
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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1
出入国管理業務個人識別情報シス
テム用バイオメトリクス装置等賃借
料　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20年4月1日
日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１

平成１９年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 2,898,000,000 ― ―

2
電子計算機及びﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ賃
借料　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20年4月1日
日本電子計算機㈱
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
等を継続して賃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）

― 1,751,844,504 ― ―

3
出入国審査総合管理システムリプレ
イス機器（２号機）賃借料　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20年4月1日

㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６
－２７
日立キャピタル㈱
東京都港区西新橋２－１５
－１２

当該機器等は，契約の相手方が独自
にシステム構築したものであり，同機
器等を継続して賃借可能な者は契約
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）

― 1,001,774,340 ― ―

4
出入国管理業務個人識別情報シス
テム用オープンサーバ装置等賃借
料　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20年4月1日

センチュリー・リーシング・
システム㈱
東京都港区浜松町２－４
－１

平成１９年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 734,454,000 ― ―

5
登記情報センターにおけるシステム
エンジニアリング支援業務　一式

支出負担行為担当官
　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20年4月1日
富士通㈱
東京都港区東新橋１－５
－２

当該システムは，契約の相手方が独
自に開発を行ったものであり，他社が
作業を行った場合には，現在稼働中
のシステムに支障が生じることになる
ため，本件業務を遂行可能な者は契
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）

― 731,324,232 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

6
登記電子申請受付管理システム機
器賃借料　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20年4月1日

富士通㈱
東京都港区東新橋１－５
－２
日本電子計算機㈱
東京都千代田区丸の内３
－４－１

登記情報システムと一体として連携
し，独自にシステム構築された同機器
等を継続して賃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）

― 664,528,500 ― ―

7
法務省情報ネットワーク構築・運用
機器賃借料及び通信回線等使用料
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20年4月1日
㈱エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３
－３

平成１７年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 576,320,944 ― ―

8
地図情報システム機器等賃借料
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20年4月1日
㈱エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３
－３

平成１７年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 572,670,000 ― ―

9
入国管理局ホストコンピュータ１号
機（HATAC　AP８０００/１６０）機器
賃借料（成田空港支局）　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20年4月1日

㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６
－２７
日本電子計算機㈱
東京都千代田区丸の内３
－４－１

当該機器等は，契約の相手方が独自
にシステム構築したものであり，同機
器等を継続して賃借可能な者は契約
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）

― 551,607,840 ― ―

10
次期登記情報システム開発用機器
賃借料　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20年4月1日
日本電子計算機㈱
東京都千代田区丸の内３
－４－１

平成１８年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 460,575,612 ― ―

11
地図情報システムに係る増設用機
器賃借料　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20年4月1日
㈱エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３
－３

平成１８年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 428,400,000 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

12
検察総合情報管理システムセンタ
用機器賃借料　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20年4月1日

センチュリー・リーシング・
システム㈱
東京都港区浜松町２－４
－１

平成１８年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 350,280,000 ― ―

13
地図情報システム事務処理用端末
装置賃借料　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20年4月1日

㈱エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３
－３
ＮＴＴファイナンス㈱
東京都港区芝浦１－２－１

平成１８年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 331,380,000 ― ―

14
登記情報センターにおける登記情
報システム運用支援業務　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20年4月1日
富士通㈱
東京都港区東新橋１－５
－２

当該システムは，契約の相手方が独
自に開発を行ったものであり，他社が
作業を行った場合には，現在稼働中
のシステムに支障が生じることになる
ため，本件業務を遂行可能な者は契
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）

― 329,472,756 ― ―

15
検察総合情報管理システム用機器
賃借料　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20年4月1日

センチュリー・リーシング・
システム㈱
東京都港区浜松町２－４
－１

当該機器等を前年度に引き続き賃借
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）

― 300,636,000 ― ―

16
外国人出入国情報システム機器（在
留・退去系）用ソフトウェア賃借料
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20年4月1日

㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６
－２７
日立キャピタル㈱
東京都港区西新橋２－１５
－１２

当該機器等は，契約の相手方が独自
にシステム構築したものであり，同機
器等を継続して賃借可能な者は契約
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）

― 300,603,833 ― ―

17
登記情報提供システム電子計算機
システム賃借料　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20年4月1日

センチュリー・リーシング・
システム㈱
東京都港区浜松町２－４
－１

平成１７年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 236,013,330 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

18
外国人出入国情報システム用機器
（在留・退去系）賃借料　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20年4月1日

㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６
－２７
日立キャピタル㈱
東京都港区西新橋２－１５
－１２

当該機器等は，契約の相手方が独自
にシステム構築したものであり，同機
器等を継続して賃借可能な者は契約
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）

― 229,983,888 ― ―

19
電子認証システム機器（端末）賃借
料　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20年4月1日
日本電子計算機㈱
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
等を継続して賃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）

― 214,798,604 ― ―

20
法務省認証局及び総合的な受付・
通知システムの保守・運用管理支援
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20年4月1日
㈱エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３
－９

当該システムは，契約の相手方が独
自に開発を行ったものであり，他社が
作業を行った場合には，現在稼働中
のシステムに支障が生じることになる
ため，本件業務を遂行可能な者は契
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）

― 210,842,940 ― ―

21
外国人出入国情報システム用機器
賃借料　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20年4月1日

㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６
－２７
日本電子計算機㈱
東京都千代田区丸の内３
－４－１

当該機器等は，契約の相手方が独自
にシステム構築したものであり，同機
器等を継続して賃借可能な者は契約
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）

― 209,024,298 ― ―

22
外国人出入国情報システム及び乗
員上陸許可支援システム稼働維持
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20年4月1日
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６
－２７

当該システムは，契約の相手方が独
自に開発を行ったものであり，他社が
作業を行った場合には，現在稼働中
のシステムに支障が生じることになる
ため，本件業務を遂行可能な者は契
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）

― 188,168,400 ― ―

23
在留資格審査事務支援システム用
機器（HITAC３５００/５４０）賃借料
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20年4月1日
日本電子計算機㈱
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
等を継続して賃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）

― 158,777,902 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

24 登記印紙の製造

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20年4月1日
独立行政法人国立印刷局
東京都港区虎ノ門2-2-4

当該印刷物は，偽造防止の観点から
すき入紙製造による特別な製造手法
を用いて製造されており，現時点にお
いてはすき入紙製造取締法により印
刷局のみがその製造を許可されてい
るため。（会計法第２９条の３第４項，
予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号）

― 141,862,927 ― ―

単価契約
１万枚当たり
12,052円ほか
９件

25

①外国人登録証明書用カード　　６８
８,０００枚
②特殊ホログラム入りインクリボン
１,３７６巻

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20年4月1日
㈱エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３-３-９

外国人登録証明書調整システムとの
互換性を有する物品を供給できるの
は契約の相手方１社であり，競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４
項，国の物品等又は特定役務の調達
手続の特例を定める政令第１３条第１
項第２号）

― 135,088,800 ― ―

26
検察庁情報ネットワークシステム用
クライアント（平成１７年度整備分）
賃借料　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20年4月1日

センチュリー・リーシング・
システム㈱
東京都港区浜松町２－４
－１

平成１７年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 128,501,100 ― ―

27

検察庁総合情報管理システム用ク
ライアントパソコン及び検察庁ホー
ムページ掲載用パソコン賃借料　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20年4月1日

センチュリー・リーシング・
システム㈱
東京都港区浜松町２－４
－１

平成１９年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 128,249,856 ― ―

28
供託事務処理システム機器等賃借
料　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20年4月1日

新日鉄ソリューションズ㈱
東京都中央区新川２－２０
－１５
センチュリー・リーシング・
システム㈱
東京都港区浜松町２－４
－１

当該機器等は，契約の相手方が独自
にシステム構築したものであり，同機
器等を継続して賃借可能な者は契約
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）

― 117,961,314 ― ―

29
指紋照合システム十指照合機器賃
借料　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20年4月1日

日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１
ＮＥＣリース㈱
東京都港区芝５－２９－１
１

当該機器等は，契約の相手方が独自
にシステム構築したものであり，同機
器等を継続して賃借可能な者は契約
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）

― 107,955,036 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

30
検察庁情報ネットワークシステムに
おけるグループウェアシステム機器
賃借料　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20年4月1日

センチュリー・リーシング・
システム㈱
東京都港区浜松町２－４
－１

平成１８年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 105,685,896 ― ―

31
出入国審査用旅券自動読取装置賃
借料　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20年4月1日

パナソニック・システムソ
リューションズ・ジャパン㈱
東京都港区浜松町１－１７
－１４

当該機器等は，契約の相手方が独自
にシステム構築したものであり，同機
器等を継続して賃借可能な者は契約
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）

― 100,259,409 ― ―

32
検察総合情報管理システム用機器
等賃借料　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20年4月1日

センチュリー・リーシング・
システム㈱
東京都港区浜松町２－４
－１

平成１９年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 99,414,000 ― ―

33
ＩＣ旅券対応・出入国審査用旅券自
動読取装置賃借料　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20年4月1日

パナソニック・システムソ
リューションズ・ジャパン㈱
東京都港区浜松町１－１７
－１４

平成１９年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 98,910,000 ― ―

34
検察庁情報ネットワークシステム用
クライアント（１６年度整備分）賃借
料　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20年4月1日

センチュリー・リーシング・
システム㈱
東京都港区浜松町２－４
－１

平成１６年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 98,519,400 ― ―

35
次期登記情報システム開発用アプリ
ケーションサーバソフト賃借料　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20年4月1日
日本電子計算機㈱
東京都千代田区丸の内３
－４－１

平成１８年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 90,720,000 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

36
ＩＣ旅券対応・出入国審査用旅券自
動読取装置賃借料　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20年4月1日

パナソニック・システムソ
リューションズ・ジャパン㈱
東京都港区浜松町１－１７
－１４

平成１８年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 75,600,000 ― ―

37
電子認証システム機器賃借料　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20年4月1日
日立キャピタル㈱
東京都港区西新橋２－１５
－１２

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃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）

― 65,798,980 ― ―

38
登記情報提供システムの地番区域
辞書維持及びシステム保守・運用支
援業務　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20年4月1日
富士通㈱
東京都港区東新橋１－５
－２

当該システムは，契約の相手方が独
自に開発を行ったものであり，他社が
作業を行った場合には，現在稼働中
のシステムに支障が生じることになる
ため，本件業務を遂行可能な者は契
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）

― 64,899,516 ― ―

39
法務省内ＬＡＮシステムの運用管理
支援業務　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20年4月1日
新日鉄ソリューションズ㈱
東京都中央区新川２－２０
－１５

当該システムは，契約の相手方が独
自に開発を行ったものであり，他社が
作業を行った場合には，現在稼働中
のシステムに支障が生じることになる
ため，本件業務を遂行可能な者は契
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）

― 62,023,290 ― ―

40
外国人登録証明書調製システム用
機器賃借料　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20年4月1日
㈱エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３
－３

平成１９年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 56,700,000 ― ―

41
矯正総合情報通信ネットワークシス
テム用機器賃借料　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20年4月1日

㈱ＮＥＣネクサソリューショ
ンズ
東京都港区三田１－４－２
８
ＮＥＣリース㈱
東京都港区５－９－１１

平成１８年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 51,282,000 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

42
電子認証システム機器保守料　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20年4月1日
東芝ソリューションズ㈱
東京都港区芝浦１－１－１

当該システムは，契約の相手方が独
自に開発を行ったものであり，支援作
業を安全・確実に遂行可能な者は契
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）

― 50,897,700 ― ―

43
法務局通信ネットワークシステムの
運用管理支援業務　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20年4月1日
新日鉄ソリューションズ㈱
東京都中央区新川２－２０
－１５

当該システムは，契約の相手方が独
自に開発を行ったものであり，他社が
作業を行った場合には，現在稼働中
のシステムに支障が生じることになる
ため，本件業務を遂行可能な者は契
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）

― 50,613,137 ― ―

44
電子認証システム機器保守料　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20年4月1日
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６
－２７

契約の相手方は，当該システムの開
発を行ったものであり，保守業務を迅
速・確実に遂行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）

― 48,827,100 ― ―

45
検察庁情報ネットワークシステム用
クライアントパソコン（平成１８年度
整備分）賃借料　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20年4月1日

センチュリー・リーシング・
システム㈱
東京都港区浜松町２－４
－１

平成１８年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 46,022,124 ― ―

46 検察地図システム　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20年4月1日
㈱ゼンリン
東京都千代田区西神田１
－１－１

契約の相手方は，当該システムの著
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）

― 44,604,000 ― ―

47
総合的な受付・通知システムのヘル
プデスク業務　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20年4月1日
㈱エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３
－９

本件業務に必要な本システムの核と
なるパッケージソフトウェアのソース
コードに関する情報等は契約の相手
方の企業秘密に関わる部分であり，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２
号）

― 40,133,520 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

48
登記情報センターにおけるシステム
エンジニアリング支援業務　一式

支出負担行為担当官
　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20年4月1日
東芝ソリューション㈱
東京都港区芝浦１－１－１

当該システムは，契約の相手方が独
自に開発を行ったものであり，他社が
作業を行った場合には，現在稼働中
のシステムに支障が生じることになる
ため，本件業務を遂行可能な者は契
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）

― 37,874,340 ― ―

49
次世代司法試験総合管理システム
運用管理支援業務　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20年4月1日
㈱エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３
－９

当該システムは，契約の相手方が独
自に開発を行ったものであり，他社が
作業を行った場合には，現在稼働中
のシステムに支障が生じることになる
ため，本件業務を遂行可能な者は契
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）

― 33,233,760 ― ―

50
供託情報処理システム運用支援
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20年4月1日
新日鉄ソリューションズ㈱
東京都中央区新川２－２０
－１５

当該システムは，契約の相手方が独
自に開発を行ったものであり，他社が
作業を行った場合には，現在稼働中
のシステムに支障が生じることになる
ため，本件業務を遂行可能な者は契
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）

― 32,872,140 ― ―

51
矯正総合情報通信ネットワークシス
テム用機器賃借料　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20年4月1日

㈱ＮＥＣネクサソリューショ
ンズ
東京都港区三田１－４－２
８
ＮＥＣリース㈱
東京都港区５－９－１１

平成１９年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 32,794,644 ― ―

52
成年後見登記全国展開システム機
器賃借料　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20年4月1日

㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６
－２７
日立キャピタル㈱
東京都港区西新橋２－１５
－１２

平成１６年度に競争入札により借り入
れた当該機器等については，契約の
相手方が独自にシステム構築したもの
であり，当該機器等を継続して賃借可
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）

― 31,453,380 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

53
入国管理局事前旅客システム機能
強化及びオープン化対応機器・ソフ
トウエア賃借料　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20年4月1日

富士ソフト㈱
東京都千代田区神田練塀
町３
昭和リース㈱
東京都新宿区四谷３－１２

平成１９年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 27,972,000 ― ―

54
可搬型ＩＣ旅券対応・出入国審査用
旅券自動読取装置等賃借料　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20年4月1日

パナソニック・システムソ
リューションズ・ジャパン㈱
東京都港区浜松町１－１７
－１４

平成１９年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 25,578,000 ― ―

55
法務局通信ネットワークシステム用
クライアント賃借料　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20年4月1日

新日鉄ソリューションズ㈱
東京都中央区新川２－２０
－１５
日本電子計算機㈱
東京都千代田区丸の内３
－４－１

平成１６年度に競争入札により借り入
れた当該機器等については，契約の
相手方が独自にシステム構築したもの
であり，当該機器等を継続して賃借可
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）

― 25,187,400 ― ―

56
領置物品管理システム用機器賃借
料　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20年4月1日

センチュリー・リーシング・
システム㈱
東京都港区浜松町２－４
－１

平成１９年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 24,835,860 ― ―

57 受変電設備保守点検業務

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20年4月1日
三菱電機㈱
東京都千代田区丸の内２
－７－３

契約の相手方は，当該設備の独自設
計を行ったものであり，保守業務等を
安全・確実に遂行可能なものは契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 24,780,000 ― ―

58
出入国管理業務個人識別情報シス
テム用端末機等賃借料　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20年4月1日

パナソニック・システムソ
リューションズ・ジャパン㈱
東京都港区浜松町１－１７
－１４

平成１９年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 24,570,000 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

59
出入国審査総合管理システム磁気
ディスク装置等（２号機）賃借料　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20年4月1日
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６
－２７

当該機器等は，契約の相手方が独自
にシステム構築したものであり，同機
器等を継続して賃借可能な者は契約
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）

― 22,649,760 ― ―

60
新事件管理システム用サーバ賃借
料　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20年4月1日

㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６
－２７
日立キャピタル㈱
東京都港区西新橋２－１５
－１２

平成１９年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 22,043,700 ― ―

61
検察庁テレビ会議システム機器賃
借料　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20年4月1日

ＮＥＣネクサソリューション
ズ㈱
東京都港区三田１－４－２
８
三井住友ファイナンス＆
リース
東京都港区西新橋３－９
－４

平成１５年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 21,829,500 ― ―

62
出入国管理業務個人識別情報自動
化ゲートシステム用機器等賃借料
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20年4月1日

沖電気工業㈱
東京都港区虎ノ門１－７－
１２
芙蓉総合リース㈱
東京都千代田区三崎町３
－３－２３

平成１９年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 21,742,560 ― ―

63
法務省共通給与計算及び共通共済
事務システム運用支援　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20年4月1日
沖電気工業㈱
東京都港区芝浦４－１０－
１６

当該システムは，契約の相手方が独
自に開発を行ったものであり，他社が
作業を行った場合には，現在稼働中
のシステムに支障が生じることになる
ため，本件業務を遂行可能な者は契
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）

― 21,525,000 ― ―

64
総合的な文書管理システム保守及
び運用管理支援業務　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20年4月1日

東京レコードマネジメント
㈱
東京都港区新橋１－１８－
２

当該システムは，契約の相手方が独
自に開発を行ったものであり，他社が
作業を行った場合には，現在稼働中
のシステムに支障が生じることになる
ため，本件業務を遂行可能な者は契
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）

― 19,950,000 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

65
新型デジタル無線装置賃借料　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20年4月1日
日立キャピタル㈱
東京都港区西新橋２－１５
－１２

当該機器等を昨年度に引き続いて賃
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）

― 19,807,296 ― ―

66
情報セキュリティ対策システム機器
等賃借料　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20年4月1日

リコー販売㈱
東京都中央区銀座６－１４
－６
リコーリース㈱
東京都中央区銀座７－１６
－３

平成１９年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 19,618,200 ― ―

67 日本行政区画便覧　各号７５９部

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20年4月1日
日本加除出版㈱
東京都豊島区南長崎３-１
６-６

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，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，特例政令第１３条第１項第２号）

― 18,950,114 ― ―
単価契約
各号１部
１,３７６円

68
電子入札システム機器賃借料　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20年4月1日

新日鉄ソリューションズ㈱
東京都中央区新川２－２０
－１５
日本電子計算機㈱
東京都千代田区丸の内３
－４－１

当該機器等は，契約の相手方が独自
にシステム構築したものであり，同機
器等を継続して賃借可能な者は契約
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）

― 17,934,984 ― ―

69
出入国分離記録照会用機器賃借料
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20年4月1日

㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６
－２７
日立キャピタル㈱
東京都港区西新橋２－１５
－１２

平成１８年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 17,010,000 ― ―

70
検察総合情報管理システム用機器
賃借料　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20年4月1日
日立キャピタル㈱
東京都港区西新橋２－１５
－１２

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃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）

― 16,619,400 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

71
指紋照合システムクライアントソフト
ウェア賃借料　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20年4月1日

日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１
ＮＥＣリース㈱
東京都港区芝５－２９－１
１

平成１８年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 16,036,020 ― ―

72
地図情報システム用電子住宅地図
データ使用料　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20年4月1日
㈱エヌ・ティ・ティ・エムイー
東京都千代田区神田神保
町１－１０５

平成１８年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 15,470,376 ― ―

73
外国人出入国記録即日取得システ
ム賃借料　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20年4月1日
エヌ・ティ・ティ・ファイナン
ス
東京都港区芝浦１－２－１

平成１８年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 15,397,200 ― ―

74
成年後見登記事務に係る全国展開
システム機器等保守　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20年4月1日
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６
－２７

当該システムは，契約の相手方が独
自に開発を行ったものであり，保守業
務等を安全・確実に遂行可能な者は
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）

― 15,120,000 ― ―

75
入国管理局事前旅客情報システム
機器用ソフトウェア賃借料　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20年4月1日

㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６
－２７
日立キャピタル㈱
東京都港区西新橋２－１５
－１２

当該機器等は，契約の相手方が独自
にシステム構築したものであり，同機
器等を継続して賃借可能な者は契約
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）

― 14,865,228 ― ―

76
地図情報システム向け地番区域（辞
書）データ作成支援業務

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20年4月1日
富士通㈱
東京都港区東新橋１－５
－２

契約の相手方は，当該システムの著
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）

― 14,792,463 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

77
法務局通信ネットワークシステム機
器賃借料　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20年4月1日

新日鉄ソリューションズ㈱
東京都中央区新川２－２０
－１５
日本電子計算機㈱
東京都千代田区丸の内３
－４－１

平成１８年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 14,691,600 ― ―

78
出入国記録等情報システム機器賃
借料　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20年4月1日
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６
－２７

当該機器等は，契約の相手方が独自
にシステム構築したものであり，同機
器等を継続して賃借可能な者は契約
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）

― 14,522,760 ― ―

79
新聞供給
朝日新聞ほか３１２口

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20年4月1日
丸の内新聞事業協同組合
東京都千代田区内幸町１
-７-１０

注文者が指定する納入場所に納入で
きる業者が他になく，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，予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号）

― 14,117,208 ― ―

単価契約
１か月当たり
３,９２５円
ほか１１件

80 複写機保守

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20年4月1日
富士ゼロックス（株）
東京都港区六本木３－１
－１

契約の相手方は，平成1８年度及び同
１９年度に５年間の保守を前提とした
一般競争入札の結果，当該機器の製
造・設置を行ったものであり，保守業
務等を遂行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）

― 13,895,512 ― ―

単価契約
ﾓﾉｸﾛ
0.9円/枚
ほか

81
総合的な受付・通知システム用機器
賃借料　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20年4月1日
㈱エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３
－３

当該機器等は，契約の相手方が独自
にシステム構築したものであり，同機
器等を継続して賃借可能な者は契約
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）

― 13,860,000 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

82
電子認証システム稼働後支援　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20年4月1日
東芝ソリューション㈱
東京都港区芝浦１－１－１

当該システムは，契約の相手方が独
自に開発を行ったものであり，他社が
作業を行った場合には，現在稼働中
のシステムに支障が生じることになる
ため，本件業務を遂行可能な者は契
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）

― 13,774,992 ― ―

83
次世代司法試験総合管理システム
用機器賃借料　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20年4月1日

日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１
ＮＥＣリース㈱
東京都港区芝５－２９－１
１

当該機器等を前年度に引き続き賃借
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）

― 13,033,536 ― ―

84 複写機保守

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20年4月1日
（株）リコー
東京都大田区中馬込１－
３－６

契約の相手方は，平成17年度に５年
間の保守を前提とした一般競争入札
の結果，当該機器の製造・設置を行っ
たものであり，保守業務等を遂行可能
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）

