
別表４

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）

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
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
　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2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）

1,635,312 1,565,340 95.7

2
新登記情報システムの機器入れ替
えに伴う旧機器解体・撤去作業

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22年2月1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，システムの安定稼働
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）

1,072,008 1,072,008 100.0

3
新登記情報システム移行完了に伴
う登記所の機器解体及び撤去作業

支出負担行為担当官
　盛岡地方法務局長
　古舘　芳廣
(岩手県盛岡市内丸7-25)

平成22年2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

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，システムの安定稼働
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）

1,521,450 1,521,450 100.0

4
給与計算システムのプログラム改修
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2月2日
カシオ情報機器株式会社
東京都中央区日本橋本石
町3-3-5

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）

1,649,645 1,600,200 97.0

5 ＦＡＸ暗号化装置の物品供給　一式

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22年2月2日
住友電設株式会社
大阪府大阪市西区阿波座
2-1-4

当該設備は，契約の相手方が独自に開発
構築し，設置を行ったものであり，既存シス
テムに増設業務等を安全・確実に遂行でき
る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）

3,647,700 3,647,700 100.0

一括調達
（北海道公安調査局，
東北公安調査局，関東
公安調査局，中部公安
調査局，近畿公安調査
局，中国公安調査局，
四国公安調査局 九州

6 角形気送管設備改修　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22年2月2日
株式会社日本シューター
東京都千代田区神田駿河
台2-9

当該設備は，契約業者が独自に開発したも
のであり，更新に必要な技術・能力が契約
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）

8,689,908 8,179,500 94.1
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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）

7
登記情報システムレイアウト変更作
業

支出負担行為担当官
　札幌法務局長
　寺島　健
(札幌市北区北八条西2-1-1)

平成22年2月3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，契約業者において開発・
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，当該作業を安全・確実に遂行
可能なのは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）

1,704,702 1,664,250 97.6

8
外国人出入国情報システム改修及
び導入作業　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2月4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，特例政令第13条第1項第1号）

140,287,896 138,769,365 98.9

9
岡山地方法務局備前支局エレベー
ター内インバーター装置取替工事

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22年2月5日

日本エレベーター製造株式
会社広島営業所
広島県広島市中区大手町
2-8-5

エレベーターに求められる高度の安全性，
品質等を保持するためには，当該エレベー
ターの製造元であり，契約相手方である日
本エレベーター製造株式会社のみが契約
の相手方となりうるため。（会計法第29条の
3第4項，予決令第102条の4第3号）

1,408,050 1,408,050 100.0

10
出入国管理業務個人識別情報シス
テムのデータベースの再点検・再整
備　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2月12日
日本電気株式会社
東京都港区芝5-7-1

本件業務の実施に当たり，契約の相手方
が保有する特許技術が必要となるところ，
契約の相手方は他者に対して特許使用権
を与えないとしていることから，契約の相手
方以外に本件業務を請け負うことのできる
ものはなく，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）

150,804,675 138,442,500 91.8

11

出入国管理業務の業務・システム
適化に係る次世代システムへの
データ移行に必要な外国人出入国
情報システムのデータ調査等　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2月12日
株式会社日立製作所
東京都江東区新砂1-6-27

本件業務の実施に当たり，契約の相手方
が保有するプログラム・プロダクトを使用す
る必要があるところ，契約の相手方は第三
者にプログラム・プロダクトの使用を許諾し
ないとしていることから，契約の相手方以外
に本件業務を請け負うことのできるものは
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）

144,943,365 125,769,525 86.8

12
新登記情報システムレイアウト変更
作業

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22年2月12日
東芝ソリューション株式会社
東京都港区芝浦1-1-1

新登記情報システム端末のレイアウト変更
（移設）については，登記所における新登記
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
可能な者は新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，予決令第102条
の4第3号）

1,365,000 1,207,500 88.5
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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）

13 破砕機修理

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22年2月12日
奥田機械株式会社
大阪府大阪市浪速区幸町
3-7-10

刑務作業に支障を来たすことから，緊急に
修理する必要があったため。
（会計法第29条の3第4項，予決令第102条
の4第3号）

1,774,750 948,000 53.4

14 食器消毒保管庫整備

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2月12日
株式会社マルゼン
東京都台東区根岸2-19-18

再度の入札をしても落札者がいないた
め。（会計法第29条の3第5項，予決令
99条の2）

7,611,450 7,560,000 99.3

15
大津地方法務局仮バックアップセン
ター付帯設備撤去工事

支出負担行為担当官
　大津地方法務局長
　阿津川　喜代士
(滋賀県大津市御陵町3-6)

平成22年2月15日

冨士古川Ｅ＆Ｃ株式会社関
西支社
大阪府大阪市淀川区宮原
4-6-18

当該機器は，契約の相手方から賃貸を受
けており，かつ，整備後相当の月日を経て
いるものであることから，安全かつ確実に
解体し，良好な状態により当該機器を相手
方に返却し得るの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）

3,751,220 3,591,000 95.7

16 被害者等待合室備品納入

支出負担行為担当官
　旭川地方検察庁検事正
　中井　国緒
(北海道旭川市花咲町4)

平成22年2月15日
株式会社大江商店
北海道旭川市7-15-左1

再度の入札をしても落札者がいないた
め。（会計法第29条の3第5項，予決令
99条の2）

1,861,537 1,858,500 99.8

17 固定型テント購入

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22年2月15日
株式会社山忠商会
兵庫県神戸市西区白水2-
12-28

