 95.4 単価契約

144 食料品(副食材14品目)購入
支出負担行為担当官
　京都刑務所長　重松　英滿
（京都府京都市山科区東野井ノ上町20）

平成21年8月20日
尾家産業株式会社
京都府京都市伏見区下鳥羽但
馬町17-3

一般競争入札 2,445,430 2,368,599 96.9 単価契約
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145 食料品(副食材13品目)購入
支出負担行為担当官
　京都刑務所長　重松　英滿
（京都府京都市山科区東野井ノ上町20）

平成21年8月20日
株式会社京キュウ
京都府京都市山科区西野山
百々町24-1

一般競争入札 2,662,400 2,599,040 97.6 単価契約

146 食料品(副食材8品目)購入
支出負担行為担当官
　京都刑務所長　重松　英滿
（京都府京都市山科区東野井ノ上町20）

平成21年8月20日
京都中央佃煮株式会社
京都府京都市下京区西七条東
八反田町4-2

一般競争入札 1,650,570 1,648,920 99.9 単価契約

147 食料品(副食材15品目)購入
支出負担行為担当官
　京都刑務所長　重松　英滿
（京都府京都市山科区東野井ノ上町20）

平成21年8月20日
デリカハウス株式会社
京都府京都市左京区一乗寺向
畑町8

一般競争入札 2,260,830 2,128,830 94.2 単価契約

148 食料品(副食材15品目)購入
支出負担行為担当官
　京都刑務所長　重松　英滿
（京都府京都市山科区東野井ノ上町20）

平成21年8月20日
山大商事株式会社
滋賀県大津市大江8-132-5

一般競争入札 2,764,831 2,752,121 99.5 単価契約

149 食料品(副食材10品目)購入
支出負担行為担当官
　京都刑務所長　重松　英滿
（京都府京都市山科区東野井ノ上町20）

平成21年8月20日
ユースカイ株式会社
滋賀県大津市下坂本1-5-1

一般競争入札 2,262,766 1,873,274 82.8 単価契約

150 被収容者給食用食材購入
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8月20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 4,837,218 3,864,742 79.9 単価契約

151 被収容者給食用食材購入
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8月20日
株式会社栗本五十市商店大分
支店
大分県大分市弁天2-3-10

一般競争入札 4,419,650 3,520,362 79.7 単価契約

152 ライスボイラー購入契約
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8月20日

株式会社マルゼン北九州営業
所
福岡県北九州市八幡西区竹末
1-12-15

一般競争入札 1,995,000 1,554,000 77.9
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153 マイクロバス購入契約
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8月20日
福岡日産自動車株式会社原店
福岡県福岡市早良区原2-17-
11

一般競争入札
（総合評価実施）

12,808,950 10,468,500 81.7

154 自動車交換購入一式
支出負担行為担当官
　 美保学園長   末信  眞司
（鳥取県米子市大篠津町4557）

平成21年8月20日
鳥取トヨタ自動車株式会社米
子店
鳥取県米子市東福原2-1-22

一般競争入札
（総合評価実施）

3,701,390 3,024,999 81.7

155
地上デジタル放送基盤整備（多元放
映システム）

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8月20日
株式会社八神
大阪府大阪市旭区大宮1-21-
12

一般競争入札 8,826,993 6,195,000 70.2

156
国際課税関係外国法解説書翻訳業務
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8月21日

株式会社ダブリュファイブ・ス
タッフサービス
愛知県名古屋市中村区名駅5-
4-14

一般競争入札 2,987,523 2,212,980 74.1

157 リコー製事務用機器等消耗品購入

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8月21日
株式会社ディエスジャパン
大阪府東大阪市吉田本町3-
3-45

一般競争入札 1,759,590 1,642,305 93.3 単価契約

158
行政文書及びその他書類等廃棄業務
委託

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8月21日
株式会社カミング名古屋
愛知県名古屋市北区平手町1-
29

一般競争入札 1,204,846 163,062 13.5 単価契約

159
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
　金沢地方法務局長
　意元　英則
（石川県金沢市新神田4-3-10）

平成21年8月21日
社団法人石川県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会
石川県金沢市新神田3-9-28

一般競争入札 6,377,626 6,300,000 98.8

160 土地閉鎖登記簿電子化作業一式

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
（広島県広島市中区上八丁堀6-30）

平成21年8月21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 45,482,850 30,240,000 66.5
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161 人材派遣（１級ボイラー技士）
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8月21日
東京美装北海道株式会社
北海道札幌市中央区北3条西3

一般競争入札 3,263,925 2,091,684 64.1 単価契約

162 公用車小型トラック供給
支出負担行為担当官
　栃木刑務所長　古市　浩司
（栃木県栃木市惣社町2484）

平成21年8月21日
栃木いすゞ自動車株式会社
栃木県小山市神鳥谷4-1-49

一般競争入札
（総合評価実施）

4,041,892 3,773,140 93.4

163 公用車小型貨物供給
支出負担行為担当官
　栃木刑務所長　古市　浩司
（栃木県栃木市惣社町2484）

平成21年8月21日
栃木いすゞ自動車株式会社
栃木県小山市神鳥谷4-1-49

一般競争入札
（総合評価実施）

1,724,000 1,597,650 92.7

164 バッテリー式フォークリフト交換供給
支出負担行為担当官
　栃木刑務所長　古市　浩司
（栃木県栃木市惣社町2484）

平成21年8月21日

トヨタエルアンドエフ栃木株式
会社
栃木県小山市大字粟宮1861-
6

一般競争入札 3,958,000 1,362,900 34.4

165 炊事用備品供給
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8月21日
原金属工業株式会社
東京都新宿区西落合1-19-14