― 12,716,254 ― ―

単価契約
ﾓﾉｸﾛ
2.5円/枚
ほか

85
検察庁情報ネットワークシステム用
クライアント（１５年度整備分）賃借
料　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20年4月1日

センチュリー・リーシング・
システム㈱
東京都港区浜松町２－４
－１

当該機器等を前年度に引き続き賃借
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）

― 12,602,031 ― ―

86
入国管理局事前旅客情報システム
用機器賃借料　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20年4月1日

㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６
－２７
日立キャピタル㈱
東京都港区西新橋２－１５
－１２

当該機器等は，契約の相手方が独自
にシステム構築したものであり，同機
器等を継続して賃借可能な者は契約
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）

― 11,683,392 ― ―

87
指紋照合システム指紋照会装置用
機器賃借料　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20年4月1日

日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１
ＮＥＣリース（株）
東京都港区芝５－２９－１
１

平成１８年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 11,652,096 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

88
共同通信ニュースサービス提供料
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20年4月1日
（社）共同通信社
東京都港区東新橋１－７
－１

契約の相手方のみが提供可能なサー
ビスであり，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）

― 11,529,000 ― ―

89
本省内ＬＡＮシステム用グループ
ウェアシステムに関する運用管理支
援業務　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20年4月1日
日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１

当該システムは，契約の相手方が独
自に開発を行ったものであり，他社が
作業を行った場合には，現在稼働中
のシステムに支障が生じることになる
ため，本件業務を遂行可能な者は契
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）

― 11,111,940 ― ―

90
国際コミュニケーションアドバイザー
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20年4月1日 個人情報につき非公表

本件業務については，ネイティブと同
等のクオリティで正確かつ適正に処理
できる高度な語学力等が必要である
上，法令外国語訳作業が終了する本
年度までの間は同一人により同作業
を実施することが求められるところ，契
約の相手方は平成１８年度に企画競
争を実施した結果決定した者であり，
本件アドバイザー業務に求められる要
件を唯一満たしているものと判断され
たため。（会計法第２９条の３第４項，
予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号）

― 11,025,000 ― ―

91
乗員上陸許可支援システム用機器
（サーバ）賃借料　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20年4月1日

㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６
－２７
日立キャピタル㈱
東京都港区西新橋２－１５
－１２

当該機器等は，契約の相手方が独自
にシステム構築したものであり，同機
器等を継続して賃借可能な者は契約
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）

― 10,535,616 ― ―

92
情報ネットワーク基幹システム機器
等賃借料　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20年4月1日

新日鉄ソリューションズ㈱
東京都中央区新川２－２０
－１５
日本電子計算機㈱
東京都千代田区丸の内３
－４－１

平成１７年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 10,319,400 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

93 刑事情報統合システム保守　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20年4月1日
㈱エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３
－９

当該システムは，契約の相手方が独
自に開発を行ったものであり，他社が
作業を行った場合には，現在稼働中
のシステムに支障が生じることになる
ため，本件業務を遂行可能な者は契
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）

― 10,018,176 ― ―

94
電算システム用空気調和機賃借料
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20年4月1日

富士電機総設㈱
東京都中央区八丁堀２－
２０－８
センチュリー・リーシング・
システム㈱
東京都港区浜松町２－４
－１

平成１７年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 9,903,600 ― ―

95
出入国個人識別情報自動化ｹﾞｰﾄｼ
ｽﾃﾑ保守

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20年4月1日
沖電気工業㈱
東京都港区芝浦４－１０－
１６

当該設備は，ガナボーエントランスコン
トロール社製の輸入品であり我が国で
同製品の部品を提供し保守体制を構
築でき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）

― 9,828,000 ― ―

96
法務局通信ネットワークシステム資
産管理ツール用サーバ賃借料　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20年4月1日

新日鉄ソリューションズ
(株)
東京都中央区新川２－２０
－１５
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
－４－１

平成１８年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 9,639,000 ― ―

97
法務省ＬＡＮ及びグループウェアシ
ステム機器保守　　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20年4月1日
日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１

当該システムは，契約の相手方が独
自に開発を行ったものであり，保守業
務を安全・確実に遂行可能な者は契
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）

― 9,606,240 ― ―

98
入国管理局通信ネットワークシステ
ム運用支援　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20年4月1日
沖電気工業㈱
東京都港区芝浦４－１０－
１６

当該システムは，契約の相手方が独
自に開発を行ったものであり，他社が
作業を行った場合には，現在稼働中
のシステムに支障が生じることになる
ため，本件業務を遂行可能な者は契
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）

― 9,450,000 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

99
直焚吸収式冷温水発生機保守点検
業務（ＢＣ棟）

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20年4月1日
㈱東洋製作所
東京都品川区東品川４－
１１－３４

契約の相手方は，当該システムの開
発を行ったものであり，保守業務等を
安全・確実に遂行可能なものは契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 9,361,653 ― ―

100 インターネット接続サービス　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20年4月1日

㈱インターネットイニシア
ティブ
東京都千代田区神田神保
町１－１０５

法務省が求めるインターネット接続環
境の提供が可能な者は契約の相手方
のみであり，昨年度において概ね３年
間の継続利用を条件として入札を行っ
た結果契約を行ったものであり，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）

― 8,580,600 ― ―

101
入国管理局位置情報システム賃借
料　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20年4月1日

富士ソフトケーシーエス
東京都墨田区江東橋２－
１９－７
三井リース事業㈱
東京都中央区日本橋１－
４－１

平成１９年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 8,448,672 ― ―

102
時事通信ゼネラルニュース受信機
賃借料　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20年4月1日
㈱時事通信社
東京都中央区銀座５－１５
－８

契約の相手方のみが提供可能なサー
ビスであり，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）

― 8,442,000 ― ―

103 複写機の保守

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20年4月1日

コニカミノルタビジネスソ
リューションズ(株)
東京都中央区日本橋本町
１－５－４

契約の相手方は，平成１９年度に５年
間の保守を前提とした一般競争入札
の結果，当該機器の製造・設置を行っ
たものであり，保守業務等を遂行可能
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）

― 8,401,128 ― ―

単価契約
ﾓﾉｸﾛ
1.1円/枚
ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

104
ＷＷＷコンテンツ更新管理システム
等運用支援業務　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20年4月1日
新日鉄ソリューションズ㈱
東京都中央区新川２－２０
－１５

当該システムは，契約の相手方が独
自に開発を行ったものであり，他社が
作業を行った場合には，現在稼働中
のシステムに支障が生じることになる
ため，本件業務を遂行可能な者は契
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）

― 8,223,636 ― ―

105
中央監視設備保守点検業務（Ａ棟・
Ａ棟地下棟・赤棟）

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20年4月1日
㈱東芝
東京都港区芝浦１－１－１

契約の相手方は，当該設備の独自設
計を行ったものであり，保守業務等を
安全・確実に遂行可能なものは契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 8,059,800 ― ―

106
無停電電源装置（関西空港支局）賃
借料　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20年4月1日
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６
－２７

当該装置を継続して賃借できる者は
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）

― 7,585,200 ― ―

107 電算機用空調設備保守料　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20年4月1日
富士電機総設㈱
東京都中央区八丁堀２－
２０－８

当該設備は，登記情報システムの安
定稼動に必要不可欠な連動型附帯設
備であるところ，契約の相手方は，当
該設備の製造・設置を行ったものであ
り，保守業務を安全・確実かつ迅速に
遂行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）

― 7,456,803 ― ―

108
直焚吸収式冷温水発生機保守点検
業務（Ａ棟）

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20年4月1日
三洋電機サービス㈱
東京都江東区亀戸７－６１
－２０

契約の相手方は，当該設備の独自設
計を行ったものであり，保守業務等を
安全・確実に遂行可能なものは契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 7,393,050 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

109
戸籍統一文字管理データベースシ
ステム機器の保守及び運用支援
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20年4月1日
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６
－２７

当該システムは，契約の相手方が独
自に開発を行ったものであり，他社が
作業を行った場合には，現在稼働中
のシステムに支障が生じることになる
ため，本件業務を遂行可能な者は契
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）

― 7,035,000 ― ―

110
外国人出入国情報システム用光学
文字読取装置賃借料　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20年4月1日
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６
－２７

当該機器等は，契約の相手方が独自
にシステム構築したものであり，同機
器等を継続して賃借可能な者は契約
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）

― 6,942,600 ― ―

111
再入国許可書印刷機器等賃借料
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20年4月1日
東銀リース㈱
東京都中央区日本橋本町
１－９－１３

平成１７年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 6,917,400 ― ―

112
供託オンラインシステム機器保守料
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20年4月1日
新日鉄ソリューションズ㈱
東京都中央区新川２－２０
－１５

当該システムは，契約の相手方が独
自に開発を行ったものであり，保守業
務を迅速・確実に遂行可能な者は契
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）

― 6,644,000 ― ―

113 複写機の保守

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20年4月1日
京セラミタジャパン（株）
東京都中央区日本橋本町
１－９－１５

契約の相手方は，平成1８年度及び同
１９年度に５年間の保守を前提とした
一般競争入札の結果，当該機器の製
造・設置を行ったものであり，保守業
務等を遂行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）

― 6,348,208 ― ―

単価契約
ﾓﾉｸﾛ
1.1円/枚
ほか

114
法務局通信ネットワークシステム機
器等賃借料　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20年4月1日

新日鉄ソリューションズ㈱
東京都中央区新川２－２０
－１５
日本電子計算機㈱
東京都千代田区丸の内３
－４－１

平成１９年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 6,281,100 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

115
中央監視設備保守点検業務（ＢＣ
棟・ＢＣ棟地下棟）

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20年4月1日
富士通㈱
東京都港区東新橋１－５
－２

契約の相手方は，当該設備の独自設
計を行ったものであり，保守業務等を
安全・確実に遂行可能なものは契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 5,954,991 ― ―

116
浦安総合センター総合管理システム
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20年4月1日
NECネッツエスアイ㈱
東京都品川区東品川１－
３９－９

契約の相手方は，当該システムの開
発を行ったものであり，保守業務等を
安全・確実に遂行可能なものは契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 5,857,698 ― ―

117
登記情報システム事務処理用端末
装置賃借料　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20年4月1日

東芝ソリューション㈱
東京都港区１－１－１
日本電子計算機㈱
東京都千代田区丸の内３
－４－１

平成１７年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 5,828,928 ― ―

118
営繕積算システム（ＲＩＢＣ）賃借料
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20年4月1日

(財)建築コスト管理システ
ム研究所
東京都港区西新橋３－２５
－３３

当該機器等は，契約の相手方が独自
にシステム構築したものであり，同機
器等を継続して賃借可能な者は契約
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）

― 5,775,000 ― ―

119
訟務事務用グループウェアサーバ
等賃借料　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20年4月1日

新日鉄ソリューションズ㈱
東京都中央区新川２－２０
－１５
日本電子計算機㈱
東京都千代田区丸の内３
－４－１

平成１７年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 5,531,400 ― ―

120
法務本省内ＬＡＮシステムにおける
基幹通信制御装置に関する機器等
賃借料　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20年4月1日

新日鉄ソリューションズ㈱
東京都中央区新川２－２０
－１５
昭和リース㈱
東京都新宿区四谷３－１２

平成１９年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 5,473,440 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

121
乗員上陸許可支援システム用機器
（端末等）賃借料　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20年4月1日

㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６
－２７
日立キャピタル㈱
東京都港区西新橋２－１５
－１２

当該機器等は，契約の相手方が独自
にシステム構築したものであり，同機
器等を継続して賃借可能な者は契約
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）

― 5,387,157 ― ―

122 指紋照合システム運用支援　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20年4月1日
日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１

当該システムは，契約の相手方が独
自に開発を行ったものであり，他社が
作業を行った場合には，現在稼働中
のシステムに支障が生じることになる
ため，本件業務を遂行可能な者は契
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）

― 5,040,000 ― ―

123
リンギスティックアドバイザー業務一
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20年4月1日 個人情報につき非公表

本件業務については，語学力のみなら
ず，法制度に関する専門的知識等が
必要であることから，それら素養を兼
ね備えた者を選定すべく，企画競争を
実施した結果，契約の相手方が本件
業務に求められる要件を満たしている
ものと判断されたため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 4,800,000 ― ―

124
リンギスティックアドバイザー業務一
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20年4月1日 個人情報につき非公表

本件業務については，語学力のみなら
ず，法制度に関する専門的知識が豊
富で，かつ法律用語も自由に駆使でき
る者ではならないことから，それら素養
を兼ね備えた者を選定すべく，企画競
争を実施した結果，契約の相手方が
本件アドバイザー業務に求められる要
件を満たしているものと判断されたた
め。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第４号）

― 4,800,000 ― ―

125
法務図書館・判例情報システム保守
料　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20年4月1日

松下電器産業㈱パナソ
ニックシステムソリューショ
ンズ社
横浜市港北区綱島東４－
３－１

契約の相手方は，当該システムの開
発を行ったものであり，保守業務等を
安全・確実に遂行可能な者は契約の
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）

― 4,698,750 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

126
成年後見登記全国展開システムの
運用支援　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20年4月1日
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６
－２７

当該システムは，契約の相手方が独
自に開発を行ったものであり，他社が
作業を行った場合には，現在稼働中
のシステムに支障が生じることになる
ため，本件業務を遂行可能な者は契
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）

― 4,696,020 ― ―

127
商号調査及び業務等案内用パーソ
ナルコンピュータ賃借料　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20年4月1日

新日鉄ソリューションズ㈱
東京都中央区新川２－２０
－１５
昭和リース㈱
東京都新宿区四谷３－１２

平成１９年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 4,359,600 ― ―

128 日経テレコン２１利用料　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20年4月1日

(株)日本経済新聞社デジ
タルメディア
東京都千代田区大手町１
－９－５
日経メディアマーケティン
グ（株）
東京都千代田区大手町１
－９－５

契約の相手方のみが提供可能なサー
ビスであり，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）

― 4,347,000 ― ―

129
出入国審査総合管理システム用ホ
ストコンピュータ（１号機）賃借料　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20年4月1日
日本電子計算機㈱
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
等を継続して賃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）

― 4,271,400 ― ―

130
在留資格審査事務支援システム機
器（光ディスクファイルサーバ等）保
守料　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20年4月1日
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６
－２７

当該システムは，契約の相手方が独
自に開発を行ったものであり，保守業
務等を安全・確実に遂行可能な者は
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）

― 4,039,560 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

131
人権擁護委員情報管理システム運
用保守

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20年4月1日

㈱富士通ビジネスシステ
ム
東京都文京区後楽１－７
－２７

当該システムは，契約の相手方が独
自に開発を行ったものであり，他社が
作業を行った場合には，現在稼働中
のシステムに支障が生じることになる
ため，本件業務を遂行可能な者は契
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）

― 3,957,760 ― ―

132
登記情報システム受付番号票シー
ルプリンタ賃借料　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20年4月1日
日本電子計算機㈱
東京都千代田区丸の内３
－４－１

平成１６年度に競争入札により借り入
れた当該機器について，継続して賃借
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）

― 3,947,448 ― ―

133
国籍事務処理管理システム機器保
守料　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20年4月1日
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６
－２７

当該システムは，契約の相手方が独
自に開発を行ったものであり，保守業
務等を安全・確実に遂行可能な者は
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）

― 3,914,916 ― ―

134 清掃用ゴンドラ設備保守点検業務

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20年4月1日
日本ゴンドラ㈱
東京都中央区八丁堀２－
２３－１

契約の相手方は，当該設備の独自設
計を行ったものであり，保守業務等を
安全・確実に遂行可能なものは契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 3,825,375 ― ―

135 通信衛星放送受信料　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20年4月1日

㈱日本ケーブルテレビジョ
ン
東京都渋谷区神宮前１－
３－１０

法務省が求める通信衛星放送の供給
が可能な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）

― 3,780,000 ― ―

136 防犯設備保守点検業務

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20年4月1日
オーテック電子㈱
東京都千代田区神田美土
代町５－２

契約の相手方は，当該設備の独自設
計を行ったものであり，保守業務等を
安全・確実に遂行可能なものは契約
の相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 3,675,000 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

137
入退室管理システム用機器等賃借
料　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20年4月1日

㈱富士通エフサス
千葉市中央区問屋町１－
３５
興銀リース㈱
東京都中央区京橋２－３
－１９

平成１６年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 3,610,908 ― ―

138
建築工事発注者支援データベース
システム利用料　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20年4月1日

（財）日本建設情報総合セ
ンター
東京都港区赤坂７－１０－
２０

契約の相手方は，当該システムの著
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）

― 3,465,000 ― ―

139 給与計算システム保守等　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20年4月1日
カシオ情報機器㈱
東京都中央区日本橋本石
町３－３－５

当該システムは，契約の相手方が独
自に開発を行ったものであり，他社が
作業を行った場合には，現在稼働中
のシステムに支障が生じることになる
ため，本件業務を遂行可能な者は契
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）

― 3,345,300 ― ―

140
不動産登記記入処理システム機器
賃借料　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20年4月1日

東芝ソリューション㈱
東京都港区１－１－１
日本電子計算機㈱
東京都千代田区丸の内３
－４－１

当該機器等は，平成１２年度に競争入
札により借り入れたもの及び契約の相
手方が独自に開発・構築したものを賃
借等しているものであり，同機器等を
継続して賃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）

― 3,294,648 ― ―

141 リーガルデータベース利用料　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20年4月1日
ウエストロー・ジャパン㈱
東京都千代田区九段北４
-１-７

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）

― 3,288,600 ― ―

142
出入国管理業務個人識別情報シス
テム用バーコードリーダー賃貸借料
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20年4月1日

㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６
－２７
日本電子計算機㈱
東京都千代田区丸の内３
－４－１

平成１９年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 3,214,260 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

143
外国法律文献データベース利用料
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20年4月1日
レクシスネクシス㈱
東京都世田谷区太子堂４
－１－１

契約の相手方は，当該データベースに
係る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）

― 3,024,000 ― ―

144
刑事情報統合システム用機器賃借
料　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20年4月1日

日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１
ＮＥＣリース㈱
東京都港区芝５－２９－１
１

平成１６年度に競争入札により借り入
れた当該機器等については，契約の
相手方が独自にシステム構築したもの
を賃借等しているものであり，当該機
器等を継続して賃借可能な者は契約
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）

― 2,955,204 ― ―

145
法務省共通給与システム用ハード
ウエア・ソフトウエア賃借料　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20年4月1日

新日鉄ソリューションズ㈱
東京都中央区新川２－２０
－１５
日本電子計算機㈱
東京都千代田区丸の内３
－４－１

平成１９年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 2,942,100 ― ―

146
法務総合研究所パーソナルコン
ピュータ及びプリンタ賃借料　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20年4月1日

㈱土木田商店
東京都港区芝大門１－１６
－１０
ＮＥＣリース㈱
東京都港区５－９－１１

平成１９年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 2,921,688 ― ―

147
外国人出入国情報システム用端末
機賃借料　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20年4月1日

㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６
－２７
日本電子計算機㈱
東京都千代田区丸の内３
－４－１

平成１９年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 2,769,480 ― ―

148
国籍事務処理システム運用支援
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20年4月1日
㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６
－２７

当該システムは，契約の相手方が独
自に開発を行ったものであり，他社が
作業を行った場合には，現在稼働中
のシステムに支障が生じることになる
ため，本件業務を遂行可能な者は契
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）

― 2,629,764 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

149
人権啓発活動地域ネットワークパソ
コン等賃借料　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20年4月1日

センチュリー・リーシング・
システム㈱
東京都港区浜松町２－４
－１

平成１８年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 2,616,768 ― ―

150
指紋照会システム指紋照合装置用
機器等賃借料　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20年4月1日

日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１
ＮＥＣリース㈱
東京都港区５－９－１１

平成１９年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 2,535,744 ― ―

151
国家公務員カード発行管理システム
保守

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20年4月1日
富士通㈱
東京都港区東新橋１－５
－２

当該システムは，契約の相手方が独
自に開発・構築を行ったものであり，保
守業務等を安全・確実に遂行可能な
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）

― 2,453,724 ― ―

152 文書搬送設備保守点検料　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20年4月1日
㈱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，契約の相手方が独自に
構築し，設置を行ったものであり，保守
業務等を安全・確実に遂行可能な者
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）

― 2,408,496 ― ―

153
入国管理局総合案内用ホームペー
ジシステム端末用機器賃借料　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20年4月1日

日立電子サービス
神奈川県横浜市戸塚区信
濃町５０４－２
日立キャピタル
㈱東京都港区西新橋２－
１５－１２

平成１９年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 2,367,444 ― ―

154
供託事務処理システムペーパーレ
ス拡大に係る機器賃借料　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20年4月1日

新日鉄ソリューションズ㈱
東京都中央区新川２－２０
－１５
センチュリー・リーシング・
システム㈱
東京都港区浜松町２－４
－１

平成１８年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 2,305,800 ― ―

27 / 375 ページ



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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

155
法務省ホームページ統合に関する
機器等賃借料　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20年4月1日

日本電気㈱
東京都港区芝５－７－１
ＮＥＣリース㈱
東京都港区５－９－１１

平成１９年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 2,154,600 ― ―

156
住民基本台帳ネットワークシステム
機器賃借料　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20年4月1日

日本ユニシス㈱
東京都江東区豊洲１－１
－１
日立キャピタル㈱
東京都港区西新橋２－１５
－１２

平成１７年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 1,993,320 ― ―

157
登記情報センター及び神戸ＤＰＳコ
ンピュータ用無停電電源装置保守
料　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20年4月1日
富士電機総設㈱
東京都中央区八丁堀２－
２０－８

当該設備は，登記情報システムの安
定稼動に必要不可欠な連動型附帯設
備であるところ，契約の相手方は，当
該設備の各種技術情報は製造メー
カー固有のものであり，保守業務を安
全・確実かつ迅速に遂行可能な者は
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）

― 1,909,635 ― ―

158
人権啓発活動地域ネットワーク協議
会用パーソナルコンピュータ等賃借
料　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20年4月1日

センチュリー・リーシング・
システム㈱
東京都港区浜松町２－４
－１

平成１９年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 1,844,388 ― ―

159
登記情報システム事務処理用印刷
装置賃借料　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20年4月1日

㈱リコー
東京都大田区中込１－３
－６
リコーリース㈱
東京都中央区銀座７－１６
－３

平成１８年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 1,678,320 ― ―

160
総合的な受付・通知システム～業務
連携サーバ

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20年4月1日
㈱エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３
－３

平成１８年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 1,638,000 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

161
入国管理局通信ネットワークシステ
ム機器用運用監視サーバ賃借料
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20年4月1日

沖電気工業㈱
東京都港区虎ノ門１－７－
１２
芙蓉総合リース㈱
東京都千代田区三崎町３
－３－２３

平成１９年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 1,638,000 ― ―

162
電子入札コアシステムのサポート・
サービスに関する契約

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20年4月1日

（財）日本建設情報総合セ
ンター
東京都港区赤坂７－１０－
２０

契約の相手方は，当該システムのプロ
グラムを開発したものであり，他社で
はサポートサービスを実施することが
できず，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）

― 1,575,000 ― ―

163
外国法律文献等検索用データベー
ス利用料　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20年4月1日
レクシスネクシス㈱
東京都世田谷区太子堂４
－１－１