再度の入札をしても落札者がいないた
め。（会計法第29条の3第5項，予決令
99条の2）

3,576,041 3,559,500 99.5

18 洗濯機交換

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22年2月15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
9-11

再度の入札をしても落札者がいないた
め。（会計法第29条の3第5項，予決令
99条の2）

2,163,750 2,152,500 99.5

19
東京法務局島しょ統合に伴う移転作
業　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22年2月16日
日本通運株式会社
東京都港区東新橋1-9-3

一般競争入札を行ったが，落札者がいな
かったため。（予算決算及び会計令第99条
の２）

4,267,519 4,252,500 99.6
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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
予算管理システム改修等作業　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2月18日

株式会社富士通四国システ
ムズ
香川県高松市藤塚町1-10-
30

本システムは，㈱富士通が独自に開発した
システムで，同社が著作権を保有している
ところ，現在は，本システムに関する一切の
業務権限を契約の相手方に移譲しており，
契約の相手方以外に本件業務を請け負う
ことのできるものはなく，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）

1,799,175 1,596,000 88.7

21 多重放映制御装置整備

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22年2月19日
水戸通信工業株式会社
茨城県水戸市新荘2-7-33

再度の入札をしても落札者がいないた
め。（会計法第29条の3第5項，予決令
99条の2）

9,975,000 9,975,000 100.0

22
移行完了に伴う登記所の機器解体
及び撤去作業契約

支出負担行為担当官
　大津地方法務局長
　阿津川　喜代士
(滋賀県大津市御陵町3-6)

平成22年2月20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

当該機器は，契約の相手方からリースを受
けているものであるが，契約の相手方が独
自に開発・構築し，一貫してその管理運用
に携わっていることから，システム全体の構
成，機能，操作及び技術情報等の詳細に
精通し，安全かつ確実に解体し，相手方に
返却し得るの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）

1,352,400 1,352,400 100.0

23
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
　大津地方法務局長
　阿津川　喜代士
(滋賀県大津市御陵町3-6)

平成22年2月22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

当該機器は，契約の相手方からリースを受
けているものであるが，契約の相手方が独
自に開発・構築し，一貫してその管理運用
に携わっていることから，システム全体の構
成，機能，操作及び技術情報等の詳細に
精通し，安全かつ確実に解体し，相手方に
返却し得るの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）

2,961,472 2,961,472 100.0

24
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
　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22年2月22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

当該機器は，契約の相手方からリースを受
けているものであるが，契約の相手方が独
自に開発・構築し，一貫してその管理運用
に携わっていることから，システム全体の構
成，機能，操作及び技術情報等の詳細に
精通し，安全かつ確実に解体し，相手方に
返却し得るの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）

3,053,872 3,053,872 100.0

25
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
　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22年2月22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

当該機器は，契約の相手方からリースを受
けているものであるが，契約の相手方が独
自に開発・構築し，一貫してその管理運用
に携わっていることから，システム全体の構
成，機能，操作及び技術情報等の詳細に
精通し，安全かつ確実に解体し，相手方に
返却し得るの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）

2,015,296 2,015,296 100.0
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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）

26
出入国情報システム外国人身分事
項等突合用ソフトウェア環境構築作
業

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22年2月22日

富士ソフト株式会社システ
ム開発事業グループ営業ユ
ニット
東京都千代田区神田連塀
町3

当該業務である突合ソフトウェアの環境構
築及びデータの移行は，そのソフトウェアを
開発し，試行運用を行った同社以外に行え
ないことから，同社と随意契約するものであ
る。（会計法第29条の3第4項，予決令第
102条の4第3号）

1,825,425 1,795,500 98.4

27 自動無線綴機購入

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22年2月23日

内外インキ中国販売株式会
社
岡山県岡山市南区藤田
566-157

再度の入札をしても落札者がいないた
め。（会計法第29条の3第5項，予決令
99条の2）

3,302,250 3,297,000 99.8

28
熊本保護観察所集団処遇室用及び
椅子調達等（椅子50脚，椅子専用
台車1台，机18台）及び廃棄処分

支出負担行為担当官
　熊本保護観察所長
　牟田　茂樹
(熊本県熊本市大江3-1-53)

平成22年2月24日
株式会社キムラ洋行
熊本県熊本市健軍２丁目１
４番１４号

再度の入札をしても落札者がいないた
め。（会計法第29条の3第5項，予決令
99条の2）

1,843,433 1,817,760 98.6

29
新判例体系公法編　追録　各号523
部ほか購入

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22年2月25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
102条の4第3号）

6,843,438 6,843,438 100.0

30
和歌山地方法務局仮バックアップセ
ンター附帯設備撤去作業

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22年2月26日
富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社
大阪府大阪市淀川区宮原
4-6-8

和歌山地方法務局仮バックアップセンター
に設置している空調機，キュービクル，併設
用分電盤は，相手方から賃貸しているもの
であるが，新登記情報システムへの切替
後，上記設備が不要となるため，相手方に
返却する必要があり，本業務を安全にかつ
確実に解体撤去を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）

7,209,720 5,053,650 70.1

31 両袖机等供給契約一式

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

平成22年2月12日
株式会社堀江商会
富山県富山市五福9区3665

再度の入札をしても落札者がいないた
め。（会計法第29条の3第5項，予決令
99条の2）

5,402,736 5,397,000 99.9 平成22年5月追加
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