一般競争入札 2,886,450 2,839,200 98.4

166 事務業務等派遣
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8月21日
キャリアロード株式会社
東京都千代田区平河町1-2-
10

一般競争入札 16,240,392 13,565,952 83.5 単価契約

167 車両購入
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8月21日
山口日野自動車株式会社
山口県山口市陶1226-1

一般競争入札
（総合評価実施）

3,957,450 3,563,175 90.0

168 作業用主用機械フォークリフト
支出負担行為担当官
　熊本刑務所長　竹下　正宏
（熊本県熊本市渡鹿7-12-1）

平成21年8月21日
トヨタエルアンドエフ熊本株式
会社
熊本県上熊本2-4-32

一般競争入札 4,289,000 1,732,500 40.4
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169 ガソリン乗用自動車交換
支出負担行為担当官
　旭川少年鑑別所長　後藤　雅彦
（北海道旭川市豊岡1-1-3-24）

平成21年8月21日
旭川トヨタ自動車株式会社
北海道旭川市4条通2

一般競争入札
（総合評価実施）

3,773,810 3,158,000 83.7

170 被収容者用冬靴下購入

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8月24日
西垣靴下株式会社
奈良県大和高田市大字大谷61

一般競争入札 21,863,244 19,920,952 91.1

171 被収容者用チョッキ購入

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8月24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 18,743,875 18,724,718 99.9

172 被収容者用半袖丸首シャツ購入

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8月24日
株式会社キューブ
大阪府大阪市中央区久太郎町
4-2-1

一般競争入札 19,879,991 15,602,926 78.5

173 被収容者用夏靴下購入

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8月24日
西垣靴下株式会社
奈良県大和高田市大字大谷61

一般競争入札 16,173,157 12,098,091 74.8

174 マイクロバス交換購入

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8月24日
東京日野自動車株式会社
東京都港区新橋5-18-1

一般競争入札
（総合評価実施）

4,504,132 4,368,000 97.0

175
平成21年度地図混乱地域の実態調査
作業及び基準点設置作業

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8月24日

社団法人千葉県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会
千葉県千葉市中央区中央港1-
23-25

一般競争入札 7,593,969 7,165,200 94.4

176 和紙公図の入力作業請負　一式

支出負担行為担当官
　松江地方法務局長
　山室　祐一
（島根県松江市母衣町50）

平成21年8月24日
株式会社オリス
新潟県新潟市中央区鳥屋野
310

一般競争入札 7,730,019 1,764,000 22.8

22／40



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）

177
リコー株式会社製コンピュータ関連消
耗品納入

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8月24日
株式会社フジモト
福岡県北九州市小倉北区西港
町61-15

一般競争入札 8,531,712 8,531,712 100.0 単価契約

178 地図混乱地域の基準点設置作業一式

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8月24日
社団法人山形県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会
山形県山形市緑町1-4-43

一般競争入札 4,858,883 4,641,000 95.5

179 和紙公図の入力作業

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8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 9,671,970 2,583,000 26.7

180
高松高等・地方検察庁一般定期健康
診断委託

支出負担行為担当官
　高松高等検察庁検事長
　柳　俊夫
（香川県高松市丸の内1-1）
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8月24日
財団法人三宅医学研究所セン
トラルパーククリニック
香川県高松市番町1-10-16

一般競争入札 1,435,875 1,036,350 72.2
一括調達
（高松地方検察庁）

181 釧路刑務支所上尾幌泊込所測量業務
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8月24日
山下コンサルタント株式会社
北海道釧路市宮本2-4-21

一般競争入札 10,725,750 4,179,000 39.0 低価格調査実施

182 ミニ油圧ショベル1台購入
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8月24日
コマツ建機販売株式会社
神奈川県相模原市淵野辺2-
5-8

一般競争入札 4,829,735 3,948,000 81.7

183 フォークリフト（バッテリー式）1台交換
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8月24日
ニチユＭＨＩ北海道株式会社
北海道札幌市白石区流通セン
ター6-3-1

一般競争入札 2,831,150 1,349,250 47.7
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184 非常用炊き出し釜供給
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8月24日
美保産業株式会社
東京都品川区西中延1-3-23

一般競争入札 1,735,020 1,730,400 99.7

185 フォークリフト交換購入一式
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8月24日
ニチユＭＨＩ東京株式会社
東京都大田区平和島6-1-1