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）

― 1,512,000 ― ―

164 入退室管理システム保守

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20年4月1日

富士電機ITソリューション
㈱
東京都中央区八丁堀２－
２０－８

当該システムは，契約の相手方が独
自に開発・構築を行ったものであり，保
守業務等を安全・確実に遂行可能な
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）

― 1,423,800 ― ―

165
入退室管理システム用機器等保守
料　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20年4月1日

富士通サポートアンドサー
ビス㈱千葉支社
千葉県千葉市中央区問屋
町１－３５

当該システムは，契約の相手方が独
自に開発・構築を行ったものであり，保
守業務等を安全・確実に遂行可能な
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）

― 1,378,440 ― ―

166 指紋照合用端末装置賃借料　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20年4月1日
ＮＥＣリース㈱
東京都港区芝５－２９－１
１

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃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）

― 1,311,502 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

167
国連アジア極東犯罪防止研修所有
線テレビ放送受信料一式

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20年4月1日
㈱ジェイコム東京
東京都練馬区高野台５－
２２－１

法務省が求める有線テレビ放送の供
給が可能なもの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，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 1,289,484 ― ―

168
戸籍先例検索システムの運用管理
支援

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20年4月1日
富士通㈱
東京都港区東新橋１－５
－２

当該システムは，契約の相手方が独
自に開発を行ったものであり，他社が
作業を行った場合には，現在稼働中
のシステムに支障が生じることになる
ため，本件業務を遂行可能な者は契
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）

― 1,244,445 ― ―

169
予算管理システム運用管理支援
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20年4月1日
富士通㈱
東京都港区東新橋１－５
－２

当該システムは，契約の相手方が独
自に開発を行ったものであり，他社が
作業を行った場合には，現在稼働中
のシステムに支障が生じることになる
ため，本件業務を遂行可能な者は契
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）

― 1,228,500 ― ―

170
トラフィッキングデータベースシステ
ム機器等賃借料　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20年4月1日

富士ソフトケーシーエス
東京都墨田区江東橋２－
１９－７
日立キャピタル㈱
東京都港区西新橋２－１５
－１２

平成１８年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 1,152,900 ― ―

171
在留光ディスクシステム抽出データ
格納用機器賃借料　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20年4月1日

㈱日立製作所
東京都江東区新砂１－６
－２７
日立キャピタル㈱
東京都港区西新橋２－１５
－１２

平成１９年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 1,151,100 ― ―

172 電算機用空調機賃借料　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20年4月1日
富士電機総設㈱
東京都中央区八丁堀２－
２０－８

平成１７年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 1,139,225 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

173
無停電電源装置（成田空港支局）賃
借料　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20年4月1日
東芝ファイナンス㈱
東京都中央区銀座５－２
－１

当該装置を継続して賃借できる者は
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）

― 1,126,440 ― ―

174
人権啓発活動地域ネットワーク用
パーソナルコンピュータ賃借料　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20年4月1日

センチュリー・リーシング・
システム㈱
東京都港区浜松町２－４
－１

平成１７年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 1,083,600 ― ―

175
人権啓発ネットワーク協議会ホーム
ページ公開用WWWサーバ運用保守
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20年4月1日

㈱富士通ビジネスシステ
ム
東京都文京区後楽１－７
－２７

他社が作業を行った場合には，現在
稼働中のシステムに支障が生じること
になるため，本件業務を遂行可能な者
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１０
２条の４第３号）

― 1,049,475 ― ―

176

法務図書館の保有する図書目録
データ及び法律関係雑誌記事索引
データをインターネットに公開するた
めのシステムの保守管理　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20年4月1日
㈱ブレインテック
東京都品川区東五反田１
－７－６

当該システムは，契約の相手方が独
自に開発を行ったものであり，他社が
作業を行った場合には，現在稼働中
のシステムに支障が生じることになる
ため，本件業務を遂行可能な者は契
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）

― 1,008,000 ― ―

177
国家公務員カード発行管理システム
機器賃借料　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20年4月1日

富士通㈱
東京都港区東新橋１－５
－２
センチュリー・リーシング・
システム㈱
東京都港区浜松町２－４
－１

平成１８年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 999,552 ― ―

178
登記情報システム事務処理用印刷
装置賃借料　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20年4月1日
ＮＴＴファイナンス㈱
東京都港区芝浦１－２－１

平成１６年度に競争入札により借り入
れた当該機器等について，継続して賃
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）

― 982,800 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

179
登記識別通知用プリンタ賃借料　１
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20年4月1日
㈱リコー
東京都大田区中込１－３
－６

前年度に引き続き，同機器を継続して
賃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）

― 869,400 ― ―

180
平成２０年度旧司法試験短答式試
験会場賃借料　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20年4月3日

㈱早稲田大学ファシリティ
マネジメント
東京都新宿区馬場下町５
－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）。

― 1,548,241 ― ―

181
平成２０年度旧司法試験短答式試
験会場賃借料　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20年4月3日
関西大学
大阪府吹田市山手町3-3-
35

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）。

― 1,302,800 ― ―

182
出入国審査用旅券自動読取装置移
設作業　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20年4月7日
パナソニック・システムソ
リューションズ・ジャパン㈱
新宿区新宿５-１５-５

契約の相手方は，当該システムの著
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）

― 2,507,400 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

183
登記諸用紙，登記簿用バインダー，
供託諸用紙の製造

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20年4月9日
(財)矯正協会
東京都中野区新井３-３７-
２

刑務作業は刑法第１２条第２項に規定
する懲役受刑者の「所定の作業」であ
り，懲役刑の本質的な要素をなすこと
に加え，勤労意欲を養成し，職業的知
識及び技能を付与することが，受刑者
の改善更生を図る上で， も重要な処
遇方法の一つである。
　本件は，（財）矯正協会刑務作業協
力事業部から事務用消耗品（刑務所
作業製品）を買い入れるものである
が，同事業部は，国の刑務作業の安
定的運営に協力する目的で設立され，
国から補助金の交付を受け，これを原
資として刑務作業運営に必要な原材
料の提供を行い，同原材料により製作
された製品の販売を行っているため，
随意契約としたもの。（会計法第２９条
の３第５項，予算決算及び会計令第９
９条第１６号）

― 63,531,072 ― 19
単価契約
１枚当たり１
円ほか８２件

184 現行日本法規　各号７１３部

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20年4月17日
㈱ぎょうせい
東京都港区南青山２-１１-
１７

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，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，特例政令第１３条第１項第２号）

― 40,730,976 ― ―
単価契約
各号１部
９７円

185 タクシーサービス　　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
（東京都千代田区霞ヶ関１
－１－１）

平成20年4月1日

東京都個人タクシー協
同組合
東京都中野区弥生町５
－６－６

道路運送法第９条による認可料金
が同一であり競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第3号）

― 25,453,470 ― ―

単価契約
関東運輸局
長の認可を
受けた一般
乗用旅客自
動車運送業
の運賃及び
料金
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

186 タクシーサービス　　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
（東京都千代田区霞ヶ関１
－１－１）

平成20年4月1日

日個連東京都営業協
同組合
東京都豊島区巣鴨１－
９－１

道路運送法第９条による認可料金
が同一であり競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第3号）

― 14,486,640 ― ―

単価契約
関東運輸局
長の認可を
受けた一般
乗用旅客自
動車運送業
の運賃及び
料金

187 タクシーサービス　　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
（東京都千代田区霞ヶ関１
－１－１）

平成20年4月1日

東京無線協同組合
東京都杉並区高円寺
北２－１－２０

道路運送法第９条による認可料金
が同一であり競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第3号）

― 10,857,226 ― ―

単価契約
関東運輸局
長の認可を
受けた一般
乗用旅客自
動車運送業
の運賃及び
料金

188 タクシーサービス　　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
（東京都千代田区霞ヶ関１
－１－１）

平成20年4月1日

チェッカーキャブ無線協
同組合
東京都中央区銀座８－
１１－１

道路運送法第９条による認可料金
が同一であり競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第3号）

― 10,857,226 ― ―

単価契約
関東運輸局
長の認可を
受けた一般
乗用旅客自
動車運送業
の運賃及び
料金

189 タクシーサービス　　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
（東京都千代田区霞ヶ関１
－１－１）

平成20年4月1日

共同無線タクシー協同
組合
東京都豊島区上池袋１
－３８－５

道路運送法第９条による認可料金
が同一であり競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第3号）

― 10,857,226 ― ―

単価契約
関東運輸局
長の認可を
受けた一般
乗用旅客自
動車運送業
の運賃及び
料金
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

190 タクシーサービス　　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
（東京都千代田区霞ヶ関１
－１－１）

平成20年4月1日

株式会社グリーンキャ
ブ
東京都新宿区戸山３－
１５－１

道路運送法第９条による認可料金
が同一であり競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第3号）

― 21,714,452 ― ―

単価契約
関東運輸局
長の認可を
受けた一般
乗用旅客自
動車運送業
の運賃及び
料金

191 ハイヤーサービス　　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
（東京都千代田区霞ヶ関１
－１－１）

平成20年4月1日

日本交通株式会社日
比谷営業所
東京都千代田区日比
谷公園１－２

道路運送法第９条による認可料金
が同一であり競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第3号）

― 12,124,900 ― ―

単価契約
関東運輸局
長の認可を
受けた一般
乗用旅客自
動車運送業
（ハイヤー）
の運賃及び
料金

192 ＥＴＣカード利用　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
（東京都千代田区霞ヶ関１
－１－１）

平成20年4月1日

株式会社ジェーシー
ビー
東京都港区南青山５－
１－２２

同一使用区間における高速道路
等の利用料金は一律であり，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）

― 2,333,740 ― ―

単価契約
各高速道路
株式会社よ
り債権譲渡
された金額

193
コニカミノルタ社製電子複写機の保
守及び点検等に関する契約　一式

支出負担行為担当官
高検察庁検事総長　但木敬

一
（東京都千代田区霞が関1-1-
1）

平成20年4月1日

コニカミノルタビジネスソ
リューションズ㈱
東京都中央区日本橋本町
１－５－４

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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）

― 6,453,780 ― ―
単価契約
「１枚当たり４
円ほか１８件」
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

194
インターネットニュース・情報検索シ
ステム「時事インターネットニュース
サービス」の利用契約　一式

支出負担行為担当官
高検察庁検事総長　但木敬

一
東京高等検察庁検事長　樋渡
利秋
東京地方検察庁検事正　伊藤
鉄男
（東京都千代田区霞が関1-1-
1）

平成20年4月1日
㈱時事通信社
東京都中央区銀座５－１５
－８

当該サービスは，契約業者が開発した
総合情報サービスであり，契約業者以
外の者からのサービス提供はできない
ため。（会計法第29条の3第4項，予決
令第102条の4第3号）

― 4,536,000 ― ―

195
富士ゼロックス社製電子複写機の
保守及び点検等に関する契約　一
式

支出負担行為担当官
高検察庁検事総長　但木敬

一
（東京都千代田区霞が関1-1-
1）

平成20年4月1日
富士ゼロックス㈱
東京都港区赤坂９－７－３

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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）

― 3,731,292 ― ―

単価契約
「１枚当たり
４．０５円ほか
５件」

196
東芝社製電子複写機の保守及び点
検等に関する契約　一式

支出負担行為担当官
高検察庁検事総長　但木敬

一
（東京都千代田区霞が関1-1-
1）

平成20年4月1日

東芝テックビジネスソ
リューション㈱
東京都品川区東五反田２
－１７－２

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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）

― 3,172,500 ― ―
単価契約
「１枚当たり６
円ほか４件」

197 後納郵便料　一式

支出負担行為担当官
高検察庁検事総長　但木敬

一
（東京都千代田区霞が関1-1-
1）

平成20年4月1日
郵便事業株式会社
東京都千代田区霞が関１
－３－２

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業株式会社のほかに一般信書
便事業を営むための許可を受けてい
る者がいないことから，競争を許さない
ため，随意契約としたもの。（会計法第
29条の3第4項，予決令第102条の4第
3号）

― 3,116,160 ― ―
単価契約
「1通当たり８
０円ほか」

198
京セラミタ社製電子複写機の保守及
び点検等に関する契約　一式

支出負担行為担当官
高検察庁検事総長　但木敬

一
（東京都千代田区霞が関1-1-
1）

平成20年4月1日
京セラミタジャパン㈱
東京都中央区日本橋１－
９－１５

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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）

― 1,401,672 ― ―
単価契約
「１枚当たり５
円ほか５件」

199 複写機の保守　一式

支出負担行為担当官
　東京高等検察庁検事長　樋
渡利秋
（東京都千代田区霞が関１－１
－１）

平成20年4月1日
富士ゼロックス株式会社
（東京都港区六本木三丁
目１番１号）

契約業者は，当該複写機の製造，納
入業者であり保守及び消耗品の安定
供給能力を有し，競争を許さないた
め。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 1,568,665 ― ―

単価契約
１枚あたり１．
１円
ほか２件
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

200 複写機の保守　一式

支出負担行為担当官
　東京高等検察庁検事長　樋
渡利秋
（東京都千代田区霞が関１－１
－１）

平成20年4月1日
リコー販売株式会社
（東京都中央区銀座六丁
目１４番６号）

契約業者は，当該複写機の製造，納
入業者であり保守及び消耗品の安定
供給能力を有し，競争を許さないた
め。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 2,035,780 ― ―

単価契約
１枚あたり２．
３円
ほか３件

201 複写機の保守　一式

支出負担行為担当官
　東京高等検察庁検事長　樋
渡利秋
（東京都千代田区霞が関１－１
－１）

平成20年4月1日

キヤノンマーケティング
ジャパン株式会社
（東京都港区港南二丁目
１６番６号）

契約業者は，当該複写機の製造，納
入業者であり保守及び消耗品の安定
供給能力を有し，競争を許さないた
め。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 1,054,142 ― ―

単価契約
１枚あたり３
円
ほか１件

202 新聞供給（３９部／日）

支出負担行為担当官
　東京高等検察庁検事長　樋
渡利秋
（東京都千代田区霞が関１－１
－１）

平成20年4月1日
丸の内新聞事業協同組合
（東京都千代田区内幸町
一丁目７番１０号）

再販売価格制度により価格競争の余
地がなく，また指定する納入場所に納
入できる業者が他にないため。
（会計法第２９条の３第５項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 1,756,572 ― ―

単価契約
１ヶ月あたり
３，９２５円
ほか５件

203 料金後納郵便物の取扱い　一式

支出負担行為担当官
　東京高等検察庁検事長　樋
渡利秋
（東京都千代田区霞が関１－１
－１）

平成20年4月1日
郵便事業株式会社
（東京都千代田区丸の内
二丁目７番２号）

郵便法又は民間事業者による親書の
送達に関する法律に規定する郵便及
び親書の送達が可能な事業者は，郵
便事業株式会社以外になく，競争を許
さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 4,087,100 ― ―
単価契約
１通あたり８０
円ほか

204 複写機７台の保守

支出負担行為担当官
　大阪高等検察庁検事長
  　大泉隆史
(大阪市福島区福島１－１－６
０)

平成20年4月1日

東芝テックビジネスソ
リューション(株)西日本支
社
大阪市北区大淀中1-1-30
梅田スカイビルウエスト28
Ｆ

契約の相手方は，当該機器の製造・
設置を行ったものであり，保守業務等
を迅速・確実に遂行可能な者は契約
の相手方のみであるため。（会計法第
２９条の３第４項，予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号）

― 2,350,782 ― ―

保守料につき
単価契約
１枚当たり
１７．０円
ほか４件

205 複写機６台の保守

支出負担行為担当官
　大阪高等検察庁検事長
  　大泉隆史
(大阪市福島区福島１－１－６
０)

平成20年4月1日
富士ゼロックス(株) 官公
庁支社西日本営業部
大阪市中央区瓦町3-6-5

契約の相手方は，当該機器の製造・
設置を行ったものであり，保守業務等
を迅速・確実に遂行可能な者は契約
の相手方のみであるため。（会計法第
２９条の３第４項，予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号）

― 1,748,325 ― ―

保守料につき
単価契約
１枚当たり
１２．９円
ほか３件
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

206 後納郵便料

支出負担行為担当官
　大阪高等検察庁検事長
  　大泉隆史
(大阪市福島区福島１－１－６
０)

平成20年4月1日
郵便事業(株)
東京都千代田区霞が関1-
3-2

郵便法又は民間事業者による信書の
送達に関する法律に規定に基づき，郵
便事業株式会社のほかに一般信書便
事業を営むための許可を受けている
者がいないことから，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予
算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

― 2,462,720 ― ―

単価契約
１通当たり
８０円ほか

207
法務総合研究所大阪支所寮電気需
給

支出負担行為担当官
　大阪高等検察庁検事長
  　大泉隆史
(大阪市福島区福島１－１－６
０)

平成20年4月1日
関西電力（株）
大阪市北区中之島3-6-16

新設の施設であり契約に向けて，契約
電力等のデータを準備しているところ
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）

― 2,202,953 ― ―

単価契約
基本料金
１６９０．５円
ほか２件

208 後納郵便

支出負担行為担当官
　名古屋高等検察庁検事長
中尾　巧
（愛知県名古屋市中区三の丸
4-3-1）

平成20年4月1日
郵便事業株式会社
東京都千代田区霞が関１
－３－２

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
日本郵政公社のほかに一般信書便事
業を営むための許可を受けている者
がいないことから，競争を許さないた
め，随意契約としたもの。（会計法第２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 1,326,620 ― ―
単価契約
１通当たり８０
円ほか

209 固定電話利用契約（１１回線）

支出負担行為担当官
　名古屋高等検察庁検事長
中尾　巧
（愛知県名古屋市中区三の丸
4-3-1）

平成20年4月1日
東日本電信電話株式会社
東京都新宿区西新宿３丁
目１９番２号

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第２９条の３第４項，予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

― 1,526,101 ― ―
単価契約
３分８．５円ほ
か

210 名古屋法務合同庁舎水道受給契約

支出負担行為担当官
　名古屋高等検察庁検事長
中尾　巧
（愛知県名古屋市中区三の丸
4-3-1）

平成20年4月1日
名古屋市
名古屋市三の丸３－１－１

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
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）

― 14,103,522 ― ―
単価契約
１㎥当たり２６
７円ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

211
法務総合研究所名古屋支所水道受
給契約

支出負担行為担当官
　名古屋高等検察庁検事長
中尾　巧
（愛知県名古屋市中区三の丸
4-3-1）

平成20年4月1日
名古屋市
名古屋市三の丸３－１－１

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
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）

― 1,635,532 ― ―
単価契約
１㎥当たり２６
７円ほか

212 名古屋法務合同庁舎ガス受給契約

支出負担行為担当官
　名古屋高等検察庁検事長
中尾　巧
（愛知県名古屋市中区三の丸
4-3-1）

平成20年4月1日
東邦瓦斯株式会社
名古屋市熱田区桜田町
１９－１８

ガスを安定的に供給することが可能な
事業者は契約相手方のみであり，契
約の性質または目的が競争を許さな
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）

― 11,286,936 ― ―
単価契約
１㎥当たり５
０．７５円ほか

213
法務総合研究所名古屋支所ガス受
給契約

支出負担行為担当官
　名古屋高等検察庁検事長
中尾　巧
（愛知県名古屋市中区三の丸
4-3-1）

平成20年4月1日
東邦瓦斯株式会社
名古屋市熱田区桜田町
１９－１８

ガスを安定的に供給することが可能な
事業者は契約相手方のみであり，契
約の性質または目的が競争を許さな
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）

― 2,209,053 ― ―
単価契約
１㎥当たり９
２．７７円ほか

214 カラー複写機保守契約

支出負担行為担当官
　名古屋高等検察庁検事長
中尾　巧
（愛知県名古屋市中区三の丸
4-3-1）

平成20年4月1日

キャノンマーケティング
ジャパン株式会社名古屋
支店
名古屋市東区東桜二丁目
２番１号

当該複写機の保守に必要な技術・能
力及び保守部品を有する者が契約業
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）

― 1,105,666 ― ―
単価契約
１枚あたり３５
円ほか６件

215 デジタル複写機保守契約

支出負担行為担当官
　名古屋高等検察庁検事長
中尾　巧
（愛知県名古屋市中区三の丸
4-3-1）

平成20年4月1日
富士ゼロックス（株）
名古屋市中区錦一丁目１
０番２０号

当該複写機の保守に必要な技術・能
力及び保守部品を有する者が契約業
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）

― 1,960,689 ― ―
単価契約
１枚あたり２
円ほか１件

216
広島地方法務合同庁舎で使用する
ガス

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

平成20年4月1日
広島ガス（株）
広島市南区皆実町２－７
－１

ガスを安定的に供給することが可能な
事業者は契約相手方のみであり，契
約の性質又は目的が競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予
決令第１０２条の４第３号）

― 7,656,000 ― ―

単価契約
基本料金856
円
ほか1件
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

217
広島地方法務合同庁舎で使用する
上下水道

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

平成20年4月1日
広島市水道局
広島市中区基町９番３２号

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
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）

― 5,514,000 ― ―

単価契約
基本料金
7,180円
ほか1件

218
複写機の保守及び消耗品等の供給
に関する契約(6台分)

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

平成20年4月1日
富士ゼロックス（株）広島
営業所
広島市南区稲荷町2-16

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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）

― 3,577,000 ― ―
単価契約
１枚当たり1.6
円ほか15件

219
複写機の保守及び消耗品等の供給
に関する契約(1台分)

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

平成20年4月1日
富士ゼロックス（株）広島
営業所
広島市南区稲荷町2-16

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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）

― 1,344,000 ― ―
単価契約
１枚当たり2.2
円ほか1件

220 加入電話通話料（11回線）

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

平成20年4月1日
東日本電信電話株式会社
東京都新宿区西新宿3丁
目19番2号

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第２９条の３第４項，予決令第１０
２条の４第３号）

― 1,284,000 ― ―
単価契約
基本料金
26,500円

221
ガス需給契約　一式
（福岡第二法務総合庁舎分）

支出負担行為担当官
　福岡高等検察庁検事長栃木
庄太郎ほか２名
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成20年4月1日
西部ガス㈱
福岡市博多区千代1-17-1

年間使用量１０万立方メートル未満の
契約については，一般ガス事業者の
みがその供給元となり，一般ガス事業
者は，供給区域が固定されている上，
一区域一事業者であることから，競争
を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

― 8,607,286 ― ―

単価契約
（1㎥当たり
186.16円ほ
か）
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

222 電話料等　一式

支出負担行為担当官
　福岡高等検察庁検事長栃木
庄太郎ほか１名
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成20年4月1日
東日本電信電話㈱
東京都新宿区西新宿3-
19-2

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的では
ない。そこで，法務省においては，各
業者の料金プランを比較検討した上，
法務省の電話等の利用形態にあった

も経済的と考えられるプランを選定
し，該当の業者と随意契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 5,009,494 ― ―
単価契約
（3分8.5円ほ
か）

223
水道需給契約　一式
（福岡第二法務総合庁舎分）

支出負担行為担当官
　福岡高等検察庁検事長栃木
庄太郎ほか２名
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成20年4月1日
福岡市
福岡市中央区天神1-8-1

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者（地方公共団体）が契
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１０２条の４第３号）

