
別表４

No. 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称

及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

備　考
（一括調達実施庁等）

1
入国管理局電算システム運用推進
担当研修職員研修　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成21年12月1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

本件業務は，入国管理局電算システム運
用担当者に対して知識・技能の向上を目的
とした研修を実施するところ，研修内容が
実務における事例等を題材とした研修を実
施するため，本システムの運用管理及びヘ
ルプデスク業務を受託している契約の相手
方以外に本件業務を実施できるものはいな
いため。（会計法第29条の3第4項，予決令
第102条の4第3号）

4,002,916 3,990,000 99.7

2
次期成年後見登記システム向け移
行対応（現行ＯＣＲデータ移行）作業

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12月1日
株式会社日立製作所
東京都千代田区丸の内1-
6-6

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・確実に遂行可能なのは同業者のみ
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）

1,232,702 1,155,000 93.7

3
現行登記情報システム機器のマシ
ン室内撤去作業委託

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12月1日
富士通株式会社官公庁ソ
リューション事業本部
東京都港区東新橋1-5-2

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・確実に遂行可能なのは同業者のみ
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）

3,053,872 3,053,872 100.0

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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別表４

No. 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称

及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

備　考
（一括調達実施庁等）

4
現行登記情報システム機器のマシ
ン室内撤去作業委託

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12月1日
富士通株式会社官公庁ソ
リューション事業本部
東京都港区東新橋1-5-2

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・確実に遂行可能なのは同業者のみ
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）

1,014,300 1,014,300 100.0

5
レイアウト変更に伴う登記情報端末
移設作業

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

平成21年12月1日
東芝ソリューション株式会社
官公営業第二部
東京都港区芝浦1-1-1

当該システムは，契約業者が独自に開発・
構築したものであり，システムの安定稼動
に当たっては，同システムの内容を熟知し
ていることが必要であるところ，当該作業を
安全・確実に遂行可能なのは同業者のみ
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）

3,283,350 3,283,350 100.0

6
現行登記情報システム機器のマシ
ン室内撤去作業委託

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12月1日
富士通株式会社官公庁ソ
リューション事業本部
東京都港区東新橋1-5-2

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・確実に遂行可能なのは同業者のみ
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）

3,415,114 3,415,114 100.0

7
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
　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12月1日
富士通株式会社官公庁ソ
リューション事業本部
東京都港区東新橋1-5-2

当該システムは，契約業者が独自に開発・
構築し，一貫してその管理運用に携わって
いるものである。本件対象機器の解体作業
に必要となる技術等を備え，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等を詳細に
把握し，安全に作業を履行可能な者は同業
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）

1,352,400 1,352,400 100.0
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別表４

No. 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称

及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

備　考
（一括調達実施庁等）

8 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12月3日
新日本法規株式会社
東京都新宿区市谷砂土原
町2-6

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）

3,278,394 3,278,394 100.0

9
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
　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12月4日
東芝ソリューション株式会社
東京都港区芝浦1-1-1

当該システムは，契約業者が独自に開発・
構築し，一貫してその管理運用に携わって
いるものである。本件対象機器の解体作業
に必要となる技術等を備え，システム全体
の構成，機能，操作，技術情報等を詳細に
把握し，安全に作業を履行可能な者は同業
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）

2,024,904 2,024,904 100.0

10
上陸許可証印（一般）ほか購入　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12月8日
末友印版工業株式会社
東京都江戸川区松島4-8-2

本件証印等には，偽変造防止対策として，
契約者が独自に作成した特殊形状文字が
使用されている。入国審査における鑑識業
務の迅速性及び正確性を維持するために
は，現在使用している証印等と同一のもの
を引き続き調達する必要があるが，同一証
印等を供給できる者は、契約の相手方のみ
であり、競争を許さないため。（会計法第29
条の3第4項，予決令第102条の4第3号）

14,808,154 14,369,822 97.0

11
入退館管理システム用機器調達等
に付随する福岡第二法務総合庁舎
玄関改修整備

支出負担行為担当官
　福岡高等検察庁検事長
　有田　知德
（福岡県福岡市中央区舞鶴2-5-
30）

平成21年12月8日

エヌ・ティ・ティ・コミュニケー
ションズ株式会社
東京都千代田区内幸町1-
1-6

当該契約は，先行契約である入退館管理
システム用機器調達に付随する業務で，現
に同契約を履行中の契約者に履行させるこ
とが有利と認められたため。（会計法第29
条の3第4項，予決令第102条の4第4号イ）

7,654,500 7,035,000 91.9
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別表４

No. 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称

及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

備　考
（一括調達実施庁等）

12
国家公務員カード発行管理サーバ
の改修作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成21年12月9日
富士通株式会社官公庁ソ
リューション事業本部
東京都港区東新橋1-5-2

本件作業は，賃貸借物品の改修作業であ
るところ，その所有権は契約の相手方にあ
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）

5,828,382 5,800,000 99.5

13 公安情報システムの機能改修業務

支出負担行為担当官
　公安調査庁総務部長
　髙木　和哉
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成21年12月10日
東芝ソリューション株式会社
東京都港区芝浦1-1-1

当該システムは，契約業者が独自に開発・
構築したものであり，カスタマイズされたも
の以外の著作権については，当該業者が
権利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）

23,631,300 23,100,000 97.8

14
那覇地方法務局バックアップセン
ター室等における電算機用空調機
等設備撤去等作業一式

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12月10日
富士古河E&C株式会社
神奈川県川崎市幸区堀川
町580