一般競争入札 8,062,000 4,410,000 54.7

186 長野刑務所総務系等事務労働者派遣
支出負担行為担当官
　長野刑務所長　荒島　喜宣
（長野県須坂市大字須坂1200）

平成21年8月24日
テスコ株式会社長野支店
長野県長野市大字中御所字宮
沖216-10タイセイビル

一般競争入札 1,379,448 984,160 71.3 単価契約

187 木屑圧縮固形装置一式の購入
支出負担行為担当官
　三重刑務所長　唐桶　昇
（三重県津市修成町16-1）

平成21年8月24日
株式会社山村
京都府京都市下京区油小路通
木津屋橋下ル北不動町522

一般競争入札 15,099,000 12,547,500 83.1

188 労働者派遣
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8月24日
トータルテック株式会社
福岡県北九州市小倉北区片野
4-20-3

一般競争入札 1,861,892 1,796,760 96.5 単価契約

189 公用車の交換購入一式
支出負担行為担当官
　四国少年院長　齋藤  裕司
（香川県善通寺市善通寺町2020）

平成21年8月24日
香川トヨタ自動車株式会社とき
めっく丸亀店
香川県丸亀市田村町1255

一般競争入札
（総合評価実施）

3,907,974 3,496,500 89.5

190 被収容者用毛布購入

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8月25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 83,738,737 83,381,760 99.6

191 被収容者用木めん綿購入

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8月25日
株式会社三幸
東京都千代田区神田富山町1-
3

一般競争入札 27,224,587 26,205,102 96.3
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192 被収容者用化繊綿購入

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8月25日
西川産業株式会社
東京都中央区日本橋富沢町8-
8

一般競争入札 39,256,488 22,731,030 57.9

193 コピー用紙購入

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8月25日
有限会社秋山文化堂
山梨県甲府市北口2-13-12

一般競争入札 1,612,380 1,380,150 85.6 単価契約

194 土地閉鎖登記簿電子化作業一式

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8月25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 25,308,549 17,115,000 67.6

195 事務系労働者派遣
支出負担行為担当官
　松本少年刑務所長　大串　建
（長野県松本市桐3-9-4）

平成21年8月25日
テンプスタッフファミリエ株式会
社
長野県長野市南千歳1-10-6

一般競争入札 4,031,842 3,567,220 88.5 単価契約

196 護送用自動車（マイクロバス）交換
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8月25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）

5,642,195 4,357,500 77.2

197 医療用錠剤分包機購入
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8月25日

サンメヂックス株式会社埼玉営
業所
埼玉県さいたま市浦和区領家
1-10-8

一般競争入札 3,768,450 3,622,500 96.1

198 全自動血球計数器等一式購入
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8月25日
山本医療器械店
福井県鯖江市水落町2-6-20

一般競争入札 1,995,000 1,732,500 86.8

199 感染防護服セット一式購入
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8月25日
株式会社奥山ポンプ
滋賀県彦根市平田町坪井185

一般競争入札 8,572,331 4,390,706 51.2
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200
自動吊込機･シート冷却裁断機及び
シート粉付巻取機購入

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8月25日
株式会社能研機械製作所
大阪府大東市氷野3-12-8

一般競争入札 26,606,895 25,725,000 96.7

201 感染防護服一式購入
支出負担行為担当官
　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8月25日
株式会社近鉄百貨店
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野
筋1-1-43

一般競争入札 3,370,500 1,645,875 48.8

202 サーモグラフィ購入
支出負担行為担当官
　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8月25日
サラヤ株式会社
大阪府大阪市東住吉区湯里2-
2-8

一般競争入札 4,687,200 3,890,250 83.0

203 イオン発生機購入
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8月25日
サラヤ株式会社
大阪府大阪市東住吉区湯里2-
2-8

一般競争入札 4,849,404 3,979,500 82.1

204 サーモカメラ一式購入
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8月25日
株式会社梅松園
奈良県奈良市神殿町630-10

一般競争入札 4,517,100 3,916,500 86.7

205 防護服一式購入
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8月25日
キンパイ商事株式会社
大阪府大阪市淀川区野中北2-
2-6

一般競争入札 3,675,000 2,856,000 77.7

206 胸部エックス線検診委託
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8月25日
医療法人順風会
愛媛県松山市天山2-3-30

一般競争入札 1,050,000 840,000 80.0

207 総務系（環境整備等）業務委託

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8月25日
トータルテック株式会社
福岡県北九州市小倉北区片野
4-20-3

一般競争入札 2,123,150 1,854,720 87.4
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208 自動多元放送システム一式購入
支出負担行為担当官
月形学園長　大島　準一
（北海道樺戸郡月形町字知来乙464-1）

平成21年8月25日
株式会社伊藤電気商会
北海道美唄市西１条北7-1-1

一般競争入札 6,451,200 6,090,000 94.4

209 液晶テレビほか家電製品の購入
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8月25日
株式会社ヤマダ電機
群馬県高崎市栄町１－１

一般競争入札 8,908,200 5,950,770 66.8

210 地デジ対応自主放送システムの購入
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8月25日
東通産業株式会社
東京都港区六本木5-16-20

一般競争入札 4,047,750 1,575,000 38.9

211 少年保安システムの購入
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8月25日
田中電機株式会社
東京都千代田区外神田1-16-
9

一般競争入札 9,505,650 7,392,000 77.8

212
矯正施設職員用加工糸織物接着芯購
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8月26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 10,231,571 10,146,003 99.2