― 4,051,463 ― ―
単価契約
（1㎥当たり
416円ほか）

224
乾式複写機保守業務請負契約　一
式

支出負担行為担当官
　福岡高等検察庁検事長栃木
庄太郎
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成20年4月1日
㈱エビス事務器
福岡市博多区博多駅東3-
12-12

当該複写機の保守に必要な技術・能
力及び保守部品を有する者が契約業
者のみであり，競争を許さないこと並
びに機器購入時に，機器減価償却期
間である５年間の総使用量を基に保
守委託契約を含めた一般競争入札を
実施した結果得られた単価であるた
め。（会計法第２９条の３第４項，予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号）

― 2,869,057 ― ―
単価契約
（1枚当たり
2.50円ほか）

225
水道需給契約　一式
（法務総合研究所福岡支所分）

支出負担行為担当官
　福岡高等検察庁検事長栃木
庄太郎
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成20年4月1日
福岡市
福岡市中央区天神1-8-1

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者（地方公共団体）が契
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１０２条の４第３号）

― 1,891,890 ― ―
単価契約
（1㎥当たり
416円ほか）

226
乾式複写機保守業務請負契約　一
式

支出負担行為担当官
　福岡高等検察庁検事長栃木
庄太郎
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成20年4月1日
㈱福助屋
福岡市博多区博多駅前4-
8-10

当該複写機の保守に必要な技術・能
力及び保守部品を有する者が契約業
者のみであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 1,799,717 ― ―
単価契約
（1枚当たり
4.30円ほか）
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

227 後納郵便料契約　一式

支出負担行為担当官
　福岡高等検察庁検事長栃木
庄太郎
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成20年4月1日
郵便事業㈱
東京都千代田区霞が関1-
3-2

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業㈱のほかに一般信書便事業
を営むための許可を受けている者が
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）

― 1,691,150 ― ―

単価契約
（はがき１枚
当たり５０円
ほか）

228
ガス需給契約　一式
（法務総合研究所福岡支所分）

支出負担行為担当官
　福岡高等検察庁検事長栃木
庄太郎
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成20年4月1日
西部ガス㈱
福岡市博多区千代1-17-1

年間使用量１０万立方メートル未満の
契約については，一般ガス事業者の
みがその供給元となり，一般ガス事業
者は，供給区域が固定されている上，
一区域一事業者であることから，競争
を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

― 1,448,907 ― ―
単価契約
（1㎥当たり
191.2円ほか）

229
一般廃棄物処理搬出業務請負契約
一式
（福岡第二法務総合庁舎分）

支出負担行為担当官
　福岡高等検察庁検事長栃木
庄太郎ほか２名
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成20年4月1日
（財）ふくおか環境財団
福岡市博多区奈良屋町2-
1

一般廃棄物収集運搬許可については
福岡市の条例で定められているとこ
ろ，福岡市では一区域に一業者しか許
可されていないことから相手方以外と
契約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，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 1,290,480 ― ―

230 仙台法務総合庁舎ガス需給契約

支出負担行為担当官
　仙台高等検察庁検事長　大
塚清明
（宮城県仙台市青葉区片平１
－３－１）

平成20年4月1日
仙台市ガス局
宮城県仙台市宮城野区幸
町５－１３－１

ガスを安定的に供給可能な業者は契
約相手方のみであり，契約の性質又
は目的が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項）

― 8,211,725 ― ―

単価契約
１立方メート
ル当たり
７０．６４円ほ
か

231 仙台法務総合庁舎水道需給契約

支出負担行為担当官
　仙台高等検察庁検事長　大
塚清明
（宮城県仙台市青葉区片平１
－３－１）

平成20年4月1日
仙台市水道局
宮城県仙台市太白区南大
野田２９－１

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
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）

― 4,812,366 ― ―

単価契約
１立方メート
ル当たり
２０５円ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

232 一般電話通信契約

支出負担行為担当官
　仙台高等検察庁検事長　大
塚清明
（宮城県仙台市青葉区片平１
－３－１）

平成20年4月1日
東日本電信電話(株)
東京都新宿区西新宿３－
１９－２

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的では
ない。
そこで，法務省においては，各業者の
料金プランを比較検討した上，法務省
の電話等の利用形態に合った も経
済的と考えられるプランを選定し，該
当業者と随意契約したもの。（会計法
第２９条の３第４項，予決令第１０２条
の４第３号）

― 1,260,068 ― ―

単価契約
回線使用料
２，４００円ほ
か

233 複写機保守契約

支出負担行為担当官
　仙台高等検察庁検事長　大
塚清明
（宮城県仙台市青葉区片平１
－３－１）

平成20年4月1日
リコー東北(株)
宮城県仙台市青葉区五橋
１－５－３

対象複写機の保守に必要な技術・能
力及び保守部品を提供できる者が契
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）

― 1,170,307 ― ―
単価契約
１枚当たり
２．００円ほか

234
札幌第３合同庁舎及び札幌家庭簡
易裁判所庁舎で使用する上下水道
需給契約　一式

支出負担行為担当官
札幌高等検察庁検事長　大林
宏
（札幌市中央区大通西１２丁
目）

平成20年4月1日
札幌市
札幌市中央区大通東１１
丁目２３番地

水道法６条の規定に基づき，水道事業
を経営する者が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１０２条の
４第３号）

― 10,537,120 ― ―

単価契約
上水道基本
料金216,000
円ほか２件
下水道１ｍ3
当たり600円
ほか６件

235
札幌第３合同庁舎及び札幌家庭簡
易裁判所庁舎のじん芥（事業系一
般廃棄物）処理請負契約　一式

支出負担行為担当官
札幌高等検察庁検事長　大林
宏
（札幌市中央区大通西１２丁
目）

平成20年4月1日
（財）札幌市環境事業公社
札幌市中央区北１条東１
丁目４番１号

札幌市から事業系一般廃棄物の収集
運搬業務の事業許可を受けているの
は，同社のみであるため。（会計法第
２９条の３第４項，予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号）

― 1,472,806 ― ―

単価契約
一般ごみ１ｍ
3当たり4,350
円ほか１件

236 平成20年度後納郵便料

支出負担行為担当官
札幌高等検察庁検事長　大林
宏
（札幌市中央区大通西１２丁
目）

平成20年4月1日

郵便事業株式会社札幌支
店
札幌市東区北6条東1丁目
1番2号

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき、
郵便事業株式会社のほかに一般信書
便事業を営むための許可を受けてい
る者がいないことから、競争を許さない
ため、随意契約としたもの。（会計法第
29条の3第4項、予算決算及び会計令
第102条の4第3号）

― 1,157,970 ― ―
単価契約
はがき1枚50
円ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

237 平成20年度電話料

支出負担行為担当官
札幌高等検察庁検事長　大林
宏
（札幌市中央区大通西１２丁
目）

平成20年4月1日
東日本電信電話株式会社
東京都新宿区西新宿三丁
目１９番２号

電話料金については、競争の余地は
あるものの、電話料金等の各プランは
いずれも関係業者の約款に定められ
ているものであり、一般競争入札によ
る価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで、法務省においては、各業
者の料金プランを比較した上、法務省
の電話等の利用形態に合った も経
済的と考えられるプランを選定し、該
当の業者と随意契約するもの（会計法
第29条の3第4項、予算決令第102条
の4第3号)

― 1,105,149 ― ―
単価契約
通話料３分
８．５円他

238 ガス需給契約

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

平成20年4月1日
四国ガス（株）高松支店
香川県高松市松福町1-3-
8

ガス事業法の規定に基づくガス事業を
経営する者が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１０２条の４第
３号）

― 9,877,404 ― ―

単価契約
基本料金
9,220円ほか
１件
使用量料金
72.1円／㎥ほ
か１件

239 水道需給契約

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

平成20年4月1日
高松市水道局
香川県高松市番町1-10-
14

水道法第６条の規定に基づく水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
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１０２条の
４第３号）

― 4,007,995 ― ―

単価契約
基本料金
7,600円ほか
１件
使用量料金
240円／㎥ほ
か８件

240
乾式複写機の保守及び消耗品供給
契約

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

平成20年4月1日
石井事務機（株）
香川県高松市松福町2-4-
8

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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１０２
条の４第３号）

― 3,521,872 ― ―
単価契約
1枚2.7円ほか
13件

241
高松法務合同庁舎機械警備業務請
負契約

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

平成20年4月1日
四国警備保障（株）
香川県高松市六条町
1197-1

契約業者は，前年度の年間契約のた
めに実施した一般競争入札での落札
業者で，毎年契約業者を変更すると，
その都度既設設備の撤去及び新機器
設置のために新たな経費が発生する
ことから，現契約業者と契約すること
が有利であるため，随意契約としたも
の。（会計法第２９条の３第４項，予算
決算及び会計令第１０２条の４第４号
ロ）

― 1,039,920 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

242 角形気送管設備保守契約一式

支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　伊藤
鉄男
（東京都千代田区霞が関１－１
－１）

平成20年4月1日
（株）日本シューター
東京都千代田区神田駿河
台２－９

特別な技術，設備，品質保証能力等を
有する者が契約業者１社であり，競争
を許さないため（会計法第２９条の３第
４項，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 1,764,000 ― ―

243
共同通信総合情報サービス契約一
式

支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　伊藤
鉄男
（東京都千代田区霞が関１－１
－１）

平成20年4月1日
（株）共同通信社
東京都港区東新橋１－７
－１

当該サービスを提供できる者が契約
業者のみであるため（会計法第２９条
の３第４項，予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号）

― 2,520,000 ― ―

244
庁舎機械警備委託契約一式
（東京地方検察庁八王子支部ほか
５か所）

支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　伊藤
鉄男
（東京都千代田区霞が関１－１
－１）

平成20年4月1日
セコム（株）
東京都渋谷区神宮前１－
５－１

当該業務を開始した当初，契約会社
において各種機器設置工事を行って
おり，契約者を変更すると既設機器の
撤去及び新機器の設置工事を行うな
ど新たな工事費が必要になることから
有利であるため（会計法第２９条の３
第４項，予算決算及び会計令第１０２
条の４第４号ロ）

― 1,612,800 ― ―

245 複写機保守にかかる年間契約

支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　伊藤
鉄男
（東京都千代田区霞が関１－１
－１）

平成20年4月1日

コニカミノルタビジネスソ
リューションズ（株）
東京都中央区日本橋本町
１－５－４

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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１０２
条の４第３号）

― 70,131,510 ― ―
単価契約
モノクロ１枚
4.3円ほか

246 複写機保守にかかる年間契約

支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　伊藤
鉄男
（東京都千代田区霞が関１－１
－１）

平成20年4月1日
富士ゼロックス（株）
東京都港区３－１－１

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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１０２
条の４第３号）

― 15,272,941 ― ―
単価契約
モノクロ１枚
4.3円ほか

247 複写機保守にかかる年間契約

支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　伊藤
鉄男
（東京都千代田区霞が関１－１
－１）

平成20年4月1日

キヤノンマーケティング
ジャパン（株）
東京都港区港南２－１６－
６

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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１０２
条の４第３号）

― 14,646,629 ― ―
単価契約
モノクロ１枚
4.3円ほか
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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
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予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

再就職
の役員
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備　　考

248 複写機保守にかかる年間契約

支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　伊藤
鉄男
（東京都千代田区霞が関１－１
－１）

平成20年4月1日
リコー販売（株）
東京都中央区銀座６－１４
－６

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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１０２
条の４第３号）

― 3,363,955 ― ―
単価契約
モノクロ１枚
4.33円ほか

249
ＥＴＣスルーカードＮ使用にかかる年
間契約

支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　伊藤
鉄男
（東京都千代田区霞が関１－１
－１）

平成20年4月1日
（株）ジェーシービー
東京都港区南青山５－１
－２２青山ライズスクエア

高速道路等道路利用料金は一律であ
り，競争の余地がない。また，契約の
相手方は，年会費，カード発行料，事
務手数料等不要。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 4,120,273 ― ―

250 新聞供給契約（８１部／日）

支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　伊藤
鉄男
（東京都千代田区霞が関１－１
－１）

平成20年4月1日
丸の内新聞事業協同組合
東京都千代田区内幸町１
－７－１０

再販売価格維持制度により価格競争
の余地がなく，また指定する納入場所
に業者が他にないため（会計法第２９
条の３第４項，予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号）

― 3,644,616 ― ―
単価契約
月額3,925円
ほか

251 タクシー借り上げ年間契約

支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　伊藤
鉄男
（東京都千代田区霞が関１－１
－１）

平成20年4月1日

日個連東京都営業協同組
合
東京都豊島区巣鴨１－９
－１

道路運送法第９条による認可料金が
同一であり競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 14,689,060 ― ―

公募
単価契約
初乗り２キロ
710円ほか

252 携帯電話利用契約

支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　伊藤
鉄男
（東京都千代田区霞が関１－１
－１）

平成20年4月1日
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
東京都千代田区永田町２
－１１－１

引き続き当該業者と契約することによ
り，長期割引制度を 大限に活用でき
る
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 4,137,463 ― ―
単価契約
３０秒あたり
20円ほか
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No. 物品役務等の名称及び数量
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（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

253 電話料等

支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　伊藤
鉄男
（東京都千代田区霞が関１－１
－１）

平成20年4月1日
東日本電信電話（株）
東京都新宿区西新宿３－
１９－２

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等のプランは
いずれも関係業者の約款に定められ
ているものであり，一般競争による価
格競争を行うことは現実的でない。そ
こで，法務省においては，各業者のプ
ランを比較検討した上，法務省の電話
等の利用形態に合った も経済的と
考えられるプランを選定し，該当の業
者と随意契約した
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 23,750,327 ― ―
回線使用料
2,500円ほか

254 郵便の発送（料金後納）契約

支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　伊藤
鉄男
（東京都千代田区霞が関１－１
－１）

平成20年4月1日
郵便事業（株）
東京都千代田区霞が関１
－３－２

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業株式会社のほかに一般信書
便事業を営むための許可を受けてい
るものがいない
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 21,327,813 ― ―
単価契約
後納郵便80
円ほか

255 八王子法務総合庁舎水道需給契約

支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　伊藤
鉄男
（東京都千代田区霞が関１－１
－１）

平成20年4月1日
八王子市水道部
東京都八王子市元本郷町
３ー２４ー１

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が相手方のみである
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 19,476,948 ― ―

単価契約
上水道404円
／㎥
下水道345円
／㎥

256
武蔵野区検察庁庁舎敷地賃貸借契
約

支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　伊藤
鉄男
（東京都千代田区霞が関１－１
－１）

平成20年4月1日
宗教法人　月窓寺
東京都武蔵野市吉祥寺本
町１－１１－２６

武蔵野区検察庁庁舎敷地を継続賃借
するものであり，競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 5,128,956 ― ―

257
司法解剖に伴う検査料等に関する
契約

支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　伊藤
鉄男
（東京都千代田区霞が関１－１
－１）

平成20年4月1日
東京大学
東京都文京区本郷７－３
－１

司法解剖実施に伴う各種検査料等の
委託であり，当該契約の相手方は司
法解剖実施機関であるため（会計法
第29条の3第4項，予算決算及び会計
令第102条の4第3号）

― 38,016,000 ― ―

単価契約
血液生化学
検査
１部検体
30,000円ほか
２６件
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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
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の役員
の数
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258
司法解剖に伴う検査料等に関する
契約

支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　伊藤
鉄男
（東京都千代田区霞が関１－１
－１）

平成20年4月1日
東京慈恵会医科大学
東京都港区西新橋３－２５
－８

司法解剖実施に伴う各種検査料等の
委託であり，当該契約の相手方は司
法解剖実施機関であるため（会計法
第29条の3第4項，予算決算及び会計
令第102条の4第3号）

― 17,136,000 ― ―

単価契約
血液生化学
検査
１部検体
30,000円ほか
１９件

259
司法解剖に伴う検査料等に関する
契約

支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　伊藤
鉄男
（東京都千代田区霞が関１－１
－１）

平成20年4月1日
帝京大学
東京都板橋区加賀２－１１
－１

司法解剖実施に伴う各種検査料等の
委託であり，当該契約の相手方は司
法解剖実施機関であるため（会計法
第29条の3第4項，予算決算及び会計
令第102条の4第3号）

― 16,582,500 ― ―

単価契約
血液生化学
検査
１部検体
30,000円ほか
１９件

260
司法解剖に伴う検査料等に関する
契約

支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　伊藤
鉄男
（東京都千代田区霞が関１－１
－１）

平成20年4月1日
慶応義塾大学
東京都新宿区信濃町３５

司法解剖実施に伴う各種検査料等の
委託であり，当該契約の相手方は司
法解剖実施機関であるため（会計法
第29条の3第4項，予算決算及び会計
令第102条の4第3号）

― 11,430,000 ― ―

単価契約
血液生化学
検査
１部検体
30,000円ほか
１９件

261
司法解剖に伴う検査料等に関する
契約

支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　伊藤
鉄男
（東京都千代田区霞が関１－１
－１）

平成20年4月1日
東京医科歯科大学
東京都文京区湯島１－５
－４５

司法解剖実施に伴う各種検査料等の
委託であり，当該契約の相手方は司
法解剖実施機関であるため（会計法
第29条の3第4項，予算決算及び会計
令第102条の4第3号）

― 5,664,000 ― ―

単価契約
血液生化学
検査
１部検体
30,000円ほか
２１件

262
司法解剖に伴う検査料等に関する
契約

支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　伊藤
鉄男
（東京都千代田区霞が関１－１
－１）

平成20年4月1日
東京女子医科大学
東京都新宿区河田町８－
１

司法解剖実施に伴う各種検査料等の
委託であり，当該契約の相手方は司
法解剖実施機関であるため（会計法
第29条の3第4項，予算決算及び会計
令第102条の4第3号）

― 4,251,150 ― ―

単価契約
血液生化学
検査
１部検体
30,000円ほか
１９件

263
司法解剖に伴う検査料等に関する
契約

支出負担行為担当官
東京地方検察庁検事正　伊藤
鉄男
（東京都千代田区霞が関１－１
－１）

平成20年4月1日
杏林大学
東京都三鷹市新川６－２０
－２

司法解剖実施に伴う各種検査料等の
委託であり，当該契約の相手方は司
法解剖実施機関であるため（会計法
第29条の3第4項，予算決算及び会計
令第102条の4第3号）

― 3,311,000 ― ―

単価契約
血液生化学
検査
１部検体
30,000円ほか
２１件
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No. 物品役務等の名称及び数量
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264
複写機の保守及び消耗品等供給契
約

支出負担行為担当官
横浜地方検察庁検事正
渡辺一弘
（横浜市中区日本大通９）

平成20年4月1日
富士ゼロックス（株）
東京都港区赤坂２－１７－
２２

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び消耗品供給能力を有するものが
他になく，競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項，予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号）

― 26,236,645 ― ―

単価契約
黒モード3.95
円，フルカ
ラーモード
30.52円

265
複写機の保守及び消耗品等供給契
約

支出負担行為担当官
横浜地方検察庁検事正
渡辺一弘
（横浜市中区日本大通９）

平成20年4月1日

コニカミノルタテクノ東京
（株）神奈川支社
横浜市中区山下町２２番
地

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び消耗品供給能力を有するものが
他になく，競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項，予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号）

― 2,162,697 ― ―
単価契約
一枚5.4円（税
抜）

266 複写機賃貸借契約

支出負担行為担当官
横浜地方検察庁検事正
渡辺一弘
（横浜市中区日本大通９）

平成20年4月1日
（株）カイショー
横浜市西区平沼２－２－２

当該機器は一般競争入札により調達
し，５年リースの３年目で前年度に引き
続き賃貸借し，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 2,580,480 ― ―

267 タクシー供給契約

支出負担行為担当官
横浜地方検察庁検事正
渡辺一弘
（横浜市中区日本大通９）

平成20年4月1日
神奈川都市交通（株）
横浜市中区桜木町７－４１

道路運送法第９条による認可料金が
同一であり競争を許さないことから，公
募により契約業者を特定し契約を締結
したもの。（会計法第２９条の３第４項，
予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号）

― 3,541,681 ― ―
関東運輸局
長認可料金

268 タクシー供給契約

支出負担行為担当官
横浜地方検察庁検事正
渡辺一弘
（横浜市中区日本大通９）

平成20年4月1日

神奈川個人タクシー協同
組合
横浜市磯子区新磯子町６
－１０

道路運送法第９条による認可料金が
同一であり競争を許さないことから，公
募により契約業者を特定し契約を締結
したもの。（会計法第２９条の３第４項，
予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号）

― 2,968,120 ― ―
関東運輸局
長認可料金
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269 電話料

支出負担行為担当官
横浜地方検察庁検事正
渡辺一弘
（横浜市中区日本大通９）

平成20年4月1日
東日本電信電話株式会社
東京都新宿区西新宿3-
19-2

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第２９条の３第４項，予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

― 15,712,245 ― ―
単価契約
３分８．５円ほ
か

270 ガス料

支出負担行為担当官
横浜地方検察庁検事正
渡辺一弘
（横浜市中区日本大通９）

平成20年4月1日
東京ガス株式会社
東京都港区海岸1-5-20

ガス事業法の規定に基づくガス事業を
経営する者が契約の相手方のみであ
り，契約の性質又は目的が競争を許さ
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）

― 7,754,333 ― ―
単価契約
１㎥につき
120.07円ほか

271 水道料

支出負担行為担当官
横浜地方検察庁検事正
渡辺一弘
（横浜市中区日本大通９）

平成20年4月1日
横浜市
横浜市中区山下町２４６

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であり，契約の性質又は目的が競争を
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）

― 4,801,813 ― ―
単価契約
１㎥につき３６
９円ほか

272 後納郵便料

支出負担行為担当官
横浜地方検察庁検事正
渡辺一弘
（横浜市中区日本大通９）

平成20年4月1日
郵便事業株式会社
東京都台東区蔵前１－３
－２５

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業株式会社のほかに一般信書
便事業を営むための許可を受けてい
る者がいないことから，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予
算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

― 18,754,375 ― ―
単価契約
１通当たり８０
円ほか

273 庁舎機械警備契約

支出負担行為担当官
横浜地方検察庁検事正
渡辺一弘
（横浜市中区日本大通９）

平成20年4月1日
セコム株式会社
東京都渋谷区神宮前１－
５－１

契約業者は，前年度の一般競争入札
のよる落札業者で，毎年契約業者を
変更すると，その都度既設機器の撤
去及び新機器の設置工事を行う必要
があり，継続契約の方が安価であるた
め。（会計法第２９条の３第４項，予算
決算及び会計令第１０２条の４第４号
ロ）

― 1,413,720 ― ―
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274
複写機３７台の保守点検等請負契
約　一式

支出負担行為担当官
　さいたま地方検察庁検事正
山本修三
（埼玉県さいたま市浦和区高砂
3-16-58）

平成20年4月1日

リコー販売（株）埼玉事業
本部
埼玉県さいたま市北区宮
原町3-77-2

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び消耗品供給能力を有するものが
他になく，競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項，予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号）

