
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
新システム機器入換えに伴う旧機
器解体・撤去作業

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22年1月8日
東芝ソリューション株式会社
東京都港区芝浦１-１-１

　登記情報システムの解体・撤去作業につ
いては，リース物件を分解・解体した上，移
送するものであり，復元性のある同作業を
行うには，当該システムに関する専門知識
及び技術並びに経験を有する者に作業を
委託する必要があるため。（会計法第29条
の3第4項，予決令第102条の4第3号）

3,573,360 3,454,248 96.7

2
現行登記情報システム機器撤去作
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22年1月12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，独自にシステム
構築された機器等を賃借しており，当該作
業は，賃貸期間満了による機器撤去である
ため，機器撤去作業可能な者は機器設置
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，特例政令第13
条第1項第2号）

3,451,093 3,415,114 99.0

3
宇治支局外１庁レイアウト変更に伴
う物品供給等契約一式

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

平成22年1月12日

平安キヤノン事務機株式会
社
京都府京都市南区上鳥羽
北塔ノ本町３０

再度入札しても落札者がないため。
（予決令第99条の2)

1,879,038 1,874,250 99.7

4
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
　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22年1月12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）

1,258,201 1,174,005 93.3

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）

5
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
　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22年1月12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）

1,106,536 1,087,911 98.3

6
現行登記情報システム機器撤去作
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22年1月13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，独自にシステム
構築された機器等を賃借しており，当該作
業は，賃貸期間満了による機器撤去である
ため，機器撤去作業可能な者は機器設置
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，特例政令第13
条第1項第2号）

2,407,860 2,366,700 98.3

7
現行登記情報システム機器撤去作
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22年1月13日
東芝ソリューション株式会社
東京都港区芝浦１－１－１

現行登記情報システムは，独自にシステム
構築された機器等を賃借しており，当該作
業は，賃貸期間満了による機器撤去である
ため，機器撤去作業可能な者は機器設置
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，特例政令第13
条第1項第2号）

1,741,950 1,667,568 95.7

8 裁判員制度広報用パンフレット印刷

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22年1月14日
株式会社第一印刷所
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

9
出入国審査業務の強化に伴う外国
人出入国情報システムに係る導入・
展開作業一式

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22年1月14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，出入国審査端末の増配備に
伴う賃貸借物品の設定変更作業等であると
ころ，プログラム・プロダクト契約条項によ
り，使用条件が定められており，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）

3,482,225 3,465,000 99.5
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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）

10
出入国審査業務の強化に伴う出入
国管理業務個人識別情報システム
に係る導入・展開作業一式

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22年1月14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
いことから，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）

2,773,087 2,714,040 97.9

11
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
　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22年1月14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）

1,166,178 1,166,178 100.0

12
新システム機器入換えに伴う旧機
器解体・撤去作業

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22年1月19日
東芝ソリューション株式会社
東京都港区芝浦１－１－１

　登記情報システムの解体・撤去作業につ
いては，リース物件を分解・解体した上，移
送するものであり，復元性のある同作業を
行うには，当該システムに関する専門知識
及び技術並びに経験を有する者に作業を
委託する必要があるため。（会計法第29条
の3第4項，予決令第102条の4第3号）

2,024,904 2,024,904 100.0

13
法務省総合的な受付・通知システム
における情報セキュリティ対策改修
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22年1月20日

株式会社エヌ・ティ・
ティ・データ第一公共シ
ステム事業本部
東京都江東区豊洲3-3-9

契約の相手方は，著作権を有する者であ
り，競争を許さないため。
（会計法第29条の3第4項，予決令第102条
の4第3号）

3,501,368 3,487,957 99.6

14
法務省情報ネットワーク拠点追加作
業等一式

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

平成22年1月20日

株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ第一公共システム事
業本部
東京都江東区豊洲3-3-9