213 矯正施設職員用編物接着芯地購入

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8月26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 6,349,313 6,349,313 100.0

214
ＩＰテレビ会議多地点接続サービスの
提供利用　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8月26日
三菱電機システムサービス株
式会社
東京都世田谷区太子堂4-1-1

一般競争入札 5,598,967 5,199,996 92.9

215
裁判員制度を中心とした検察広報用
ＤＶＤ制作業務　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8月26日
テレビ朝日映像株式会社
東京都港区六本木1-1-1

一般競争入札
（総合評価実施）

10,703,805 5,124,000 47.9 低入札価格調査実施
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216 矯正施設職員用スレーキ・袋地購入

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8月26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 3,690,571 3,660,518 99.2

217 矯正施設職員用膝当生地購入

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8月26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 2,778,060 2,773,310 99.8

218
地上デジタル放送対応液晶テレビ購
入契約

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

平成21年8月26日
株式会社立芝
広島県広島市西区楠木町2-
4-3

一般競争入札 1,632,034 1,230,810 75.4

219 テレビ受像機等購入　一式

支出負担行為担当官代理
　山口地方検察庁次席検事
　武田　康孝
(山口県山口市駅通り1-1-2)

平成21年8月26日
株式会社コジマNEW山口宇部
空港店
山口県宇部市東見初町1-76

一般競争入札 4,058,573 3,482,850 85.8

220
福島地方検察庁いわき支部空調機器
更新

支出負担行為担当官
　福島地方検察庁検事正
　中村　明
（福島県福島市狐塚17）

平成21年8月26日

株式会社日立ビルシステム東
北支社
宮城県仙台市青葉区一番町3-
1-1

一般競争入札 4,292,400 4,200,000 97.8

221 木くず圧縮装置一式購入
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8月26日
東洋産業機械株式会社
北海道札幌市中央区六条西
20-1-6

一般競争入札 15,749,580 15,015,000 95.3

222 ホイールローダ購入
支出負担行為担当官
　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8月26日

福島小松フォークリフト株式会
社福島営業所
福島県福島市本内字中街道下
27-1

一般競争入札 6,615,000 4,704,000 71.1

223 医療機器更新
支出負担行為担当官
　金沢刑務所長　町川　芳輝
（石川県金沢市田上町公1）

平成21年8月26日
日本光電中部株式会社　北陸
支社
石川県金沢市桜田町1-100

一般競争入札 3,767,581 2,401,350 63.7
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224 炊場備品購入
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8月26日
北沢産業株式会社
東京都渋谷区東2-23-10

一般競争入札 2,776,200 2,518,950 90.7

225
新型インフルエンザ感染防止対策整
備品の購入一式

支出負担行為担当官
　岡山刑務所長　松田　淳
（岡山県岡山市北区牟佐765）

平成21年8月26日
株式会社アルボース
大阪府大阪市中央区備後町2-
4-9日本清化ビル

一般競争入札 7,608,573 4,750,200 62.4

226
新型インフルエンザ感染防止対策用
防護服等一式供給

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8月26日
ミドリ安全松山株式会社
愛媛県松山市山越4-7-51シャ
ン・シュール山越104

一般競争入札 5,323,500 3,436,125 64.5

227 脱水機更新整備
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8月26日

株式会社アサヒ製作所鹿児島
営業所
鹿児島県鹿児島市上荒田9-
17

一般競争入札 1,585,164 1,543,500 97.4

228 公用車の交換購入一式
支出負担行為担当官
　東北少年院長　土田　基憲
（宮城県仙台市若林区古城3-21-1）

平成21年8月26日
トヨタカローラ宮城株式会社
宮城県仙台市宮城野区苦竹2-
6-10

一般競争入札
（総合評価実施）

3,616,200 3,097,500 85.7

229 実習用加工板及びパイプ購入契約
支出負担行為担当官
　東北少年院長　土田　基憲
（宮城県仙台市若林区古城3-21-1）

平成21年8月26日
株式会社小川真功商店
宮城県仙台市宮城野区扇町4-
3-25

一般競争入札 1,764,000 1,292,550 73.3

230 マイクロバス下取交換
支出負担行為担当官
　加古川学園長　伊藤　広史
（兵庫県加古川市八幡町宗佐544）

平成21年8月26日

兵庫トヨタ自動車株式会社加
古川店
兵庫県加古川市尾上町安田字
西万蔵318-1

一般競争入札
（総合評価実施）

5,142,000 4,990,000 97.0

231
公用車（マイクロバス）の交換購入一
式

支出負担行為担当官
　沖縄少年院長　鈴木 康行
（沖縄県沖縄市山内1-13-1）

平成21年8月26日
沖縄トヨタ自動車株式会社
沖縄県浦添市勢理客4-18-1

一般競争入札
（総合評価実施）

5,125,050 4,545,320 88.7
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232 公用車（トラック）の交換購入一式
支出負担行為担当官
　沖縄少年院長　鈴木 康行
（沖縄県沖縄市山内1-13-1）