― 25,426,935 ― ―

単価契約
モノクロ１枚
当たり3.9円
フルカラー１
枚当たり35.0
円
ほか６件

275
さいたま地方検察庁，管内支部及び
区検察庁の後納郵便料契約　一式

支出負担行為担当官
　さいたま地方検察庁検事正
山本修三
（埼玉県さいたま市浦和区高砂
3-16-58）

平成20年4月1日
郵便事業株式会社
東京都台東区蔵前1-3-25

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業株式会社のほかに一般信書
便事業を営むための許可を受けてい
るものがいないことから，競争を許さな
いため，随意契約としたもの。（会計法
第２９条の３第４項，予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号）

― 17,268,590 ― ―
単価契約
封書１通当た
り80円ほか

276
さいたま地方検察庁，管内支部及び
区検察庁の電話利用契約　一式

支出負担行為担当官
　さいたま地方検察庁検事正
山本修三
（埼玉県さいたま市浦和区高砂
3-16-58）

平成20年4月1日
東日本電信電話（株）
東京都新宿区西新宿3-
19-2

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第２９条の３第４項，予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

― 10,376,069 ― ―
単価契約
通話料３分当
たり8.5円ほか

277
さいたま法務総合庁舎，さいたま地
方検察庁大宮分室及び大宮区検察
庁の上下水道需給契約　一式

支出負担行為担当官
　さいたま地方検察庁検事正
山本修三
（埼玉県さいたま市浦和区高砂
3-16-58）

平成20年4月1日
さいたま市水道局
埼玉県さいたま市浦和区
針ヶ谷1-18-2

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
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１０２条の
４第３号）

― 9,894,682 ― ―

単価契約
基本料金
月額90,825円
ほか
水量料金
１㎥当たり310
円ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

278
さいたま法務総合庁舎，さいたま地
方検察庁管内支部及び区検察庁の
ガス需給契約　一式

支出負担行為担当官
　さいたま地方検察庁検事正
山本修三
（埼玉県さいたま市浦和区高砂
3-16-58）

平成20年4月1日
東京ガス（株）
東京都港区海岸1-5-20

ガス事業法の規定に基づくガス事業を
経営する者が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１０２条の４第
３号）

― 4,949,898 ― ―

単価契約
基本料金
月額1,890円
ほか
ガス従量料金
１㎥当たり
68.41円ほか

279 一般乗用旅客自動車供給契約一式

支出負担行為担当官
　さいたま地方検察庁検事正
山本修三
（埼玉県さいたま市浦和区高砂
3-16-58）

平成20年4月1日
（株）埼玉交通
埼玉県さいたま市南区鹿
手袋2-13-1

当該契約は，道路運送法第９条第１項
による認可料金が同一で，競争を許さ
ないことから，公募手続きにおいて応
募してきた業者と契約を締結したた
め。（会計法第２９条の３第４項，予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号）

― 3,025,250 ― ―

道路運送法
第９条第１項
による国土交
通大臣の認
可を受けた金
額

280 複写機保守料

支出負担行為担当官
千葉地方検察庁　増田暢也
（千葉市中央区中央４丁目１１
番１号）

平成20年4月1日
㈱千葉測器
千葉市中央区都町２丁目
１９番３号

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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）

― 18,766,481 ― ―

単価契約
白黒１枚当た
り3.675円ほ
か

281 タクシー借上料

支出負担行為担当官
千葉地方検察庁　増田暢也
（千葉市中央区中央４丁目１１
番１号）

平成20年4月1日
富士タクシー㈱
千葉市中央区出洲港１４
番６号

道路運送法第９条による認可料金が
同一であり競争を許さないことから，公
募により契約業者を特定し契約を締結
したもの（会計法第２９条の３第４項，
予決令第１０２条の４第３号）

― 2,669,910 ― ―
関東運輸局
長認可料金

282
千葉第２地方合同庁舎で使用する
上水道料

支出負担行為担当官
千葉地方検察庁　増田暢也
（千葉市中央区中央４丁目１１
番１号）

平成20年4月1日
千葉県水道局
千葉市花見川区幕張町５
丁目４１７番２４号

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
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）

― 3,699,470 ― ―
単価契約
１㎥につき
59.85円ほか

283
千葉第２地方合同庁舎で使用する
下水道料

支出負担行為担当官
千葉地方検察庁　増田暢也
（千葉市中央区中央４丁目１１
番１号）

平成20年4月1日
千葉市
千葉市中央区千葉港１番
１号

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
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）

― 1,996,685 ― ―
単価契約
１㎥につき15
円ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

284
千葉第２地方合同庁舎で使用する
ガス料

支出負担行為担当官
千葉地方検察庁　増田暢也
（千葉市中央区中央４丁目１１
番１号）

平成20年4月1日
東京ガス㈱
千葉市美浜区幸町１丁目
６番８号

ガスを安定的に供給することが可能な
事業者は契約相手方のみであり，契
約の性質又は目的が競争を許さない
ため（会計法第２９条の３第４項，予決
令第１０２条の４第３号）

― 3,727,708 ― ―
単価契約
１㎥につき
64.92円ほか

285
松戸法務総合庁舎で使用するガス
料

支出負担行為担当官
千葉地方検察庁　増田暢也
（千葉市中央区中央４丁目１１
番１号）

平成20年4月1日
京葉瓦斯㈱
千葉県市川市市川南２丁
目８番８号

ガスを安定的に供給することが可能な
事業者は契約相手方のみであり，契
約の性質又は目的が競争を許さない
ため（会計法第２９条の３第４項，予決
令第１０２条の４第３号）

― 3,065,866 ― ―
単価契約
１㎥につき
63.79円ほか

286 電話料

支出負担行為担当官
千葉地方検察庁　増田暢也
（千葉市中央区中央４丁目１１
番１号）

平成20年4月1日
東日本電信電話㈱
東京都新宿区西新宿３丁
目１９番２号

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態にあった
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの（会計
法第２９条の３第４項，予決令第１０２
条の４第３号）

― 12,560,156 ― ―
単価契約
３分8.5円ほ
か

287 後納郵便料

支出負担行為担当官
千葉地方検察庁　増田暢也
（千葉市中央区中央４丁目１１
番１号）

平成20年4月1日
郵便事業㈱
東京都千代田区霞が関１
丁目３番２号

郵便法及び民間業者による信書の送
達に関する法律の規定に基づき，郵
便事業㈱のほかに一般信書便事業を
営むための許可を受けている者がい
ないことから，競争を許さないため，随
意契約としたもの（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

― 13,654,358 ― ―
単価契約
１通当たり80
円ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

288
庁舎機械警備委託に関する契約一
式

支出負担行為担当官
　水戸地方検察庁検事正　勝
丸充啓
　水戸地方法務局長　吉澤勇
治
　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20年4月1日
綜合警備保障（株）
東京都港区元赤坂１－６
－６

庁舎機械警備を行うために契約業者
の独自のシステムを設置しているとこ
ろ，契約の相手方を他の業者を変更
する場合には，当該システムの撤去及
び他の業者のシステムを設置するた
めの新たな経費が発生することから，
現契約業者と契約することが有利であ
るため，随意契約とした。（会計法第２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
の第４号ロ）

― 1,310,400 ― ―

289
デジタル複合機等１３台の保守に関
する契約一式

支出負担行為担当官
　水戸地方検察庁検事正　勝
丸充啓
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成20年4月1日
株式会社東和
茨城県水戸市吉沢町１０６
０－２

当該機器の保守に技術・能力及び保
守部品を有する者が契約業者のみで
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）

― 8,582,957 ― ―
単価契約
１枚当たり３．
９円ほか７件

290
カラー複合機等５台の保守に関する
契約一式

支出負担行為担当官
　水戸地方検察庁検事正　勝
丸充啓
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成20年4月1日

関彰商事株式会社情報事
務機部水戸支店
茨城県ひたちなか市枝川
２７７

当該機器の保守に技術・能力及び保
守部品を有する者が契約業者のみで
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）

― 3,528,063 ― ―
単価契約
１枚当たり２．
５円ほか７件

291
ガス供給に関する契約一式
（水戸地方法務合同庁舎）

支出負担行為担当官
　水戸地方検察庁検事正　勝
丸充啓
　水戸地方法務局長　吉澤勇
治
　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20年4月1日

東部瓦斯株式会社茨城支
社
茨城県水戸市宮町２－８
－１４

ガスを安定的に供給することが可能な
業者は契約相手方のみであり，契約
の性質又は目的が競争を許さないた
め。

― 5,245,152 ― ―
単価契約
１㎥当たり１５
０．２１円ほか

292
ガス供給に関する契約一式
（水戸地方検察庁土浦支部）

支出負担行為担当官
　水戸地方検察庁検事正　勝
丸充啓
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成20年4月1日

東部瓦斯株式会社茨城南
支社
茨城県土浦市有明町２－
４９

ガスを安定的に供給することが可能な
業者は契約相手方のみであり，契約
の性質又は目的が競争を許さないた
め。

― 1,699,595 ― ―
単価契約
１㎥当たり１５
０．２１円ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

293 電話料金

支出負担行為担当官
　水戸地方検察庁検事正　勝
丸充啓
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成20年4月1日
東日本電信電話株式会社
東京都新宿区西新宿３－
１９－２

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第２９条の３第４項，予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

― 8,033,099 ― ―
単価契約
３分８．５円ほ
か

294 後納郵便料金

支出負担行為担当官
　水戸地方検察庁検事正　勝
丸充啓
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成20年4月1日

郵便局株式会社水戸中央
郵便局
茨城県水戸市三の丸１－
４－２９

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
日本郵政公社のほかに一般信書便事
業を営むための許可を受けている者
がいないことから，競争を許さないた
め，随意契約としたもの。（会計法第２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 6,943,000 ― ―
単価契約
１通当たり８０
円ほか

295 後納郵便料契約

支出負担行為担当官
　宇都宮地方検察庁検事正
　高井新二
　（栃木県宇都宮市小幡2-1-
11）

平成20年4月1日
郵便事業㈱
東京都千代田区霞が関1
丁目3番2号

供給することが可能な業者が１社であ
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）

― 6,195,540 ― ―

単価契約
封書１通当た
り８０円
ほか

296 電話通信

支出負担行為担当官
　宇都宮地方検察庁検事正
　高井新二
　（栃木県宇都宮市小幡2-1-
11）

平成20年4月1日
東日本電信電話㈱
東京都新宿区西新宿3-
19-2

法務省において，割引の適用を受けて
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）。

― 5,816,916 ― ―

単価契約
市内３分当た
り８．５円
ほか

297 複合機の保守及び消耗品供給

支出負担行為担当官
　宇都宮地方検察庁検事正
　高井新二
　（栃木県宇都宮市小幡2-1-
11）

平成20年4月1日
関東マルワ産業㈱
栃木県宇都宮市平出工業
団地38-38

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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）。

― 2,267,346 ― ―

単価契約
ブラック１枚
当たり４円
ほか２件
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

298 複合機の保守及び消耗品供給

支出負担行為担当官
　宇都宮地方検察庁検事正
　高井新二
　（栃木県宇都宮市小幡2-1-
11）

平成20年4月1日
マツイ事務器㈱
栃木県宇都宮市松が峰1-
1-16　松井ビル２階

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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）。

― 1,787,563 ― ―

単価契約
ブラック１枚
当たり２円
ほか１件

299 ガス供給

支出負担行為担当官
　宇都宮地方検察庁検事正
　高井新二
　（栃木県宇都宮市小幡2-1-
11）

平成20年4月1日
東京ガス㈱宇都宮支社
宇都宮市東宿郷4-2-16

ガスを安定的に供給することが可能な
事業者は契約相手方のみであり，契
約の性質又は目的が競争を許さない
ため（会計法第２９条の３第４項，予決
令第１０２条の４第３号）。

― 3,041,845 ― ―

単価契約
空調夏季契
約
定額基本料
金（その他
季）４７，２５０
円ほか

300 上下水道供給

支出負担行為担当官
　宇都宮地方検察庁検事正
　高井新二
　（栃木県宇都宮市小幡2-1-
11）

平成20年4月1日
宇都宮市上下水道局
宇都宮市河原町1-41

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
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）。

― 1,676,496 ― ―

単価契約
基本料金（口
径75mm）
14,773.5円
ほか

301 静電式複写機（モノクロ）保守契約

支出負担行為担当官
　前橋地方検察庁検事正　吉
田博視
（群馬県前橋市大手町３－２－
１）

平成20年4月1日
リコー販売（株）群馬支社
群馬県前橋市元総社町５
２７ー３

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
のみであったため。（会計法第２９条の
３第４項，予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

― 1,126,146 ― ―
単価契約
単価１枚４．９
円ほか１件

302 静電式複写機（カラー）保守契約

支出負担行為担当官
　前橋地方検察庁検事正　吉
田博視
（群馬県前橋市大手町３－２－
１）

平成20年4月1日
リコー販売（株）群馬支社
群馬県前橋市元総社町５
２７ー３

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
のみであったため。（会計法第２９条の
３第４項，予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

― 2,400,249 ― ―
単価契約
単価１枚３０．
４円ほか５件

303 カラー複写機（リース機）保守契約

支出負担行為担当官
　前橋地方検察庁検事正　吉
田博視
（群馬県前橋市大手町３－２－
１）

平成20年4月1日
リコー販売（株）群馬支社
群馬県前橋市元総社町５
２７ー３

複写機本体につき，平成１８年度にお
いて５年間の保守料を含めた一般競
争入札に付して調達しており，当該機
器の保守に必要な技術・能力を有する
業者が契約業者に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 2,505,747 ― ―
単価契約
単価１枚１９．
８円ほか１件
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

304 複写機保守契約

支出負担行為担当官
　前橋地方検察庁検事正　吉
田博視
（群馬県前橋市大手町３－２－
１）

平成20年4月1日
リコー販売（株）群馬支社
群馬県前橋市元総社町５
２７ー３

複写機本体につき，平成１９年度にお
いて５年間の保守料を含めた一般競
争入札に付して調達しており，当該機
器の保守に必要な技術・能力を有する
業者が契約業者に特定されるため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 1,420,992 ― ―
単価契約
単価１枚１．８
円ほか１件

305
支部，管内区検察庁の庁舎機械警
備業務委託契約

支出負担行為担当官
　前橋地方検察庁検事正　吉
田博視
（群馬県前橋市大手町３－２－
１）

平成20年4月1日
セコム上信越（株）
新潟県新潟市中央区新光
町１－１０

平成１９年度において，機器設置を含
めた５年間の機械警備業務の一般競
争入札を実施しており，契約業者を他
に変更すると機器の撤去及び設置な
ど新たな経費が発生することから，現
契約業者と契約することが有利である
ため。（会計法第２９条の３第４項，予
算決算及び会計令第１０２条の４第４
号ロ）

― 1,146,600 ― ―

306 ガス需給契約

支出負担行為担当官
　前橋地方検察庁検事正　吉
田博視
（群馬県前橋市大手町３－２－
１）

平成20年4月1日
東京ガス㈱
東京都港区海岸１－５－２
０

当庁は年間使用量が１０万立方メート
ル未満であり，ガス事業法により一般
ガス事業者の供給区域が特定されて
い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，予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

― 3,274,896 ― ―

単価契約
(空調夏季)基
本料１８９０円
ほか

307 後納郵便料

支出負担行為担当官
　前橋地方検察庁検事正　吉
田博視
（群馬県前橋市大手町３－２－
１）

平成20年4月1日
郵便事業（株）
東京都千代田区霞が関１
－３－２

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業（株）のほかに一般信書便事
業を営むための許可を受けている者
がいないことから，競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項，予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号）

― 2,793,104 ― ―
単価契約
１通８０円ほ
か
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

308 電話料等

支出負担行為担当官
　前橋地方検察庁検事正　吉
田博視
（群馬県前橋市大手町３－２－
１）

平成20年4月1日
東日本電信電話（株）
東京都新宿区西新宿３－
１９－２

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第２９条の３第４項，予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

― 3,601,522 ― ―
単価契約
単価３分８．５
円ほか

309 後納郵便料

支出負担行為担当官
静岡地方検察庁検事正　松田
章
（静岡市葵区追手町9番45号）

平成20年4月1日
郵便事業株式会社
千代田区霞が関１－３－２

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業株式会社のほかに一般信書
便事業を営むための許可を受けてい
るものがいないことから，競争を許さな
いため，随意契約としたもの。（会計法
第２９条の３第４項，予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号）

― 7,718,640 ― ―
単価契約
１通当たり８０
円ほか

310 電話通信契約

支出負担行為担当官
静岡地方検察庁検事正　松田
章
（静岡市葵区追手町9番45号）

平成20年4月1日
東日本電信電話株式会社
札幌市中央区南十四条西
１３丁目３－３３

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第２９条の３第４項，予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

― 10,420,296 ― ―
単価契約
３分当たり８．
５円ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

311 ゼロックス製複写機保守契約

支出負担行為担当官
静岡地方検察庁検事正　松田
章
（静岡市葵区追手町9番45号）

平成20年4月1日

富士ゼロックス静岡株式
会社
静岡市葵区常磐町２－１３
－１

当庁には，１９台の富士ゼロックス製
複写機が整備されているところ，同社
だけが代理店が納入した全機種につ
いて保守管理業務ができること，全機
種の整備資格を有するサービス要員
を有していることから，同社と契約する
しかないため。（会計法第２９条の３第
４項，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 9,202,008 ― ―
単価契約
１枚当たり３．
３円ほか５件

312
静岡地方法務総合庁舎ほか６庁に
おける機械警備委託契約

支出負担行為担当官
静岡地方検察庁検事正　松田
章
（静岡市葵区追手町9番45号）

平成20年4月1日
綜合警備保障株式会社
東京都港区赤坂１丁目６
番６号

平成１９年４月に６庁舎を集約した一
般競争入札を実施したところ，警備機
器の減価償却期間を５年としているこ
とから，今後，５年をめどとして入札を
実施することとなるため。（会計法第２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 2,079,000 ― ―

313 複写機７台の保守契約一式

支出負担行為担当官
甲府地方検察庁検事正  水野
美鈴
（山梨県甲府市中央1-11-8）

平成20年4月1日
(株)小林事務機
山梨県笛吹市石和町今井
185-2

購入年数の経過した複写機は，メンテ
ナンスや修理に要する部品調達が製
造メーカー系列でなければ早急に対
応できないため。（会計法第２９条の３
第４項，予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

― 4,220,210 ― ―

単価契約
モノクロ１枚
当たり４．６円
ほか２件

314 一般電話料

支出負担行為担当官
甲府地方検察庁検事正　水野
美鈴
（山梨県甲府市中央1-11-8）

平成20年4月1日
東日本電信電話(株)
埼玉県さいたま市浦和区
針ヶ谷4-2-20

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第２９条の３第４項，予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

― 2,235,514 ― ―
単価契約
３分８．５円ほ
か
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

315 後納郵便契約

支出負担行為担当官
甲府地方検察庁検事正　水野
美鈴
（山梨県甲府市中央1-11-8）

平成20年4月1日
郵便事業(株)
神奈川県横浜市中区桜木
町1-1

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業(株)のほかに一般信書便事
業を営むための許可を受けている者
がいないことから，競争を許さないた
め，随意契約としたもの。（会計法第２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 1,855,210 ― ―
単価契約
１通当たり８０
円ほか

316
フルカラー複合機３台の保守契約一
式

支出負担行為担当官
甲府地方検察庁検事正　水野
美鈴
（山梨県甲府市中央1-11-8）

平成20年4月1日
(株)小林事務機
山梨県笛吹市石和町今井
185-2

平成１９年１０月に５年リースを前提と
した一般競争入札によって調達した機
器であって，保守が可能な者は契約相
手方のみであり，契約の性質又は目
的が競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項，予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号）

― 1,159,446 ― ―

単価契約
モノクロ１枚
当たり１．９円
ほか５件

317 長野法務総合庁舎ガス需給契約

支出負担行為担当官
　長野地方検察庁検事正　長
井博美
（長野市旭町1108）

平成20年4月1日
長野都市ガス(株)長野支
社
長野市鶴賀1017

年間使用量１０万立方メートル未満の
契約については，一般ガス事業者の
みがその供給元となり，一般ガス事業
者は，供給区域が固定されている上，
一区域一事業者であることから，今後
も随意契約によらざるを得ない（会計
法第２９条の３第４項，予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号）

― 3,154,553 ― ―

単価契約
基本料
7,275.45円ほ
か

318 松本法務総合庁舎ガス需給契約

支出負担行為担当官
　長野地方検察庁検事正　長
井博美
（長野市旭町1108）

平成20年4月1日
松本ガス(株)
長野県松本市渚2-7-9

年間使用量１０万立方メートル未満の
契約については，一般ガス事業者の
みがその供給元となり，一般ガス事業
者は，供給区域が固定されている上，
一区域一事業者であることから，今後
も随意契約によらざるを得ない（会計
法第２９条の３第４項，予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号）

― 2,640,060 ― ―

単価契約
基本料
2,660.70円ほ
か
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

319 後納郵便料

支出負担行為担当官
　長野地方検察庁検事正　長
井博美
（長野市旭町1108）

平成20年4月1日
郵便事業株式会社
千代田区霞が関１－３－２

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
同社のほかに一般信書便事業を営む
ための許可を受けている者がいないこ
とから，競争を許さないため，随意契
約としたもの。（会計法第２９条の３第
４項，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 6,004,950 ― ―
単価契約
１通８０円ほ
か

320 一般電話料

支出負担行為担当官
　長野地方検察庁検事正　長
井博美
（長野市旭町1108）

平成20年4月1日

東日本電信電話(株)
札幌市中央区南十四条西
１３丁目３－３３　NTT南ビ
ル内

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第２９条の３第４項，予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

― 6,788,561 ― ―
単価契約
３分８．５円ほ
か

321 ＥＴＣコーポレートカード利用料

支出負担行為担当官
　長野地方検察庁検事正　長
井博美
（長野市旭町1108）

平成20年4月1日
中日本高速道路(株)
東京都八王子市宇津木町
２３１

高速道路等道路利用料金は一律であ
り，競争の余地がない
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 1,021,216 ― ―

322 複写機保守契約

支出負担行為担当官
　長野地方検察庁検事正　長
井博美
（長野市旭町1108）

平成20年4月1日
長野リコー代理店(株)丸陽
長野市青木島町青木島６
０３－７

契約の相手方は，当該機器の製造・
設置を行ったものであり，保守業務等
を迅速・確実に遂行可能な者は契約
の相手方のみであるため（会計法第２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 3,574,983 ― ―
単価契約
１枚当たり7.6
円ほか１１件

323 複写機保守契約

支出負担行為担当官
　長野地方検察庁検事正　長
井博美
（長野市旭町1108）

平成20年4月1日
コニカミノルタ代理店(株)
柳沢商店
長野市西後町１５５５

契約の相手方は，当該機器の製造・
設置を行ったものであり，保守業務等
を迅速・確実に遂行可能な者は契約
の相手方のみであるため（会計法第２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 3,870,090 ― ―
単価契約
１枚当たり3円
ほか３件
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

324
新潟地方法務総合庁舎ほか９庁舎
機械警備業務委託契約

支出負担行為担当官
新潟地方検察庁検事正　幕田
英雄
（新潟市中央区西大畑町５１９
１）

平成20年4月1日
新潟綜合警備保障（株）
新潟市東区小金町1-17-
20

警備機器設置後５年未満であり，同機
器の保守に必要な技術・能力及び保
守部品を有する者が契約業者のみで
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）