本件作業は，通信の暗号化機能を有した
高度なセキュリティを確保しているシステム
であることから，既存のネットワークの通信
に障害を及ぼすことなく安全確実に遂行し
うる者が，ネットワークを独自で設計開発
し，運用管理を委託されている契約の相手
方のみであるため。（会計法第29条の3第4
項，予決令102条の4第3号）

1,616,464 1,560,510 96.5
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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）

15 既設炊事用機器移設業務

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22年1月20日
株式会社マルゼン
東京都台東区根岸2-19-18

再度入札しても落札者がないため。
（予決令第99条の2)

6,273,750 6,195,000 98.7

16 食器消毒保管庫購入

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22年1月20日
株式会社マルゼン
東京都台東区根岸2-19-18

再度入札しても落札者がないため。
（予決令第99条の2)

16,905,000 16,800,000 99.4

17 多元放映システム購入

支出負担行為担当官
　貴船原少女苑長
　木村　勉
(広島県東広島市八本松町原
6088)

平成22年1月22日
北辰映電株式会社
広島県広島市中区上幟町
8-39

再度入札しても落札者がないため。
（予決令第99条の2)

6,154,260 6,090,000 99.0

18
大田原支局登記情報システム関係
変更作業

支出負担行為担当官
　宇都宮地方法務局長
　重山 正秋
（栃木県宇都宮市小幡2-1-11）

平成22年1月25日
東芝ソリューション株式会社
東京都港区芝浦１－１－１

　登記情報システムの解体・撤去作業につ
いては，リース物件を分解・解体した上，移
送するものであり，復元性のある同作業を
行うには，当該システムに関する専門知識
及び技術並びに経験を有する者に作業を
委託する必要があるため。（会計法第29条
の3第4項，予決令第102条の4第3号）

1,316,700 1,316,700 100.0

19 サイドテーブルの供給契約

支出負担行為担当官
　大阪高等検察庁検事長
　中尾　巧
（大阪府大阪市福島区福島1-1-
60）

平成22年1月25日
関西文具株式会社
大阪府大阪市北区浪花町
13-10

一般競争契約により入札を実施し，再度入
札を実施するに至ったが，落札者がなかっ
たもの（予決令第99条の2)。

3,051,048 3,044,685 99.8
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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
乙号事務包括委託対応環境構成変
更作業

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22年1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

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，適正かつ迅速に当
該作業を遂行できる者は，システム全体の
構成，機能，操作，技術情報等の詳細に精
通している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）

1,182,232 1,174,005 99.3

21
乙号事務包括委託対応環境構成変
更作業

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22年1月29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
等の詳細に精通しているのは同業者のみ
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）

1,565,340 1,565,340 100.0 平成22年4月追加

22
新登記情報システムレイアウト変更
作業　一式

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22年1月15日
東芝ソリューション株式会社
東京都港区芝浦1-1-1

対象システムは，契約業者が独自に開発・
構築し，一貫してその管理運用に携わって
いるものである。本件業務を安全に実施で
きる者は，システム全体の構成，機能，操
作，技術情報等の詳細に精通しているのは
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）

1,172,850 1,172,850 100.0 平成22年4月追加

23
鳥取地方法務局ほか２庁における
パーティション及びカウンター物品
供給ほか作業一式

支出負担行為担当官
　鳥取地方法務局長
　田賀　満雄
（鳥取県鳥取市東町2-302）

平成22年1月20日
株式会社エコービジネス
鳥取県鳥取市田島721

再度の入札によっても落札者がなかったた
め。（会計法第29条の3第5項，予決令第99
条の2）

6,841,900 6,804,000 99.4 平成22年5月追加

24
乙号事務包括委託対応環境構成変
更作業一式

支出負担行為担当官
　鳥取地方法務局長
　田賀　満雄
（鳥取県鳥取市東町2-302）

平成22年1月27日
富士通株式会社
神奈川県川崎市中原区上
小田中4丁目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，当該作業に係る支援業
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）

1,174,005 1,174,005 100.0 平成22年5月追加
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