平成21年8月26日
沖縄いすゞ自動車株式会社
沖縄県浦添市牧港5-4-7

一般競争入札
（総合評価実施）

5,079,900 3,791,182 74.6

233 公用車の交換購入一式
支出負担行為担当官
   山形少年鑑別所長　紀　惠理子
（山形県山形市小白川町5-21-25）

平成21年8月26日
山形トヨタ自動車株式会社
山形県山形市南一番町11-16

一般競争入札
（総合評価実施）

3,839,315 3,720,000 96.9

234 鑑別護送バス更新整備
支出負担行為担当官
　新潟少年鑑別所長　吉村　雅世
（新潟県新潟市中央区川岸町1-53-2）

平成21年8月26日
新潟トヨタ自動車株式会社
新潟県新潟市中央区万代2-
1-1

一般競争入札
（総合評価実施）

4,017,508 3,948,000 98.3

235
エンコーダ内蔵ＯＦＤＭ変調器等納入
一式

支出負担行為担当官
　大津少年鑑別所長　遠藤　隆行
（滋賀県大津市大平1-1-2）

平成21年8月26日
有限会社京滋通信機器商会
京都府京都市山科区東野中井
上町19-18

一般競争入札 1,848,725 1,207,500 65.3

236 矯正施設職員用ワッペン購入

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8月27日
イズミ産業株式会社
東京都中央区東日本橋2-4-
18

一般競争入札 6,286,555 6,241,006 99.3

237
矯正施設職員用カラークロス他８品目
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8月27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 3,487,804 3,477,413 99.7

238 矯正施設職員用胸増加工芯購入

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8月27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 3,123,411 3,117,707 99.8

239
自動車交換（小型自動車ミニバンタイ
プ）

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8月27日
トヨタカローラ滋賀株式会社
滋賀県大津市富士見台3-8

一般競争入札
（総合評価実施）

8,114,250 6,969,299 85.9
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240
自動車交換（小型自動車ステーション
ワゴンタイプ）

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8月27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）

6,476,192 5,514,600 85.2

241
自動車交換契約（小型自動車セダンタ
イプ）

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8月27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）

5,995,201 5,392,800 90.0

242 札幌刑務所電気需給契約
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8月27日
北海道電力株式会社
北海道札幌市中央区大通東1-
2

一般競争入札 83,615,510 79,539,198 95.1 単価契約

243
札幌刑務所等で使用するＡ重油（ボイ
ラー用）需給

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8月27日
茂田石油株式会社
北海道旭川市住吉4-2-8-13

一般競争入札 6,678,000 6,211,200 93.0 単価契約

244 帯広刑務所医療機器一式購入
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8月27日
株式会社常光帯広営業所
北海道帯広市東3南10-1-2

一般競争入札 2,583,000 2,378,250 92.1

245
釧路刑務支所個人防護具及び衛生資
材の購入

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8月27日
有限会社ワーク旭川
北海道旭川市１条通5-2116-2

一般競争入札 4,473,276 1,365,000 30.5

246 水戸刑務所冷房機器更新
支出負担担当官
　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8月27日
有限会社茨勝設備工業
茨城県ひたちなか市後野2-1-
1

一般競争入札 4,575,900 3,335,000 72.9

247 岐阜刑務所（工場）電力供給
支出負担行為担当官
　岐阜刑務所長　有村　正広
（岐阜県岐阜市則松1-34-1）

平成21年8月27日
丸紅株式会社
東京都千代田区大手町1-4-2

一般競争入札 14,661,041 14,617,377 99.7 単価契約
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248 新型インフルエンザ防護具一式購入

支出負担行為担当官
　島根あさひ社会復帰促進センター長
　冨田　容可
（島根県浜田市旭町丸原380-15）

平成21年8月27日
サラヤ株式会社
大阪府大阪市東住吉区湯里2-
2-8

一般競争入札 15,750,000 14,948,797 94.9

249 新型インフルエンザ対策物品の購入
支出負担行為担当官
　多摩少年院長　泉　俊幸
（東京都八王子市緑町670）

平成21年8月27日
ミドリ安全株式会社
東京都渋谷区広尾5-4-3

一般競争入札 4,378,291 2,709,000 61.9

250 自動車交換
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8月27日
トヨタカローラ南海株式会社
大阪府堺市西区浜寺諏訪森町
西1-7

一般競争入札
（総合評価実施）

2,071,650 1,952,871 94.3

251 自動多元放映システム一式供給
支出負担行為担当官
　加古川学園長　伊藤　広史
（兵庫県加古川市八幡町宗佐544）

平成21年8月27日
ア－ベス株式会社
兵庫県姫路市広畑区西夢前6-
77

一般競争入札 15,608,250 12,054,000 77.2

252 自動車交換
支出負担行為担当官
　函館少年鑑別所長　秋元　聡
（北海道函館市金堀町6-15）

平成21年8月27日
函館トヨタ自動車株式会社
北海道北斗市七重浜8-7-5

一般競争入札
（総合評価実施）

4,805,325 4,557,000 94.8

253 護送車の交換購入一式
支出負担行為担当官
　富山少年鑑別所長　小野　広明
（富山県富山市才覚寺162-2）

平成21年8月27日
トヨタカローラ富山株式会社
富山県富山市綾田町3-12-26

一般競争入札
（総合評価実施）

4,072,223 3,900,000 95.8

254 地上デジタルテレビ更新整備
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8月27日
株式会社オノコー商事
香川県高松市天神前3-14