― 2,887,920 ― ―

325 複写機保守契約

支出負担行為担当官
新潟地方検察庁検事正　幕田
英雄
（新潟市中央区西大畑町５１９
１）

平成20年4月1日
コニカミノルタＮＣ（株）
新潟市江南区亀田工業団
地1-2-13

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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）

― 7,312,000 ― ―
単価契約
１枚当たり1.6
円ほか14件

326 一般電話・ＦＡＸ通信

支出負担行為担当官
新潟地方検察庁検事正　幕田
英雄
（新潟市中央区西大畑町５１９
１）

平成20年4月1日
東日本電信電話（株）
東京都新宿区西新宿3-
19-2

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第２９条の３第４項，予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

― 5,990,000 ― ―
単価契約
３分8.5円ほ
か

327 後納郵便契約

支出負担行為担当官
新潟地方検察庁検事正　幕田
英雄
（新潟市中央区西大畑町５１９
１）

平成20年4月1日
郵便事業（株）
東京都千代田区霞が関1-
3-2

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵政事業株式会社のほかに一般信書
便事業を営むための許可を受けてい
る者がいないことから，競争を許さない
ため，随意契約としたもの。（会計法第
２９条の３第４項，予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号）

― 4,564,000 ― ―
単価契約
１通当たり80
円ほか

328
新潟地方法務総合庁舎上下水道需
給契約

支出負担行為担当官
新潟地方検察庁検事正　幕田
英雄
（新潟市中央区西大畑町５１９
１）

平成20年4月1日
新潟市
新潟市中央区学校町通1-
602-1

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
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）

― 1,630,000 ― ―

単価契約
基本料金
12,860円
給水料金89
円ほか9件
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

329
長岡法務総合庁舎上下水道需給契
約

支出負担行為担当官
新潟地方検察庁検事正　幕田
英雄
（新潟市中央区西大畑町５１９
１）

平成20年4月1日
長岡市
長岡市幸町2-1-1

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
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）

― 1,803,000 ― ―

単価契約
基本料金
24,500円
給水料金82
円ほか５件

330 複写機保守及び消耗品供給契約

支出負担行為担当官
　大阪地方検察庁検事正　三
浦正晴
（大阪市福島区福島1ー1ー60）

平成20年4月1日

コニカミノルタビジネスソ
リューションズ㈱近畿直販
事業部
大阪市西区西本町２－３
－１０

複写機本体につき，平成１７年度から
同１９年度にかけて保守及び消耗品供
給費用を含めた一般競争入札に付し
て調達しているところ，契約の相手方
は，当該機器の製造・設置を行ったも
のであり，保守業務等を迅速・確実に
遂行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）

― 34,000,000 ― ―

単価契約
１キット当たり
９７，６５０円
ほか１１件

331 後納郵便料

支出負担行為担当官
　大阪地方検察庁検事正　三
浦正晴
（大阪市福島区福島1ー1ー60）

平成20年4月1日
郵便事業株式会社
東京都千代田区霞ヶ関１
－３－２

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業株式会社のほかに一般信書
便事業を営むための許可を受けてい
る者がいないことから，競争を許さない
ため，随意契約としたもの。（会計法第
２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

― 27,808,000 ― ―
単価契約
１通当たり８０
円ほか

332
一般公衆電話利用契約（国際，市内
外通話分）

支出負担行為担当官
　大阪地方検察庁検事正　三
浦正晴
（大阪市福島区福島1ー1ー60）

平成20年4月1日
東日本電信電話㈱
東京都新宿区西新宿３－
１９－２

電話料金については，競争の余地は
あるものの，電話料金等の各プランは
いずれも関係業者の約款に定められ
ているものであり，一般競争入札によ
る価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第２９条の３第４項，予決令第１０
２条の４第３号）

― 14,000,000 ― ―

単価契約
回線使用料
３，５３０円ほ
か８１件
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

333 大阪中之島合同庁舎ガス需給契約

支出負担行為担当官
　大阪地方検察庁検事正　三
浦正晴
（大阪市福島区福島1ー1ー60）

平成20年4月1日
大阪ガス㈱
大阪市中央区平野町４－
１－２

地球温暖化の防止策の一つとして，当
庁においてもガスの使用量を抑える傾
向にあり，今年度は大口需要を回避で
きる見込である。そのためガス事業法
により競争を許さない随意契約を締結
したもの。（会計法第２９条の３第４項，
予決令第１０２条の４第３号）

― 10,746,750 ― ―

単価契約
基本料金（夏
季）２８，０００
円ほか

334 大阪中之島合同庁舎水道需給契約

支出負担行為担当官
　大阪地方検察庁検事正　三
浦正晴
（大阪市福島区福島1ー1ー60）

平成20年4月1日
大阪市
大阪市福島区海老江５－
３－６

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
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）

― 9,813,111 ― ―
単価契約
上水道３６８
円／ｍ３ほか

335 タクシー供給契約

支出負担行為担当官
　大阪地方検察庁検事正　三
浦正晴
（大阪市福島区福島1ー1ー60）

平成20年4月1日

関西ハイタク事業協同組
合
大阪市北区東天満２－２
－１７

道路運送法第９条による認可料金が
同一であり競争性のない随意契約で
あるが，競争性及び透明性を担保する
ため公募により契約業者を特定し契約
を締結したもの。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

― 8,090,000 ― ―
近畿運輸局
長認可料金

336 タクシー供給契約

支出負担行為担当官
　大阪地方検察庁検事正　三
浦正晴
（大阪市福島区福島1ー1ー60）

平成20年4月1日

三菱ハイタク事業協同組
合
大阪府守口市八雲東町１
－８－２

道路運送法第９条による認可料金が
同一であり競争性のない随意契約で
あるが，競争性及び透明性を担保する
ため公募により契約業者を特定し契約
を締結したもの。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

― 8,090,000 ― ―
近畿運輸局
長認可料金

337 タクシー供給契約

支出負担行為担当官
　大阪地方検察庁検事正　三
浦正晴
（大阪市福島区福島1ー1ー60）

平成20年4月1日
日本交通株式会社
大阪市西区新町３－１４－
１３

道路運送法第９条による認可料金が
同一であり競争性のない随意契約で
あるが，競争性及び透明性を担保する
ため公募により契約業者を特定し契約
を締結したもの。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

― 8,090,000 ― ―
近畿運輸局
長認可料金
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

338
ごみ等処理手数料契約（事業系一
般廃棄物）

支出負担行為担当官
　大阪地方検察庁検事正　三
浦正晴
（大阪市福島区福島1ー1ー60）

平成20年4月1日
大阪市
大阪市西淀川区大和田２
－５－６６

大阪市条例等に基づき，大阪市から
事業系一般廃棄物の処理業務の許可
を受けているのは契約業者のみであ
り，競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 2,586,240 ― ―

後納・単価契
約
２４０円／１０
ｋｇ

339 携帯電話利用契約

支出負担行為担当官
　大阪地方検察庁検事正　三
浦正晴
（大阪市福島区福島1ー1ー60）

平成20年4月1日

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ関
西
大阪市北区梅田１－１０－
１

引き続き当該業者と契約することによ
り，長期割引制度を 大限に活用でき
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）

― 2,200,000 ― ―

単価契約
基本使用料
４，６００円／
月ほか５３件

340 ＥＬＮＥＴサービス供給契約

支出負担行為担当官
　大阪地方検察庁検事正　三
浦正晴
（大阪市福島区福島1ー1ー60）

平成20年4月1日

㈱エレクトロニック・ライブ
ラリー
東京都品川区西五反田８
－１１－１３

契約業者は，業務目的を達成するた
めに不可欠な特定の情報について当
庁の要求仕様に基づく情報を提供す
ることが可能な唯一の者であり，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）

― 2,200,000 ― ―

単価契約
低利用料１

００，０００円
／月ほか

341 京都法務合同庁舎水道需給契約

支出負担行為担当官
　京都地方検察庁検事正　戸
田信久
（京都市上京区新町通下長者
町下る）

平成20年4月1日
京都市上下水道局
京都市南区東九条東山王
町12

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
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）

― 2,754,974 ― ―

単価契約
基本料金
18,500円
従量料金162
円／1㎥ほか

342 京都法務合同庁舎ガス需給契約

支出負担行為担当官
　京都地方検察庁検事正　戸
田信久
（京都市上京区新町通下長者
町下る）

平成20年4月1日
大阪ガス(株)
大阪市中央区平野町4-1-
2

ガスを安定的に供給することが可能な
事業者は契約相手方のみであり，契
約の性質又は目的が競争を許さない
ため。（会計法第29条の3第4項，予決
令第102条の4第3号）

― 5,355,732 ― ―
単価契約
基本料金
1,155円ほか

343 電話通信契約

支出負担行為担当官
　京都地方検察庁検事正　戸
田信久
（京都市上京区新町通下長者
町下る）

平成20年4月1日
東日本電信電話(株)
札幌市中央区南十四条西
13-3-33　NTT南ビル内

法務省において，割引の適用を受けて
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）

― 6,573,565 ― ―
単価契約
３分８．５円
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

344 後納郵便料

支出負担行為担当官
　京都地方検察庁検事正　戸
田信久
（京都市上京区新町通下長者
町下る）

平成20年4月1日
郵便事業(株)
東京都千代田区霞が関1-
3-2

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業(株)のほかに一般信書郵便
業を営むための許可を受けている者
がいないことから，競争を許さないた
め，随意契約としたもの。（会計法第29
条の3第4項，予決令第102条の4第3
号）

― 8,663,720 ― ―
単価契約
１通８０円ほ
か

345 複合機の保守及び消耗品等供給

支出負担行為担当官
　神戸地方検察庁検事正
　杉本一重
（神戸市中央区橘通1-4-1）

平成20年4月1日

富士ゼロックス㈱西日本
支社
大阪市中央区安土町3-5-
12

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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）

― 13,159,322 ― ―

単価契約
1枚当たり
1.44円ほか17
件

346 複合機の保守及び消耗品等供給

支出負担行為担当官
　神戸地方検察庁検事正
　杉本一重
（神戸市中央区橘通1-4-1）

平成20年4月1日
コニカミノルタビジネスソ
リューションズ㈱大阪支社
大阪市西区西本町2-3-10

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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）

― 4,458,912 ― ―

単価契約
1枚当たり
2.45円ほか4
件

347 タクシー乗車票使用

支出負担行為担当官
　神戸地方検察庁検事正
　杉本一重
（神戸市中央区橘通1-4-1）

平成20年4月1日

兵庫県タクシー事業協同
組合
神戸市灘区岩屋北町7-2-
24

当該契約は，道路運送法第９条による
認可料金が同一であり競争を許さない
ことから，公募により契約業者を特定
し契約を締結したもの。（会計法第２９
条の３第４項，予決令第１０２条の４第
３号）

― 3,890,720 ― ―
近畿運輸局
長認可料金

348 ガス供給

支出負担行為担当官
　神戸地方検察庁検事正
　杉本一重
（神戸市中央区橘通1-4-1）

平成20年4月1日
大阪ガス㈱
大阪市中央区平野町4-1-
2

ガスを安定的に供給することが可能な
事業者は契約相手方のみであり，契
約の性質又は目的が競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予
決令第１０２条の４第３号）

― 4,891,098 ― ―
単価契約
基本料金
1,115円ほか

349
神戸法務総合庁舎で使用する上下
水道

支出負担行為担当官
　神戸地方検察庁検事正
　杉本一重
（神戸市中央区橘通1-4-1）

平成20年4月1日
神戸市
神戸市中央区加納町6-5-
1

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
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）

― 3,260,818 ― ―

単価契約
基本料金(上
水道14,969
円，下水道
799円)
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

350 後納郵便料

支出負担行為担当官
　神戸地方検察庁検事正
　杉本一重
（神戸市中央区橘通1-4-1）

平成20年4月1日
郵便事業株式会社
東京都霞ヶ関1-3-2

郵便法及び民間業者による信書の送
達に関する法律の規定に基づき，郵
政事業株式会社のほかに一般信書郵
便事業を営むための許可を受けてい
る者がいないことから，競争を許さない
ため，随意契約としたもの。（会計法第
２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

― 12,121,056 ― ―
単価契約
1通当たり80
円ほか

351 後納郵便料契約

支出負担行為担当官
奈良地方検察庁検事正　酒井
邦彦
（奈良市登大路町１－１）

平成20年4月1日

郵便事業（株）
東京都千代田区霞が関１
－３－２

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業（株）のほかに一般信書便事
業を営むための許可を受けている者
がいないことから，競争を許さないた
め，随意契約としたもの。（会計法第２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 3,760,000 ― ―
単価契約
１件当たり８０
円ほか

352 電話通信契約

支出負担行為担当官
奈良地方検察庁検事正　酒井
邦彦
（奈良市登大路町１－１）

平成20年4月1日
東日本電信電話(株)
東京都新宿区西新宿３－
１９－２

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第２９条の３第４項，予決令第１０
２条の４第３号）

― 3,180,000 ― ―
単価契約
 ３分８．５円
ほか

353
複写機保守及び消耗品供給契約一
式

支出負担行為担当官
奈良地方検察庁検事正　酒井
邦彦
（奈良市登大路町１－１）

平成20年4月1日

コニカミノルタビジネスソ
リューションズ（株）近畿直
販事業部
大阪市西区西本町２－３
－１０

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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）

― 3,665,962 ― ―

単価契約
複写１枚当た
り３円（税抜）
ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

354 庁舎機械警備業務委託　３庁舎

支出負担行為担当官
奈良地方検察庁検事正　酒井
邦彦
（奈良市登大路町１－１）

平成20年4月1日

綜合警備保障(株)奈良支
社
奈良市二条大路南１－２
－７

平成１９年３月に３庁舎を集約し機械
警備機器設置を含めた５年ベースの
一般競争入札を実施して得られた単
価であることと，現行設置機器の撤去
及び新機械警備機器の設置を行うと
新たな経費が発生することから，現行
設置機器の業者と契約することが有
利であるため随意契約とした。（会計
法第２９条の３第４項，予決令第１０２
条の４第４号ロ）

― 1,234,800 ― ―

355 複写機の保守一式

支出負担行為担当官
　大津地方検察庁検事正
　　　　　　　　　　　　松井　巖
（滋賀県大津市京町３－１－１）

平成20年4月1日
富士ゼロックス京都（株）
滋賀県大津市逢坂１－１
－１

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
のみであったため。（会計法第２９条の
３第４項，予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

― 2,393,672 ― ―

単価契約
１枚当たり
４．５円ほか３
件

356 複写機の保守一式

支出負担行為担当官
　大津地方検察庁検事正
　　　　　　　　　　　　松井　巖
（滋賀県大津市京町３－１－１）

平成20年4月1日

（株）三井田商事滋賀営業
所
滋賀県守山市吉身五丁目
４－３１

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
のみであったため。（会計法第２９条の
３第４項，予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

― 2,181,142 ― ―

単価契約
１枚当たり
２．５円ほか５
件

357 空調用ガス供給契約

支出負担行為担当官
　大津地方検察庁検事正
　　　　　　　　　　　　松井　巖
（滋賀県大津市京町３－１－１）
支出負担行為担当官代理
　大津地方法務局首席登記官
　　　　　　　　　　　　福本由美子
（滋賀県大津市京町３－１－１）
支出負担行為担当官
　大津保護観察所長
　　　　　　　　　　　吉田研一郎
（滋賀県大津市京町３－１－１）

平成20年4月1日
大津市企業局
滋賀県大津市御陵町３－
１

ガスを安定的に供給することが可能な
事業者は契約相手方のみであり，契
約の性質又は目的が競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予
算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

― 4,368,606 ― ―

単価契約
夏期空調
５９．８５円／
ｍ３ほか３件
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

358 電話通信契約

支出負担行為担当官
　大津地方検察庁検事正
　　　　　　　　　　　　松井　巖
（滋賀県大津市京町３－１－１）

平成20年4月1日
東日本電信電話（株）
札幌市中央区南十四条西
１３ー３－３３

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで法務省においては，各業者
の料金プランを比較検討した上，法務
省の電話等の利用形態に合った も
経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第２９条の３第４項，予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

― 2,489,483 ― ―
単価契約
３分８．５円
ほか１５件

359 後納郵便料契約

支出負担行為担当官
　大津地方検察庁検事正
　　　　　　　　　　　　松井　巖
（滋賀県大津市京町３－１－１）

平成20年4月1日
郵便事業（株）
東京都台東区蔵前１－３
－２５

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業株式会社のほかに一般信書
便事業を営むための許可を受けてい
る者がいないことから，競争を許さない
ため，随意契約としたもの。（会計法第
２９条の３第４項，予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号）

― 2,716,250 ― ―
単価契約
１通８０円ほ
か２８件

360 後納郵便契約

支出負担行為担当官
　和歌山地方検察庁検事正
玉井英章
（和歌山市二番丁３）

平成20年4月1日
郵便事業㈱
東京都台東区蔵前１－３
－２５

郵便法又は民間事業者による親書の
送達に関する法律に規定する郵便及
び親書の発送が可能な事業者は，郵
便事業㈱以外ないため。（会計法第２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 3,300,000 ― ―
単価契約
１通８０円ほ
か

361 加入電話契約

支出負担行為担当官
　和歌山地方検察庁検事正
玉井英章
（和歌山市二番丁３）

平成20年4月1日

東日本電信電話㈱
札幌市中央区南十四条西
１２－３－３３ＮＴＴ南ビル
内

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等各プランは
いずれも関係業者の定款に定められ
ているものであり，一般競争入札によ
る価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第２９条の３第４項，予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

― 3,900,000 ― ―
単価契約
３分８．５円ほ
か
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

362 複写機保守点検契約

支出負担行為担当官
　和歌山地方検察庁検事正
玉井英章
（和歌山市二番丁３）

平成20年4月1日
和歌山ゼロックス株
和歌山市内原1000-1

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する業者が契約業
者のみであるため（会計法第２９条の
３第４項，予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

― 2,800,000 ― ―
単価契約
複写１枚当た
り4.7円等

363 郵便料金後納契約

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

平成20年4月1日
郵便事業株式会社
東京都千代田区霞が関１
－３－２

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業株式会社のほかに一般信書
便事業を営むための許可を受けてい
る者がいないことから，競争を許さない
ため，随意契約としたもの。（会計法第
２９条の３第４項，予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号）

― 14,400,640 ― ―
単価契約
１通当たり８０
円ほか

364 固定電話利用契約（６１回線）

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

平成20年4月1日
東日本電信電話㈱
東京都新宿区西新宿３－
１９－２

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第２９条の３第４項，予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

― 12,133,694 ― ―
単価契約
３分８．５円ほ
か

365 複写機保守契約（２６台）

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

平成20年4月1日

コニカミノルタビジネスサ
ポート愛知㈱
名古屋市西区八筋町393-
1

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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）

― 11,179,969 ― ―
単価契約
１枚当たり1.9
円ほか６件

366 複写機保守契約（２７台）

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

平成20年4月1日
システムサポート㈱
名古屋市守山区西新4番
20号

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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）

― 6,607,706 ― ―

単価契約
１枚当たり
1.85円ほか３
件
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

367 タクシーチケット供給契約

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

平成20年4月1日
㈱ジェーシービー
東京都港区南青山５－１
－２２

道路運送法第９条第１項による認可料
金制度であることから，公募を実施し
たところ，申込み業者が当該契約業者
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）

― 5,953,680 ― ―
運輸局認可
料金
公募を実施

368 一宮法務合同庁舎ガス供給契約

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

平成20年4月1日
東邦ガス㈱
名古屋市熱田区桜田町
19-18

ガスを安定的に供給することができる
ことが可能な事業者は契約相手方の
みであり，契約の性質又は目的が競
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）

― 1,899,606 ― ―
単価契約
基本料金７２
１２．８円ほか

369
一宮法務合同庁舎ほか４庁舎機械
警備委託契約

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

平成20年4月1日
セコム㈱
東京都渋谷区神宮前１丁
目５番１号

庁舎機械警備を行うために契約業者
の独自のシステムを設置しているとこ
ろ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及
び他の業者のシステムを設置するた
めの新たな経費が発生することから，
現契約業者と契約することが有利であ
るため，随意契約としたもの。（会計法
第２９条の３第４項，予算決算及び会
計令第１０２条の４第４号ロ）

― 1,499,400 ― ―

370 携帯電話利用契約（３７台）

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

平成20年4月1日
ＫＤＤＩ㈱
東京都新宿区西新宿２－
３－２

引き続き当該業者と契約することによ
り，長期割引制度を 大限に活用でき
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）

― 1,097,492 ― ―
単価契約
１５秒１０．５
円ほか

371 複写機保守契約一式
支出負担行為担当官
津地方検察庁検事正濵岡良二
（三重県津市中央３番１２号）

平成20年4月1日
有限会社マコト
三重県津市高茶屋小森町
４０９０番地の１

平成１８年度の機器更新と保守料を含
めた一般競争入札の落札業者であ
り，当該機器の保守に必要な技術力・
能力及び保守部品を有する者が契約
業者のみで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，
予決令第１０２条の４第３号）

― 5,433,949 ― ―

単価契約
一枚当たり
ﾓﾉｸﾛ1.85円
ｶﾗｰ13円
ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

372 複写機保守契約一式
支出負担行為担当官
津地方検察庁検事正濵岡良二
（三重県津市中央３番１２号）

平成20年4月1日
富士ｾﾞﾛｯｸｽ三重株式会社
三重県津市栄町一丁目８
１７番地

当該機器の保守に必要な技術力・能
力及び保守部品を有する者が契約業
者のみで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，予
決令第１０２条の４第３号）

― 1,573,537 ― ―

単価契約
一枚当たり
ﾓﾉｸﾛ4.7円
ｶﾗｰ10.36円
ほか

373 電話料金等
支出負担行為担当官
津地方検察庁検事正濵岡良二
（三重県津市中央３番１２号）

平成20年4月1日
東日本電信電話株式会社
東京都新宿区西新宿三丁
目１９番２号

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては各業者
の料金プランを比較検討した上，法務
省の電話等の利用形態に合った も
経済的と考えられるプランを選定し，
当該の業者と随意契約したもの。（会
計法第２９条の３第４項，予決令第１０
２条の４第３号）

― 5,219,359 ― ―
単価契約
３分８.５円
ほか

374 後納郵便料
支出負担行為担当官
津地方検察庁検事正濵岡良二
（三重県津市中央３番１２号）

平成20年4月1日
郵便事業株式会社
東京都千代田区霞が関一
丁目３番２号

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業株式会社のほかに一般信書
便事業を営むための許可を受けてい
る者がいないことから，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）

― 4,940,350 ― ―
単価契約
１通８０円
ほか

375 津法務総合庁舎ガス供給契約一式
支出負担行為担当官
津地方検察庁検事正濵岡良二
（三重県津市中央３番１２号）

平成20年4月1日
東邦ガス株式会社
名古屋市熱田区桜田町１
９番１８号

ガスを安定的に供給する事が可能な
事業者は契約相手方のみであり，契
約の性質又は目的が競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予
決令第１０２条の４第３号）

― 3,304,101 ― ―

単価契約
一般基本料
金1,837.5円
従量単価
138.24円
ほか

376
四日市法務合同庁舎ガス供給契約
一式

支出負担行為担当官
津地方検察庁検事正濵岡良二
（三重県津市中央３番１２号）

平成20年4月1日
東邦ガス株式会社
名古屋市熱田区桜田町１
９番１８号

ガスを安定的に供給する事が可能な
事業者は契約相手方のみであり，契
約の性質又は目的が競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予
決令第１０２条の４第３号）