那覇地方法務局バックアップセンター室に
設置している電子計算機専用空調機（登記
所システム用）及び屋上に設置している
キュービクル（4面体　単独設置型）は，相
手方から賃借しているものであるが，新登
記情報システムに移行し，当該賃借物を撤
去・返納し，契約の相手方に返却する必要
があり，競争を許さないため。（会計法第29
条の3第4項，予決令第102条の4第3号）

4,095,000 4,095,000 100.0

15
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
　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12月16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・確実に遂行可能なのは同
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）

2,280,112 2,191,476 96.1
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別表４

No. 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称

及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

備　考
（一括調達実施庁等）

16
判決書写し保存管理システム更新
一式

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12月17日
株式会社日立システムアン
ドサービス
東京都港区港南2-18-1

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・確実に遂行可能なのは同業者のみ
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）

7,652,820 7,652,820 100.0

17
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
  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12月18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・確実に遂行可能なのは同業者のみ
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）

1,667,087 1,667,087 100.0

18
新登記情報システム切替に伴う印
刷装置リプレース作業

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12月18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・確実に遂行可能なのは同業者のみ
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）

1,004,850 1,004,850 100.0

19
新登記情報システム無停電電源装
置の構築作業等　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12月21日
株式会社東芝
東京都港区芝浦1-1-1

本件無停電電源装置は，契約の相手方が
独自に開発したものであり，構築作業等に
必要な装置の内部構造や技術等を他に開
示することがなく，本件作業等を履行し得る
者は契約の相手方しかいないため。（会計
法第29条の3第4項，特例政令第13条第1
項第2号）

35,440,000 31,290,000 88.3
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別表４

No. 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称

及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

備　考
（一括調達実施庁等）

20
新登記情報システム無停電電源装
置の構築作業等　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12月21日
富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社
神奈川県川崎市幸区堀川
町580

本件無停電電源装置は，契約の相手方が
独自に開発したものであり，構築作業等に
必要な装置の内部構造や技術等を他に開
示することがなく，本件作業等を履行し得る
者は契約の相手方しかいないため。（会計
法第29条の3第4項，特例政令第13条第1
項第2号）

37,078,344 29,190,000 78.7

21
中央合同庁舎第６号館防犯設備保
守点検業務　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12月21日
オーテック電子株式会社
東京都千代田区神田美土
代町5-2

本件システムは，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者は契約の相
手方のみであったため。（会計法第29条の3
第4項，予決令第102条の4第3号）

5,341,539 5,150,880 96.4

22 小型立体自動倉庫更新　一式

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12月22日
株式会社ダイフク
東京都港区芝2-14-5

当該倉庫は，契約業者が独自に開発・構築
したものであり，安定稼動に当たっては，同
倉庫の機構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
行可能な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）

11,075,280 10,216,500 92.2

23
外国人出入国情報システム等設定
変更作業　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12月25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

本件作業は，賃貸借物品の改修作業であ
るところ，プログラム・プロダクト契約条項に
より，使用条件として，改造権は契約の相
手方にあり，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）

16,519,860 16,380,000 99.2
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別表４

No. 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称

及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

備　考
（一括調達実施庁等）

24
「裁判員制度広報用パンフレット」印
刷製本請負業務

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12月25日
第一印刷所株式会社
新潟県新潟市和合町2-4-
18

本案件は，平成１６年度に企画競争により
締結した契約内容に，新たに情報の更新と
追加を行うものであり，当初のパンフレット
のデザインを担当した契約の相手方以外に
契約可能な者はなく，競争を許さないため。
（会計法第29条の3第4項，予決令第102条
の4第3号）

4,816,948 4,777,500 99.2

25 自動車運行管理業務委託契約

支出負担行為担当官
　盛岡少年刑務所長
　江口　伸司
（岩手県盛岡市上田字松屋敷
11-11）

平成21年12月25日

日本総合サービス株式会社
仙台支店
宮城県仙台市青葉区二日
町11-11

再度の入札をしても落札者がないため。
（予決令第99条の2）

1,260,000 1,256,850 99.8

26
庁舎新築工事に伴南小泉遺跡第61
次発掘調査

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

平成21年12月25日
仙台市教育委員会
宮城県仙台市青葉区二日
町1-1

遺跡発掘調査業務は，調査主体である仙
台市教育委員会以外と契約を締結すること
が不可能であり，競争を許さないため。
（会計法第29条の3第4項，予決令第102条
の4第3号）

2,911,000 2,911,000 100.0

27
什器･備品等物品供給（千歳苫小牧
出張所移転分）　一式

支出負担行為担当官
　札幌入国管理局長
　佐藤　義紀
（北海道札幌市中央区大通西
12）

平成21年12月25日
株式会社三好商会
北海道札幌市中央区大通
西18-1

再度の入札をしても落札者がないため。
（予決令第99条の2）

13,247,032 12,810,000 96.7
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別表４

No. 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称

及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

備　考
（一括調達実施庁等）

28
個人識別情報システム用バイオメト
リクス読取装置の改修作業等　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12月28日
日本電気株式会社官公営
業本部
東京都港区芝5-7-1

契約の相手方は，特許権を有する者であ
り，他社に対して特許使用権を与えていな
いこと及び賃貸借物品の改修作業であるた
め，その所有権は契約の相手方にあること
から，競争を許さないため。（会計法第29条
の3第4項，特例政令第13条第1項第2号）

625,587,600 614,556,390 98.2

29
外国人出入国情報システム機能移
植作業　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12月28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

本件作業は，賃貸借物品の改修作業であ
るところ，プログラム・プロダクト契約条項に
より，改造権は契約の相手方にあり，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）

8,472,397 8,400,000 99.1

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

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12月28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・確実に遂行可能なのは同
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）

3,756,816 3,756,816 100.0
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