一般競争入札 3,231,191 2,394,000 74.1

255
登記情報提供システム更新に係る要
件分析，調達支援及び調査検討業務
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8月28日
アイ・ビー・エムビジネスコンサ
ルティングサービス株式会社
東京都千代田区丸の内2-4-1

一般競争入札
（総合評価実施）

39,914,910 23,625,000 59.2 低入札価格調査実施
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256
「子どもの人権ＳＯＳミニレター」梱包
発送業務委託　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8月28日
朝日梱包株式会社
東京都足立区南花畑4-19-23

一般競争入札 10,225,785 8,906,824 87.1

257 矯正施設職員用銀ボタン購入

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8月28日
菊高産業株式会社
東京都台東区蔵前2-12-3

一般競争入札 3,023,927 3,002,715 99.3

258 矯正施設職員用樹脂ボタン購入

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8月28日
株式会社今泉商店
東京都墨田区墨田2-34-9

一般競争入札 2,576,073 2,574,042 99.9

259 矯正施設職員用冬制服裏地購入

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8月28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 1,181,857 1,174,762 99.4

260 液晶テレビの物品供給

支出負担行為担当官
　関東公安調査局長
　小林　英樹
（東京都千代田区九段南１-1-10）

平成21年8月28日
株式会社ヤマダ電機
群馬県高崎市栄町1-1

一般競争入札 3,236,557 2,997,204 92.6

261
千葉地方法務局地上デジタル放送対
応テレビ購入

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8月28日
光工商株式会社
千葉県千葉市若葉区御成台3-
1168-15

一般競争入札 2,677,500 2,503,200 93.5

262 照明器具更新等　一式

支出負担行為担当官
　前橋地方法務局長
　寒河江　晃
（群馬県前橋市大手町2-10-5）

平成21年8月28日
利根電気工事株式会社
群馬県前橋市箱田町565-1

一般競争入札 1,878,246 1,680,000 89.4

263 事務机等供給契約

支出負担行為担当官
　長崎地方検察庁検事正
　岩橋　義明
（長崎県長崎市万才町9-33）

平成21年8月28日
株式会社永池長崎支社
長崎県長崎市田中町1235-2

一般競争入札 2,590,350 2,409,750 93.0
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264
帯広刑務所新型インフルエンザ対策
物品購入

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8月28日
北海道エア・ウォーター株式会
社帯広営業所
北海道帯広市西22南1-3

一般競争入札 3,857,857 2,806,413 72.7

265 モデリングマシン1式購入
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8月28日
株式会社ハンダ
北海道函館市西桔梗町589-
124

一般競争入札 15,412,819 13,125,000 85.2

266 作業トラック交換
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8月28日
関東いすゞ自動車株式会社
群馬県高崎市宮原町1-21

一般競争入札
（総合評価実施）

6,788,250 6,352,500 93.6

267 ノート型パーソナルコンピュータ購入
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8月28日
株式会社ハシモト
埼玉県川越市問屋町3-3

一般競争入札 4,630,500 3,971,100 85.8

268 ミニ油圧ショベル購入
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8月28日
キャタピラー東日本株式会社
神奈川県槙原市下入沢777

一般競争入札 2,337,300 2,037,000 87.2

269 トラクター交換
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8月28日
有限会社深谷農機
埼玉県川越市新明町12-6

一般競争入札 3,964,800 3,873,240 97.7

270 感染症対策防護服セット供給
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8月28日
辰野株式会社
大阪府大阪市中央区本町3-
5-2

一般競争入札 6,458,760 1,873,740 29.0

271 洗濯脱水機等交換
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8月28日
株式会社山本製作所
広島県尾道市長者原1-220-
19

一般競争入札 4,076,131 3,748,500 92.0
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272 防護服一式購入
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8月28日
竹山時株式会社
大阪府堺市北区東三国ｹ丘町
5-2-26

一般競争入札 9,191,437 6,027,105 65.6

273
居房内天井・壁モルタル浮き部改修工
事（第3期）に伴う建築材料の調達

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8月28日
大信ペイント株式会社
大阪府大阪市淀川区三津屋北
3-3-2

一般競争入札 16,600,500 16,485,000 99.3

274
居房内天井・壁モルタル浮き部改修工
事（第3期）に伴う非鉄金属・金属製品
類の調達

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8月28日
金剛株式会社大阪支店
大阪府大阪市北区神山町1-3

一般競争入札 6,625,500 6,615,000 99.8

275 冷房機器更新等整備一式
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8月28日
高砂電機材料株式会社
兵庫県加古川市神野町西之山
441

一般競争入札 7,654,500 5,029,500 65.7

276 サーモグラフィ供給一式
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8月28日
株式会社ライオン事務器
大阪府東大阪市長田中3-5-
44

一般競争入札 3,622,500 1,732,500 47.8

277 職員定期健康診断委託一式
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8月28日
財団法人兵庫県予防医学協会
兵庫県神戸市東灘区御影本町
4-4-20