― 2,191,109 ― ―

単価契約
一般基本料
金1,837.5円
従量単価
138.24円
ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

377

庁舎機械警備業務委託契約一式
（津法務総合庁舎・鈴鹿区検察庁庁
舎・津地方検察庁松阪支部庁舎・四
日市法務合同庁舎・伊勢法務合同
庁舎・熊野法務合同庁舎）

支出負担行為担当官
津地方検察庁検事正濵岡良二
（三重県津市中央３番１２号）

平成20年4月1日

三重綜合警備保障株式会
社
三重県四日市市鵜の森二
丁目６番３号

平成１８年度の一般競争入札による落
札業者であり，既設システムが落札業
者の独自ｼｽﾃﾑで契約業者を変更する
と既設ｼｽﾃﾑの撤去及び新契約業者
によるシステム設置工事の経費が発
生することから，継続した契約の方が
安価あるため。（会計法第２９条の３第
４項，予決令第１０２条の４第４号ロ）

― 2,502,360 ― ―

378
岐阜法務総合庁舎の日常清掃等に
関する業務　一式

支出負担行為担当官
　岐阜地方検察庁検事正
　宮崎雄一
（岐阜市美江寺町２－８）
支出負担行為担当官代理
　岐阜地方法務局総務課長
　酒井晴彦
（岐阜市金竜町５－１３）
支出負担行為担当官
　岐阜保護観察所長
　岸　知史
（岐阜市美江寺町２－７－２）

平成20年4月1日
(株)三和サービス
岐阜市西鶉１－５２

再度の入札をしても落札者がいなかっ
たため。（予算決算及び会計令第９９
条の２）

― 2,150,000 ― ―

379 電話通信契約

支出負担行為担当官
　岐阜地方検察庁検事正
　宮崎雄一
（岐阜市美江寺町２－８）

平成20年4月1日
東日本電信電話(株)
札幌市中央区南十四条西
１３－３－３３

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで法務省においては，各業者
の料金プランを比較検討した上，法務
省の電話等の利用形態に合った も
経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と契約したもの。（会計法
第２９条の３第４項，予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号）

― 4,863,666 ― ―
単価契約
基本料金２，
３５０円ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

380 郵便の発送（後納郵便）

支出負担行為担当官
　岐阜地方検察庁検事正
　宮崎雄一
（岐阜市美江寺町２－８）

平成20年4月1日
郵便事業（株）
東京都千代田区霞ヶ関１
－３－２

郵便法及び民間業者による信書の送
達に関する法律の規定に基づき，郵
便事業株式会社のほかに一般信書便
事業を営むための許可を受けている
者がいないことから，競争を許さない
ため，該当業者と契約したもの。（会計
法第２９条の３第４項，予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号）

― 4,259,980 ― ―
単価契約
１通当たり８０
円ほか

381
岐阜法務総合庁舎の空調用ガス需
給契約

支出負担行為担当官
　岐阜地方検察庁検事正
　宮崎雄一
（岐阜市美江寺町２－８）

平成20年4月1日
東邦瓦斯(株)
名古屋市熱田区桜田町１
９－１８

ガスを安定的に供給することが可能な
事業者は契約相手方のみであり，契
約の性質又は目的が競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予
算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

― 3,305,187 ― ―

単価契約
定額基本料
金１８，０００
円ほか２件

382 富士ゼロックス製複写機保守契約

支出負担行為担当官
　岐阜地方検察庁検事正
　宮崎雄一
（岐阜市美江寺町２－８）

平成20年4月1日
富士ゼロックス岐阜(株)
岐阜市金町６－６

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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１０２
条の４第３号）

― 2,406,628 ― ―

単価契約
モノクロ１枚
当たり１．８５
円ほか１件

383 電話通信契約　一式

支出負担行為担当官
福井地方検察庁検事正　寺脇
一峰
（福井市春山1-1-54）

平成20年4月1日

東日本電信電話株式会社
北海道支店
札幌市中央区南十四条
13-3-33ＮＴＴ南ビル内

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各事
業者の料金プランを比較検討した上，
法務省の電話等の利用形態に合った

も経済的と考えられるプランを選定
し，該当の業者と随意契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 2,793,398 ― ―
単価契約
３分８．５円
ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

384 後納郵便契約　一式

支出負担行為担当官
福井地方検察庁検事正　寺脇
一峰
（福井市春山1-1-54）

平成20年4月1日
郵便事業株式会社
福井市大手3-1-28

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業株式会社のほかに一般信書
便事業を営むための許可を受けてい
る者がいないことから，競争を許さない
ため，随意契約としたもの。（会計法第
２９条の３第４項，予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号）

― 2,269,115 ― ―

単価契約
１通あたり８０
円
ほか

385 複写機保守業務契約　一式

支出負担行為担当官
福井地方検察庁検事正　寺脇
一峰
（福井市春山1-1-54）

平成20年4月1日
エフケーユーテクニカル
（株）
福井市和田東1-2217

５年リースを前提とした複写機であり，
保守が可能な事業者は契約相手方の
みであり，契約の性質又は目的が競
争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項，予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

― 1,828,095 ― ―

単価契約
フルカラーコ
ピー１枚につ
き９．８８円
ほか２件

386 電話通信契約　一式

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

平成20年4月1日

東日本電信電話（株）北海
道支店
札幌市中央区南十四条１
３－３－３３ＮＴＴ南ビル内

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各事
業者の料金プランを比較検討した上，
法務省の電話等の利用形態に合った

も経済的と考えられるプランを選定
し，該当の業者と随意契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 3,753,504 ― ―
単価契約
3分8.5円ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

387
金沢法務合同庁舎の空調用ガス需
給契約　一式

支出負担行為担当官
金沢地方検察庁検事正　伊丹
俊彦
（石川県金沢市大手町６－１５）
支出負担行為担当官代理
中部公安調査局総務部総務管
理官　早坂茂
（名古屋市中区三の丸４－３－
１）

平成20年4月1日
金沢市企業局
石川県金沢市広岡３－３
－３０

ガスを安定的に供給することが可能な
業者は契約相手方のみであり，契約
の性質または目的が競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予
算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

― 3,140,708 ― ―

単価契約
適用期間４～
１１月
定額基本料
金26,250円
流量基本料
金1,201.2円
従量料金単
価81.55円
適用期間１２
～３月
定額基本料
金2,677円
従量料金単
価197.11円

388 後納郵便契約　一式

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

平成20年4月1日
郵便事業（株）金沢支店
石川県金沢市本町２－５
－１５

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業（株）のほかに一般信書便事
業を営むための許可を受けている者
がいないことから，競争を許さないた
め，随意契約としたもの。（会計法第２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 2,412,270 ― ―
単価契約
１通あたり８０
円ほか

389
金沢法務合同庁舎の機械警備業務
委託契約　一式

支出負担行為担当官
金沢地方検察庁検事正　伊丹
俊彦
（石川県金沢市大手町６－１５）
支出負担行為担当官代理
中部公安調査局総務部総務管
理官　早坂茂
（名古屋市中区三の丸４－３－
１）

平成20年4月1日
セコム北陸（株）
石川県金沢市尾山町３－
１８

契約業者の機械警備システムの更新
時期が未到来であることから，契約の
相手方を他の業者に変更する場合，
他の業者のシステム設置等の新たな
経費が発生することから，現契約業者
と契約することが有利であるため。（会
計法第２９条の３第４項，予算決算及
び会計令第１０２条の４第４号ロ）

― 1,234,800 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

390
富山法務合同庁舎空調用ガス需給
契約
一式

支出負担行為担当官
富山地方検察庁検事正　新倉
明
支出負担行為担当官代理
富山保護観察所企画調整課長
八木真一
（富山市西田地方町2-9-16）

平成20年4月1日
日本海ガス（株）
富山市城北町2-36

ガスを安定的に供給することが可能な
事業者は契約相手方のみであり，契
約の性質又は目的が競争を許さない
ため。（会計法第29条の３第４項，予
決令第102条の４第３号）

― 6,200,000 ― ―

単価契約
適用期間4～
10月
定額基本料
金14700円
基本料金（24
㎥まで）
1383.9円従量
単価103.22円
適用期間11
～3月
基本料金（15
㎥まで）
932.40円従量
単価307.95円
（15㎥から）
2,835円，従量
単価184.2円
富山保護観
察所と連名契
約

391
電話通信契約
一式

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

平成20年4月1日

東日本電信電話株式会社
北海道支店
札幌市中央区南十四条
13-3-33 NTT南ビル内

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第２９条の３第４項，予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

― 3,056,006 ― ―
単価契約
３分８．５円ほ
か
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

392
後納郵便契約
一式

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

平成20年4月1日
郵便事業株式会社
東京都台東区蔵前1-3-25

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
日本郵政公社のほかに一般信書便事
業を営むための許可を受けている者
がいないことから，競争を許さないた
め，随意契約としたもの。（会計法第２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 2,600,000 ― ―
単価契約
１通当たり８０
円ほか

393
高岡法務合同庁舎水道需給契約
一式

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

平成20年4月1日
高岡市水道局
富山県高岡市広小路7番
50号

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
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）

― 2,700,000 ― ―

単価契約
上水道
口径50mm業
務用基本料
金10㎥あたり
1,470円ほか
下水道
基本使用料
1,2０0円，11
～30㎥あたり
168円ほか
富山地方法
務局及び富
山刑務所と連
名契約

394
高岡法務合同庁舎空調用ガス需給
契約  一式

支出負担行為担当官
富山地方検察庁検事正　新倉
明
（富山市西田地方町2-9-16）
支出負担行為担当官代理
富山地方法務局次長　 河原美
恵
（富山市牛島新町11番7号）
支出負担行為担当官代理
富山刑務所総務部長　 鳥羽常
雄
（富山市西荒屋285番1号）

平成20年4月1日
高岡ガス（株）
富山県高岡市内免2-1-43

ガスを安定的に供給することが可能な
事業者は契約相手方のみであり，契
約の性質又は目的が競争を許さない
ため。（会計法第29条の３第４項，予
決令第102条の４第３号）

― 2,500,000 ― ―

単価契約
適用期間7～
9月
定額基本料
金44,625円
基本料金（15
㎥まで）
1383.9円，従
量単価82.74
円
適用期間12
～4月
基本料金（25
㎥まで）
849.45円従量
単価232.45円
（26㎥から）
2362.5円，従
量単価172.00
円
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

395
富山法務合同庁舎等機械警備委託
契約  一式

支出負担行為担当官
富山地方検察庁検事正　新倉
明
支出負担行為担当官代理
富山保護観察所企画調整課長
八木真一
（富山市西田地方町2-9-16）
支出負担行為担当官代理

平成20年4月1日
セコム北陸株式会社
金沢市尾山町3番18号

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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）

― 1,461,600 ― ―

富山保護観
察所，富山地
方法務局と連
名で契約

396 複写機保守契約  一式

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

平成20年4月1日
イワイ（株）
富山市赤田623-2

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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）

― 1,953,252 ― ―

単価契約
モノクロ1.9円
カラー 12.8円
ほか

397 複写機保守契約

支出負担行為担当官
　広島地方検察庁検事正本田
守弘
（広島市中区上八丁堀２－１５）

平成20年4月1日
（株）立芝
広島市西区楠町２－４－３

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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１０２条の４第３号）

― 3,702,000 ― ―
単価契約
１枚3.2円ほ
か

398 複合機保守契約

支出負担行為担当官
　広島地方検察庁検事正本田
守弘
（広島市中区上八丁堀２－１５）

平成20年4月1日
富士ゼロックス広島(株)
広島市南区稲荷町２－１６

本機は，平成１９年度に向後５年間の
複合複写機の保守料込みでトータルコ
ストを比較して一般競争入札を実施し
ており，まだ５年経過しておらず，契約
の目的が競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項，予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号）

― 4,112,000 ― ―

保守につき
単価契約
1枚15.4円ほ
か

399 福山法務合同庁舎で使用するガス

支出負担行為担当官
　広島地方検察庁検事正本田
守弘
（広島市中区上八丁堀２－１５）

平成20年4月1日
福山ガス（株）
福山市南手城町２－２６－
１

ガスを安定的に供給することが可能な
事業者は契約相手方のみであり，契
約の性質又は目的が競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予
算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

― 2,045,000 ― ―
単価契約
１㎥あたり
25.42円ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

400 電話料等

支出負担行為担当官
　広島地方検察庁検事正本田
守弘
（広島市中区上八丁堀２－１５）

平成20年4月1日
東日本電信電話（株）
さいたま市浦和区針ヶ谷
4-2-20

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第２９条の３第４項，予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

― 7,932,000 ― ―
単価契約
３分８．５円ほ
か

401 後納郵便料

支出負担行為担当官
　広島地方検察庁検事正本田
守弘
（広島市中区上八丁堀２－１５）

平成20年4月1日
郵便事業株式会社
東京都千代田区霞が関1-
3-2

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業株式会社のほかに一般信書
便事業を営むための許可を受けてい
る者がいないことから，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予
算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

― 5,692,000 ― ―
単価契約
１通当たり８０
円ほか

402
山口地方検察庁庁舎外機械警備業
務委託契約　一式

支出負担行為担当官
　山口地方検察庁検事正　吉
川興治
（山口市駅通り１－１－２）

平成20年4月1日
セコム㈱
東京都渋谷区神宮前1-5-
1

庁舎機械警備を行うために契約業者
独自のシステムを設置しているところ，
契約の相手方を他の業者に変更する
場合には，当該システムの撤去及び
他の業者のシステムを設置するため
の新たな経費が発生することから，シ
ステムの更新時期でない本年度にお
いては，現契約業者と契約することが
有利なため，随意契約としたもの。（会
計法第２９条の３第４項，予決令第１０
２条の４第４号ロ）

― 1,436,400 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

403 山口地方検察庁電話契約　一式

支出負担行為担当官
　山口地方検察庁検事正　吉
川興治
（山口市駅通り１－１－２）

平成20年4月1日
東日本電信電話（株）
さいたま市浦和区針ヶ谷
4-2-20

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第２９条の３第４項，予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

― 6,611,095 ― ―
単価契約
３分８．５円ほ
か

404
山口地方検察庁後納郵便契約　一
式

支出負担行為担当官
　山口地方検察庁検事正　吉
川興治
（山口市駅通り１－１－２）

平成20年4月1日
郵政事業株式会社
広島市南区松原町2-62

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
日本郵政事業株式会社のほかに一般
信書便事業を営むための許可を受け
ている者がいないことから，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）

― 3,851,610 ― ―
単価契約
１通当たり８０
円ほか

405 山口地方検察庁ｶﾞｽ供給契約　一式

支出負担行為担当官
　山口地方検察庁検事正　吉
川興治
（山口市駅通り１－１－２）

平成20年4月1日
山口合同ｶﾞｽ㈱山口支店
山口市大内御堀1705

ガスを安定的に供給することが可能な
事業者は契約相手方のみであり，契
約の性質又は目的が競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予
決令第１０２条の４第３号）

― 3,359,670 ― ―

単価契約
基本料779円
使用料230.09
～177.42円
空調夏期
基本料10,700
円
使用料　73.17
円
空調小型
基本料2,700
円
使用料
冬期
118.93円
その他
90.41円

81 / 375 ページ



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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

406 乾式複写機保守業務

支出負担行為担当官
　岡山地方検察庁検事正　中
野寛司
（岡山市南方一丁目３番５８号）

平成20年4月1日
株式会社ハタ事務機
岡山市辰巳２８５－１

前年度に複写機本体の調達及び５年
間の保守を前提とした入札を行ってお
り，次回更新時までは，随意契約によ
らざるを得ない。（会計法第２９条の３
第４項，予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

― 5,710,351 ― ―
単価契約
１枚当たり３．
５円ほか５件

407 固定電話使用料

支出負担行為担当官
　岡山地方検察庁検事正　中
野寛司
（岡山市南方一丁目３番５８号）

平成20年4月1日

東日本電信電話株式会社
北海道支店
札幌市中央区南十四条西
１３－３－３３ＮＴＴ南ビル
内

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第２９条の３第４項，予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

― 5,900,000 ― ―
単価契約
３分８．５円ほ
か

408 信書に係る料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　岡山地方検察庁検事正　中
野寛司
（岡山市南方一丁目３番５８号）

平成20年4月1日
郵便事業株式会社
東京都千代田区霞が関１
－３－２

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業株式会社のほかに一般信書
便事業を営むための許可を受けてい
る者がいないことから，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予
算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

― 5,200,000 ― ―
単価契約
１通当たり８０
円ほか

409
岡山地方法務合同庁舎第１庁舎で
使用する空調用ガス

支出負担行為担当官
　岡山地方検察庁検事正　中
野寛司
（岡山市南方一丁目３番５８号）

平成20年4月1日
岡山ガス株式会社
岡山市桜橋２－１－１

ガスを安定的に供給することが可能な
事業者は契約相手方のみであり，契
約の性質又は目的が競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予
算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

― 4,100,000 ― ―

単価契約
基本料金
3,239.25円
従量料金
169.53円/
年間使用量
５０万立方
メートル以下

410
岡山地方法務合同庁舎で使用する
上下水道

支出負担行為担当官
　岡山地方検察庁検事正　中
野寛司
（岡山市南方一丁目３番５８号）

平成20年4月1日
岡山市水道局
岡山市鹿田２－１－１

水道法第６条の規定に基づき,水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
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１０２条の
４第３号）

― 2,500,000 ― ―

単価契約
上水道
基本料金
28,760円
給水料金
170円/ほ
か
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

411 乾式複写機保守業務

支出負担行為担当官
　岡山地方検察庁検事正　中
野寛司
（岡山市南方一丁目３番５８号）

平成20年4月1日
富士ゼロックス岡山株式
会社
岡山市今４－１４－２６

前年度に複写機本体の調達及び５年
間の保守を前提とした入札を行ってお
り，次回更新時までは，随意契約によ
らざるを得ない。（会計法第２９条の３
第４項，予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

― 2,364,743 ― ―

単価契約
１枚当たり１．
１５円ほか５
件

412
倉敷法務合同庁舎で使用する空調
用ガス

支出負担行為担当官
　岡山地方検察庁検事正　中
野寛司
（岡山市南方一丁目３番５８号）

平成20年4月1日

岡山ガス株式会社倉敷営
業所
岡山県倉敷市中央１－２７
－２０

ガスを安定的に供給することが可能な
事業者は契約相手方のみであり，契
約の性質又は目的が競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予
算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

― 2,100,000 ― ―

単価契約
基本料金
3,239.25円
従量料金
169.53円/
年間使用量
５０万立方
メートル以下

413
岡山地方法務合同庁舎第１庁舎ほ
か７庁における機械警備業務

支出負担行為担当官
　岡山地方検察庁検事正　中
野寛司
（岡山市南方一丁目３番５８号）

平成20年4月1日
セコム株式会社
東京都渋谷区神宮前１－
５－１

契約業者は，平成１８年度の一般競争
入札による落札業者で，毎年契約業
者を変更すると，その都度既設機器の
設置工事を行う必要があり，競争に付
することが不利と認められるため。（会
計法第２９条の３第４項，予算決算及
び会計令第１０２条の４第４号ロ）

― 1,380,960 ― ―

414 一般公衆電話利用契約

支出負担行為担当官
鳥取地方検察庁検事正　高橋
勝
（鳥取市西町3-201）

平成20年4月1日
東日本電信電話（株）
東京都新宿区西新宿３丁
目１９番２号

電話料金については競争の余地はあ
るものの，各電話料金プランはいずれ
も関係業者の約款に定められており，
競争入札を行うのは現実的ではなく，
法務省において利用形態に合った
も経済的なプランを選定し，当該業者
と随意契約したもの（会計法第２９条
の３第４項，予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号）

― 3,000,000 ― ―
単価契約
８．５円/３分
ほか２１件

415 松江法務合同庁舎ガス需給契約
支出負担行為担当官
　松江地方検察庁　小林正一
（島根県松江市母衣町50番地）

平成20年4月1日
松江市ガス局
島根県松江市平成町１８２
番地４２

ガスを安定的に供給することが可能な
事業者は契約相手方のみであり，契
約の性質又は目的が競争を許さない
ため。(会計法第２９条の３第４項，予
決令第１０２条の４第３号)

― 6,695,000 ― ―
単価契約
1㎥当たり
218.38円ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

416 電話通信契約
支出負担行為担当官
　松江地方検察庁　小林正一
（島根県松江市母衣町50番地）

平成20年4月1日
東日本電信電話(株)
札幌市中央区南十四条西
１３丁目３－３３

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。(会
計法第２９条の３第４項，予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

― 3,723,340 ― ―
単価契約
3分8.5円ほか

417 後納郵便契約
支出負担行為担当官
　松江地方検察庁　小林正一
（島根県松江市母衣町50番地）

平成20年4月1日
郵便事業(株)
東京都台東区蔵前１－３
－２５

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便及び信書の送達が可能な事業者
は現契約業者しかいないことから，競
争を許さないため，随意契約としたも
の。(会計法第２９条の３第４項，予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号)

― 2,546,150 ― ―
単価契約
1通当たり80
円ほか

418
松江法務合同庁舎ほか３庁舎機械
警備業務委託契約

支出負担行為担当官
　松江地方検察庁　小林正一
（島根県松江市母衣町50番地）

平成20年4月1日
ＡＬＳＯＫ山陰(株)
松江市朝日町４７７番地１
７

契約業者は，平成１８年度に実施した
一般競争入札による落札業者である
ところ，毎年契約業者を変更すると，そ
の都度既設機器の撤去及び新機器の
設置工事を行う必要があり，新たな経
費が発生することから，現契約業者と
契約することが有利であるため，随意
契約としたもの。（会計法第２９条の３
第４項，予算決算及び会計令第１０２
条の４第４号ロ)

― 2,494,800 ― ―

419 後納郵便料契約　一式

支出負担行為担当官
　福岡地方検察庁検事正　南
部義廣
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成20年4月1日
郵便事業（株）
東京都千代田区霞が関1-
3-2

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業（株）のほかに一般信書便事
業を営むための許可を受けている者
がいないことから競争を許さないた
め，随意契約としたもの。（会計法第２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 11,541,100 ― ―
単価契約
１通当たり80
円ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

420 電話料等　一式

支出負担行為担当官
　福岡地方検察庁検事正　南
部義廣
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成20年4月1日
東日本電信電話（株）
東京都新宿区西新宿3-
19-2

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態にあった
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第２９条の３第４項，予決令第１０
２条の４第３号）。

― 8,098,917 ― ―
単価契約
３分8.5円ほ
か

421 タクシーチケット供給契約

支出負担行為担当官
　福岡地方検察庁検事正　南
部義廣
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成20年4月1日
（株）ジェーシービー
東京都港区南青山5-1-22

道路運送法第９条による認可料金が
同一であり競争を許さない。公募を実
施（会計法第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第３号）。

― 7,818,970 ― ―
単価契約
運輸局認可
料金

422 乾式複写機保守契約

支出負担行為担当官
　福岡地方検察庁検事正　南
部義廣
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成20年4月1日
（株）福助屋
福岡市博多区博多駅前4-
8-10