一般競争入札 1,595,055 1,595,055 100.0

278 フォークリフトの交換購入
支出負担行為担当官
　岡山刑務所長　松田　淳
（岡山県岡山市北区牟佐765）

平成21年8月28日
ニチユＭＨＩ株式会社
広島県広島市西区観音新町1-
20-24

一般競争入札 10,004,400 4,095,000 40.9

279
新型インフルエンザ対策用品一式供
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8月28日
ミドリ安全株式会社
東京都渋谷区広尾5-4-3

一般競争入札 3,201,450 1,350,300 42.2
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280 直接X線装置一式賃貸借
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8月28日
東芝医用ファイナンス株式会
社
東京都文京区本郷3-25-12

一般競争入札
（総合評価実施）

3,200,400 2,910,600 90.9
５か年分の賃貸借料，
保守料を含む。

281 ボーリングマシン購入
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8月28日
大分工機株式会社
大分県大分市日吉町15-24

一般競争入札 5,072,000 4,987,500 98.3

282 マイクロバスの交換購入一式
支出負担行為担当官
　鹿児島刑務所長　中原　孝文
（鹿児島県姶良郡湧水町中津川1733）

平成21年8月28日

鹿児島トヨタ自動車株式会社
大口店
鹿児島県伊佐市菱刈重富
1417-1

一般競争入札
（総合評価実施）

9,445,762 9,240,000 97.8

283 乗用自動車の交換購入一式
支出負担行為担当官
　鹿児島刑務所長　中原　孝文
（鹿児島県姶良郡湧水町中津川1733）

平成21年8月28日

鹿児島トヨタ自動車株式会社
大口店
鹿児島県伊佐市菱刈重富
1417-1

一般競争入札
（総合評価実施）

3,933,645 3,509,698 89.2

284 貨物自動車の交換購入一式
支出負担行為担当官
　鹿児島刑務所長　中原　孝文
（鹿児島県姶良郡湧水町中津川1733）

平成21年8月28日

ネッツトヨタ南九州株式会社国
分隼人店
鹿児島県霧島市隼人町見次
1125-1

一般競争入札
（総合評価実施）

3,995,582 2,929,500 73.3

285 マイクロバス交換
支出負担行為担当官
　盛岡少年院長　水野　純一
（岩手県盛岡市月が丘2-15-1）

平成21年8月28日
岩手トヨタ自動車株式会社
岩手県盛岡市上堂4-12-11

一般競争入札
（総合評価実施）

4,250,000 4,240,000 99.8

286 外部監視カメラ新規設置一式

支出負担行為担当官
　広島少年院長　佐藤　公昭
（広島県東広島市八本松町原11174-
31）

平成21年8月28日
株式会社セキュリティハウス
岡山県岡山市中区倉田296-
13

一般競争入札 2,482,358 1,260,000 50.8

287 鑑別護送車交換購入一式
支出負担行為担当官
　宇都宮少年鑑別所長　鈴木　明人
（栃木県宇都宮市鶴田町574）

平成21年8月28日
栃木トヨタ自動車株式会社
栃木県宇都宮市横田新町3-
47

一般競争入札
（総合評価実施）

3,950,991 3,883,120 98.3
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288 自動車交換
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8月28日
本田技研工業株式会社
埼玉県和光市本町8-1

一般競争入札
（総合評価実施）

2,132,375 1,719,480 80.6

289
地図混乱地域実態調査及び基準点設
置作業

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8月31日

社団法人静岡県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会
静岡県静岡市駿河区曲金6-
16-10

一般競争入札 7,201,950 6,300,000 87.5

290 物品供給（テレビジョン受像器）

支出負担行為担当官代理
　金沢地方法務局次長
　松本　秋景
（石川県金沢市新神田4-3-10）

平成21年8月31日
ローレルバンクマシン株式会社
金沢支店
石川県金沢市高岡町2-37

一般競争入札 1,200,187 967,176 80.6

291
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
　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8月31日

社団法人札幌公共嘱託登記土
地家屋調査士協会
北海道札幌市中央区南4条西
6-8晴ればれビル

一般競争入札 23,098,395 21,924,000 94.9

292 ＰＰＣ用紙購入一式

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8月31日
有限会社マツヤ
栃木県鹿沼市緑町1-2-39

一般競争入札 1,838,409 1,538,302 83.7
・単価契約
・一括調達
（宇都宮保護観察所）

293
名古屋高等検察庁照明器具安定器交
換業務

支出負担行為担当官代理
　名古屋高等検察庁次席検事
　松井　巖
（愛知県名古屋市中区三の丸4-3-1）

平成21年8月31日

太平ビルサービス株式会社名
古屋支店
愛知県名古屋市中区栄5-1-
32

一般競争入札 2,451,750 1,753,500 71.5

294
名古屋高等検察庁及び名古屋地方検
察庁専用部分清掃業務委託

支出負担行為担当官代理
　名古屋高等検察庁次席検事
　松井　巖
（愛知県名古屋市中区三の丸4-3-1）

平成21年8月31日
株式会社きどころ
愛知県名古屋市名東区梅森坂
1-127

一般競争入札 3,084,900 1,354,500 43.9
一括調達
（名古屋地方検察庁）

295
名古屋地方検察庁複写機の供給及び
保守契約

支出負担行為担当官
　名古屋地方検察庁検事正
　麻生　光洋
（愛知県名古屋市中区三の丸4-3-1）

平成21年8月31日

コニカミノルタビジネスサポート
愛知株式会社
愛知県名古屋市西区八筋町
393-1

一般競争入札 13,579,398 7,352,498 54.1
５か年分の保守料を
含む。
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296 一般及び特別定期健康診断委託業務

支出負担行為担当官
　金沢地方検察庁検事正
　大島　忠郁
（石川県金沢市大手町6-15）

平成21年8月31日
財団法人石川県予防医学協会
石川県金沢市神野町東115

一般競争入札 1,278,337 1,235,325 96.6 単価契約

297 液晶テレビ納入等契約

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8月31日
株式会社コジマ
栃木県宇都宮市星が丘2-1-8

一般競争入札 2,191,020 1,843,359 84.1

298
帯広刑務所公用車（マイクロバス）交
換購入

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8月31日
東北海道日野自動車株式会社
北海道帯広市西19北1-7-6

一般競争入札
（総合評価実施）

3,791,814 3,570,000 94.2

299 自動車交換（マイクロバス）
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8月31日
日野自動車株式会社
東京都日野市日野台3-1-1

一般競争入札
（総合評価実施）

12,459,300 12,075,000 96.9

300 自動車更新整備マイクロバス購入
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8月31日
山口トヨペット株式会社
山口県山口市維新公園3-12-
25

一般競争入札
（総合評価実施）

2,476,191 2,460,000 99.3

301 鍵管理システム供給
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8月31日
株式会社クマヒラ高知営業所
高知県高知市愛宕町4-5-16

一般競争入札 9,634,000 6,090,000 63.2

302
感染症対策キット，サージカルマスク
購入

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8月31日
日本乾溜工業株式会社
長崎県長崎市田中町598-1

一般競争入札 8,610,000 3,797,850 44.1

303 自動車下取り交換購入一式
支出負担行為担当官
　浪速少年院長　秋田　明生
（大阪府茨木市郡山1-10-17）

平成21年8月31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）

2,372,000 2,226,000 93.8
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304 感染防護服等一式
支出負担行為担当官
　浪速少年院長　秋田　明生
（大阪府茨木市郡山1-10-17）

平成21年8月31日
辰野株式会社
大阪府大阪市中央区南本町2-
2-9

一般競争入札 2,478,000 890,400 35.9
一括調達
（交野女子学院）

305 防護服一式購入
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8月31日
辰野株式会社
大阪府大阪市中央区南本町2-
2-9

一般競争入札 5,433,750 2,430,000 44.7

306 不動産登記等業務委託
支出負担行為担当官
　加古川学園長　伊藤　広史
（兵庫県加古川市八幡町宗佐544）

平成21年8月31日
社団法人兵庫県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会
兵庫県神戸市下山手通5-7-6

一般競争入札 1,461,810 1,459,500 99.8

307 地デジ対応液晶テレビ供給
支出負担行為担当官
　加古川学園長　伊藤　広史
（兵庫県加古川市八幡町宗佐544）

平成21年8月31日
株式会社関西ヤマダ電機
兵庫県加古川市尾上町今福71

一般競争入札 1,710,975 1,270,657 74.3

308 地上デジタル対応型テレビ等の購入

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8月31日

株式会社コジマＮＥＷ福岡空
港店
福岡県糟屋郡志免町別府字中
ノ坪578-1

一般競争入札 3,545,199 3,220,350 90.8

309 テレビ交換購入一式
支出負担行為担当官
　大津少年鑑別所長　遠藤　隆行
（滋賀県大津市大平1-1-2）

平成21年8月31日
株式会社ヤマダ電機草津栗東
営業所
滋賀県栗東市小柿8-8-14

一般競争入札 1,996,724 1,746,444 87.5

310
地上デジタル放送基盤整備（地上デジ
タルテレビ）

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8月31日
株式会社ヤマダ電機法人事業
部堺営業所
大阪府堺市東区八下町1-5-1

一般競争入札 9,408,993 8,788,500 93.4

311 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8月31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
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312
成田空港支局入国審査場混雑状況案
内表示板設置

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8月31日
広友物産株式会社
東京都港区赤阪1-4-17

一般競争入札 9,261,000 8,883,000 95.9

313
富士通株式会社制コンピュータ関連
消耗品納入

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8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

一般競争入札 5,717,247 5,713,837 99.9 単価契約

314 和紙公図の入力作業請負
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8月25日
株式会社ミウラ
広島県広島市中区南千田東町
3-9

一般競争入札 4,397,188 2,140,950 48.7

315 土地閉鎖登記簿電子化作業請負
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8月25日
株式会社パスコ
東京都目黒区東山1-1-2

一般競争入札 19,845,000 15,225,000 76.7

316 両そで机等の購入

支出負担行為担当官
　神戸地方検察庁検事正
　吉川　興治
(兵庫県神戸市中央区橘通1-4-1)

平成21年8月25日
株式会社土手山
兵庫県神戸市中央区八幡通3-
1-14

一般競争入札 4,362,589 3,769,500 86.4
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