当該複写機の保守に必要な技術・能
力及び保守部品を有する者が契約業
者のみであり，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）

― 5,813,650 ― ―
単価契約
１枚当たり
3.15円ほか

423
水道需給契約
（久留米法務総合庁舎）

支出負担行為担当官
　福岡地方検察庁検事正　南
部義廣
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成20年4月1日
久留米市企業局
福岡県久留米市合川町
2190-3

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が，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）

― 5,108,104 ― ―
単価契約
１㎥当たり
157.5円ほか

424
ガス需給契約
（小倉第二合同庁舎）

支出負担行為担当官
　福岡地方検察庁検事正　南
部義廣
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成20年4月1日
西部ガス（株）
福岡市博多区千代1-17-1

年間使用量１０万立方メートル未満の
契約については，一般ガス事業者の
みがその供給元となり，一般ガス事業
者は，供給区域が固定されている上，
一区域一事業者であることから，競争
を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項，予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

― 4,241,981 ― ―
単価契約
１㎥当たり
67.7円ほか
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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
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（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

425
ガス需給契約
（福岡地方検察庁久留米支部）

支出負担行為担当官
　福岡地方検察庁検事正　南
部義廣
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成20年4月1日
久留米市企業局
福岡県久留米市合川町
2190-3

年間使用量１０万立方メートル未満の
契約については，一般ガス事業者の
みがその供給元となり，一般ガス事業
者は，供給区域が固定されている上，
一区域一事業者であることから，競争
を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項，予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

― 4,089,053 ― ―
単価契約
１㎥当たり
104.6円ほか

426 郵便切手類

支出負担行為担当官
　福岡地方検察庁検事正　南
部義廣
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成20年4月1日

エームサービス（株）九州
事業部
福岡市博多区博多駅南1-
3-6第三博多偕成ビル６階

券種ごとの販売価格が法律により定
められており，価格競争の余地がない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予
決令第１０２条の４第３号）

― 3,106,300 ― ―
単価契約
10円券ほか

427
水道需給契約
（小倉第二合同庁舎）

支出負担行為担当官
　福岡地方検察庁検事正　南
部義廣
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成20年4月1日
北九州市
北九州市小倉北区城内1-
1

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が，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）

― 1,847,357 ― ―
単価契約
１㎥当たり124
円ほか

428
乾式複写機（45枚／分以上機）保守
契約

支出負担行為担当官
　福岡地方検察庁検事正　南
部義廣
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成20年4月1日
富士ゼロックス福岡（株）
福岡市博多区博多駅前1-
6-16

前年度に保守料を含めた５年間のリー
スを前提とした一般競争入札を実施し
ていることと，当該複写機の保守に必
要な技術・能力及び保守部品を有する
者が契約業者のみであり，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）

― 1,452,070 ― ―
単価契約
１枚当たり
2.98円

429 乾式複写機（カラー機）保守契約

支出負担行為担当官
　福岡地方検察庁検事正　南
部義廣
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成20年4月1日
富士ゼロックス福岡（株）
福岡市博多区博多駅前1-
6-16

前年度に保守料を含めた５年間のリー
スを前提とした一般競争入札を実施し
ていることと，当該複写機の保守に必
要な技術・能力及び保守部品を有する
者が契約業者のみであり，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）

― 1,196,455 ― ―
保守料金
　単価契約
　１枚当たり
8.6円ほか
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430
乾式複写機（75枚／分以上機）保守
契約

支出負担行為担当官
　福岡地方検察庁検事正　南
部義廣
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成20年4月1日
富士ゼロックス福岡（株）
福岡市博多区博多駅前1-
6-16

前年度に保守料を含めた５年間のリー
スを前提とした一般競争入札を実施し
ていることと，当該複写機の保守に必
要な技術・能力及び保守部品を有する
者が契約業者のみであり，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）

― 1,003,650 ― ―
単価契約
１枚当たり
2.52円

431 複写機保守点検等契約一式

支出負担行為担当官
　佐賀地方検察庁検事正　岩
永建保
（佐賀市中の小路5-25）

平成20年4月1日
（株）チワタ
佐賀市若宮3-1-16

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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）

― 1,584,934 ― ―
単価契約
１枚当たり５
円ほか１件

432 複写機保守点検等契約一式

支出負担行為担当官
　佐賀地方検察庁検事正　岩
永建保
（佐賀市中の小路5-25）

平成20年4月1日
佐賀リコー（株）
佐賀市兵庫町瓦町四本松
1082

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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）

― 1,571,707 ― ―
単価契約
１枚当たり５
円ほか１件

433 電話料

支出負担行為担当官
　佐賀地方検察庁検事正　岩
永建保
（佐賀市中の小路5-25）

平成20年4月1日
東日本電信電話（株）
東京都新宿区西新宿3-
19-2

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的では
ない。そこで，法務省においては，各
業者の料金プランを比較検討した上，
法務省の電話等の利用形態に合った

も経済的と考えられるプランを選定
し，該当の業者と随時契約をしたも
の。（会計法第２９条の３第４項，予決
令第１０２条の４第３号）

― 2,953,205 ― ―
単価契約
３分あたり８．
５円ほか

434 後納郵便料

支出負担行為担当官
　佐賀地方検察庁検事正　岩
永建保
（佐賀市中の小路5-25）

平成20年4月1日
日本郵政株式会社
東京都千代田区霞が関1-
3-2

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
日本郵便株式会社の外に一般信書便
事業を営むための許可を受けているも
のがいないことから，競争を許さない
ため，随意契約としたもの。（会計法第
２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

― 1,733,450 ― ―
単価契約
１通あたり８０
円ほか
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435
佐賀地方検察庁ほか3庁機械警備
業務委託

支出負担行為担当官
　佐賀地方検察庁検事正　岩
永建保
（佐賀市中の小路5-25）

平成20年4月1日
セコム（株）
東京都渋谷区神宮前1-5-
1

平成19年度において入札を実施し，当
該業者が落札したもので，警備機器の
減価償却期間等を考慮し，次回の入
札は5年後に行うこととしているため，
当該業務と随時契約したもの。（会計
法第２９条の３第４項，予決令第１０２
条の４第３号）

― 1,574,196 ― ―

436 長崎地方検察庁電話通信契約一式

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

平成20年4月1日
東日本電信電話(株)
東京都新宿区西新宿3-
19-2

法務省において，契約及び割引の適
用を受けているため（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第４
号ロ）

― 6,584,326 ― ―
単価契約
３分当たり８．
５円ほか

437
長崎地方検察庁ガス供給契約(空調
用）一式

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

平成20年4月1日
西部ガス(株)
福岡県福岡市博多区千代
1-17-1

供給することが可能な事業者は契約
相手方のみであり，契約の性質又は
目的が競争を許さないため（会計法第
２９条の３第４項，予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号）

― 2,635,671 ― ―

単価契約
基本料金
26,570.25円，
ガス使用料1
ｍ3当たり
93.05円ほか2
件

438 長崎地方検察庁後納郵便契約一式

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

平成20年4月1日
郵便事業株式会社長崎支
店
長崎市恵美須町１－１

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業(株)のほかに一般信書便事
業を営むための許可を受けている者
がいないことから，競争を許さないた
め，随意契約としたもの。（会計法第２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 2,209,250 ― ―
単価契約
１通当たり８０
円ほか

439 電話料等

支出負担行為担当官
　大分地方検察庁検事正　中
村明
大分県大分市中島西１－１－３
５

平成20年4月1日
東日本電信電話（株）
東京都新宿区新宿３－１９
－２

電話料金については，競争の余地が
あるものの，料金等の各プランはいず
れも関係業者の約款に定められてい
るものであり，一般競争入札を行うこと
は現実でない。そこで法務省において
は，各事業者の料金プランを比較検討
した上，法務省の電話等の利用形態
に合った も経済的と考えられるプラ
ンを選定し，該当の業者と随意契約し
たもの。（会計法第２９条の３第４項，
予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号）

― 4,738,314 ― ―
単価契約
３分８．５円ほ
か
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440
後納郵便料（大分地方検察庁，同中
津支部分）

支出負担行為担当官
　大分地方検察庁検事正　中
村明
大分県大分市中島西１－１－３
５

平成20年4月1日
郵政事業（株）
東京都千代田区霞が関１
－３－２

郵便法又は民間事業者による親書の
送達に関する法律に規定する郵便及
び親書の送達が可能な事業者は契約
業者以外になく，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 2,406,730 ― ―
単価契約
１通当たり５０
円ほか

441
機械警備業務委託（大分地方検察
庁本庁）

支出負担行為担当官
　大分地方検察庁検事正　中
村明
大分県大分市中島西１－１－３
５

平成20年4月1日
セコム（株）
東京都渋谷区神宮前１－
５－１

当該業務委託は一般競争入札により
調達し，仮庁舎での執務期間を対象と
したものであり，前年度に引き続き契
約を締結したものであるところ，開始当
初契約業者において各種工事を行っ
ており，契約先を変更すると既設機器
の撤去費等の経費がかかることが予
想され，現業者と契約することが有利
なため。（会計法第２９条の３第４項，
予算決算及び会計令第１０２条の４第
４号ロ）

― 1,008,000 ― ―
平成１９年度
一般競争入
札を実施

442 リコー製デジタル複合機保守契約

支出負担行為担当官
　大分地方検察庁検事正　中
村明
大分県大分市中島西１－１－３
５

平成20年4月1日
大分リコー（株）
大分県大分市萩原４－８
－７

契約業者は，当該複合機の当初から
の納入業者であって，供給者以外が
保守を実施することにより，複合機の
安定稼働に支障が生ずることとなるた
め。（会計法第２９条の３第４項，予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号）

― 1,051,375 ― ―
単価契約
１枚当たり２．
６円ほか

443 キャノン製デジタル複合機保守契約

支出負担行為担当官
　大分地方検察庁検事正　中
村明
大分県大分市中島西１－１－３
５

平成20年4月1日
（株）レイメイ藤井
熊本県熊本市上熊本１－
２－６

契約業者は，当該複合機の当初から
の納入業者であって，供給者以外が
保守を実施することにより，複合機の
安定稼働に支障が生ずることとなるた
め。（会計法第２９条の３第４項，予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号）

― 1,509,448 ― ―

平成１９年度
一般競争入
札を実施
単価契約
１枚当たり１．
０円ほか

444
熊本地方検察庁ガス供給に関する
契約

支出負担行為担当官
　熊本地方検察庁検事正　本
多英明
（熊本市京町１－１２－１１）

平成20年4月1日
西部ガス株式会社
熊本市春日２－４－３０

ガスを安定的に供給することが可能な
事業者は契約相手方のみであり，契
約の性質又は目的が競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予
決令第１０２条の４第３号）

― 2,470,850 ― ―

単価契約
基本料金１４
６０円ほか１
件
従量料金１６
７．４１円ほか
１件
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

445
熊本地方検察庁複写機保守及び消
耗品供給契約一式

支出負担行為担当官
　熊本地方検察庁検事正　本
多英明
（熊本市京町１－１２－１１）

平成20年4月1日
熊本リコー株式会社
熊本市下南部３丁目１０番
３２号

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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）

― 1,292,760 ― ―
単価契約
１枚当たり１２
円ほか２件

446
熊本地方検察庁複写機保守及び消
耗品供給契約一式

支出負担行為担当官
　熊本地方検察庁検事正　本
多英明
（熊本市京町１－１２－１１）

平成20年4月1日
株式会社オオバ
熊本市流通団地１丁目５
番地

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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）

― 1,265,934 ― ―
単価契約
１枚当たり4.5
円ほか３件

447 熊本地方検察庁電話通信契約

支出負担行為担当官
　熊本地方検察庁検事正　本
多英明
（熊本市京町１－１２－１１）

平成20年4月1日

東日本電信電話株式会社
北海道支店
札幌市中央区南十四条西
１３－３－３３　ＮＴＴ南ビル
内

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第２９条の３第４項，予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

― 5,906,310 ― ―
単価契約
３分８．５円ほ
か

448
熊本地方検察庁郵便発送（後納郵
便）契約

支出負担行為担当官
　熊本地方検察庁検事正　本
多英明
（熊本市京町１－１２－１１）

平成20年4月1日
郵便事業株式会社熊本支
店
熊本市新町２丁目１番１号

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業株式会社のほかに一般信書
便事業を営むための許可を受けてい
る者がいないことから，競争を許さない
ため，随意契約としたもの。（会計法第
２９条の３第４項，予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号）

― 4,309,430 ― ―
単価契約
１通当たり８０
円ほか

449
鹿児島地方法務合同庁舎ガス供給
契約

支出負担行為担当官
　鹿児島地方検察庁検事正
　　坂井文雄
　　（鹿児島市山下町13番１0
号）

平成20年4月1日
日本ガス(株)
鹿児島市中央町８番地２

ガス事業法の規定に基づくガス事業を
経営する者が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）

― 2,391,134 ― ―

単価契約
基本料金
52,812円
従量料金単
価
１㎡　90.84円
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

450 電話通信契約

支出負担行為担当官
　鹿児島地方検察庁検事正
　　坂井文雄
　　（鹿児島市山下町13番１0
号）

平成20年4月1日
東日本電信電話(株)
東京都新宿区新宿3-19-2

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで法務省においては，各業者
の料金プランを比較検討した上，法務
省の電話等の利用形態に合った も
経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第２９条の３第４項，予決令第１０
２条の４第３号）

― 6,551,668 ― ―
単価契約
３分８．５円ほ
か

451 後納郵便料契約

支出負担行為担当官
　鹿児島地方検察庁検事正
　　坂井文雄
　　（鹿児島市山下町13番１0
号）

平成20年4月1日
郵便事業株式会社
熊本市坪井町１－７７

郵便法及び民間業者による信書の送
達に関する法律の規定に基づき，郵
便事業株式会社のほかに一般信書便
事業を営むための許可を受けている
者がいないことから，競争を許さない
ため，随意契約としたもの。（会計法第
２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

― 3,152,761 ― ―
単価契約
１通当たり８０
円ほか

452 複写機保守点検等契約　一式

支出負担行為担当官
　鹿児島地方検察庁検事正
　　坂井文雄
　　（鹿児島市山下町13番１0
号）

平成20年4月1日
鹿児島リコー(株)
鹿児島市松原町7番6号

当該複写機の保守に必要な技術・能
力及び保守部品を有する者が契約業
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）

― 2,092,213 ― ―

単価契約
保守料
コピー1枚に
つき
カラー単価15
円
モノクロ単価
2 3円ほか

453 電話料等

支出負担行為担当官
　宮崎地方検察庁検事正　津
熊寅雄
（宮崎県宮崎市瀬頭2丁目7番
11号）

平成20年4月1日
東日本電信電話株式会社
札幌市中央区南14条西13
丁目3-33

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係両者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的では
ないため，当庁の電話等の利用形態
に合った も経済的と考えられる契約
業者のプランを選定し，随意契約した
もの。（会計法第２９条の３第４項，予
算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

― 3,563,086 ― ―
単価契約
３分８．５円
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

454 後納郵便料

支出負担行為担当官
　宮崎地方検察庁検事正　津
熊寅雄
（宮崎県宮崎市瀬頭2丁目7番
11号）

平成20年4月1日
郵便事業(株)
東京都千代田区霞が関1-
3-2

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業株式会社のほかに一般信書
便事業を営むための許可を受けてい
る者がいないことから，競争を許さない
ため，随意契約としたもの。（会計法第
２９条の３第４項，予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号）

― 2,208,510 ― ―
単価契約
１通当たり８０
円ほか

455 カラー複合機等保守契約

支出負担行為担当官
　宮崎地方検察庁検事正　津
熊寅雄
（宮崎県宮崎市瀬頭2丁目7番
11号）

平成20年4月1日
宮崎リコー（株）
宮崎県宮崎市花ヶ島町大
原２３６１番地１

当該機器の更新時期でなかったこと，
保守に必要な技術・能力及び保守部
品を有する者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）

― 2,188,374 ― ―
単価契約
１枚当たり５
円ほか

456
ガス需給契約一式（宮崎地方検察
庁本庁分）

支出負担行為担当官
　宮崎地方検察庁検事正　津
熊寅雄
（宮崎県宮崎市瀬頭2丁目7番
11号）

平成20年4月1日
宮崎ガス(株)
宮崎県宮崎市阿波岐原町
野間３１１－１

当庁は，年間使用量が10万立方メート
ル未満であるため一般ガス事業者の
みがその供給元となるが，一般ガス事
業者は供給区域が一区域一事業者で
あることから，競争を許さないため，当
該契約者と随意契約したもの。（会計
法第２９条の３第４項，予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号）

― 1,936,160 ― ―
単価契約
１㎥当たり２４
１．３４円ほか

457 カラー複合機等保守契約

支出負担行為担当官
　宮崎地方検察庁検事正　津
熊寅雄
（宮崎県宮崎市瀬頭2丁目7番
11号）

平成20年4月1日

富士ゼロックス(株)
宮崎県宮崎市広島２－５
－１１　宮崎東京海上日動
ビル７Ｆ

複写機本体につき，平成18年度に保
守及び消耗品供給費用を含めた一般
競争入札に付して調達しており，引き
続き当該業者と契約することにより，
有利な価格をもって契約締結できるた
め。（会計法第２９条の３第４項，予決
令第１０２条の４第４号ロ）

― 1,427,092 ― ―

単価契約
１枚当たり２．
５円ほか
平成１８年度
一般競争入
札実施

458 カラー複合機等保守契約

支出負担行為担当官
　宮崎地方検察庁検事正　津
熊寅雄
（宮崎県宮崎市瀬頭2丁目7番
11号）

平成20年4月1日

富士ゼロックス(株)
宮崎県宮崎市広島２－５
－１１　宮崎東京海上日動
ビル７Ｆ

当該機器の更新時期でなかったこと，
保守に必要な技術・能力及び保守部
品を有する者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）

― 1,255,619 ― ―
単価契約
１枚当たり３．
３８円ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

459

那覇第一地方合同庁舎，沖縄法務
合同庁舎，沖縄区検（分室），那覇
地検平良支部，那覇地検石垣支部
電気需給契約

支出負担行為担当官
　那覇地方検察庁検事正
山　舖　弥一郎
（沖縄県那覇市樋川１ー１５ー
１５）

平成20年4月1日
沖縄電力（株）
沖縄県浦添市牧港５－２
－１

契約者以外に送電可能な業者がなく，
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）

― 68,429,470 ― ―

単価契約
契約電力量
単価
基本料金
2,100円／１kw
電力量料金
（夏季）
12.8円／１kwh
（その他季）
11.63円／１kwh

460
那覇地方検察庁及び管内支部電話
料（固定電話）等

支出負担行為担当官
　那覇地方検察庁検事正
山　舖　弥一郎
（沖縄県那覇市樋川１ー１５ー
１５）

平成20年4月1日
ＮＴＴ東日本（株）
東京都新宿区西新宿3-
19-2

契約者が当庁の電話等の利用形態に
合った も経済的と考えられるプラン
を設定しているため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 6,954,523 ― ―
単価契約
８．５円／３分
ほか

461 後納郵便料契約

支出負担行為担当官
　那覇地方検察庁検事正
山　舖　弥一郎
（沖縄県那覇市樋川１ー１５ー
１５）

平成20年4月1日
郵政事業㈱沖縄支社
沖縄県那覇市東町26-29

供給することが可能な業者が１社であ
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）

― 3,263,930 ― ―
単価契約
８０円／通
ほか

462
那覇第一地方合同庁舎上下水道需
給契約

支出負担行為担当官
　那覇地方検察庁検事正
山　舖　弥一郎
（沖縄県那覇市樋川１ー１５ー
１５）

平成20年4月1日

那覇市上下水道事業管理
者
沖縄県那覇市おもろまち
1-1-1

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者（地方公共団体）が契
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）

― 3,019,743 ― ―

基本料金
10,100円/㎥
単価
（上水）
285～330円/
㎥
（下水）
61～192円/

463 複写機保守契約

支出負担行為担当官
　那覇地方検察庁検事正
山　舖　弥一郎
（沖縄県那覇市樋川１ー１５ー
１５）

平成20年4月1日
沖縄リコー（株）
沖縄県那覇市寄宮1-3-37

契約業者は，既設複写機の納入業者
であり，納入業者以外が保守を実施す
ることにより，複写機の安定稼働に支
障が生じることになるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 2,049,935 ― ―
単価契約
4.8円／枚
ほか

464
那覇第一地方合同庁舎ガス需給契
約

支出負担行為担当官
　那覇地方検察庁検事正
山　舖　弥一郎
（沖縄県那覇市樋川１ー１５ー
１５）

平成20年4月1日
沖縄ガス（株）
沖縄県那覇市西3-13-2

ガス事業法等法令等の規定に基づき
供給者が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）

― 1,741,341 ― ―

基本料金
8,400円
単価
２５８．７２円/
㎥
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

465
沖縄法務合同庁舎，沖縄区検（分
室），那覇地検平良支部，那覇地検
石垣支部機械警備委託契約

支出負担行為担当官
　那覇地方検察庁検事正
山　舖　弥一郎
（沖縄県那覇市樋川１ー１５ー
１５）

平成20年4月1日
セコム琉球（株）
沖縄県那覇市久米２ー
３ー１５

当該業務の開始当初，契約業者にお
いて各種機器設置工事を行っており，
契約者を変更すると，既設機器の撤去
及び新機器の設置工事が必要となり，
契約金額が高額となることが予想さ
れ，現契約業者との契約が有利であ
るため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第４号ロ）

― 1,591,380 ― ―
平成１８年度
一般競争入
札実施

466 複写機保守契約

支出負担行為担当官
　那覇地方検察庁検事正
山　舖　弥一郎
（沖縄県那覇市樋川１ー１５ー
１５）

平成20年4月1日
（株）オキジム
沖縄県浦添市字港川458

契約業者は，既設複写機の納入業者
であり，納入業者以外が保守を実施す
ることにより，複写機の安定稼働に支
障が生じることになるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 1,307,126 ― ―
単価契約
4.7円／枚
ほか

467 乾式複写機保守契約　８台

支出負担行為担当官
　仙台地方検察庁検事正　加
澤正樹
（仙台市青葉区片平１－３－１）

平成20年4月1日
(株)セント
仙台市青葉区上杉一丁目
１７番２０号

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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）

― 4,767,210 ― ―

単価契約
１枚当たり
４．５円
ほか５件

468
共通自動車乗車券使用に関する契
約

支出負担行為担当官
　仙台地方検察庁検事正　加
澤正樹
（仙台市青葉区片平１－３－１）

平成20年4月1日

タクシーチケットサービス
(株)
仙台市宮城野区鉄砲町９
５番地２

公募を実施したが申込業者がなく，当
庁管内における唯一のタクシーチケッ
トサービス取扱業者であったため。（会
計法第２９条の３第４項，予決令第１０
２条の４第３号）

― 1,691,010 ― ―

単価契約
初乗６５０円，
１区間ごとに
８０円

469 後納郵便契約

支出負担行為担当官
　仙台地方検察庁検事正　加
澤正樹
（仙台市青葉区片平１－３－１）

平成20年4月1日
郵便事業株式会社
東京都千代田区霞が関１
－３－２

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業株式会社のほかに一般信書
便事業を営むための許可を受けてい
る者がいないことから，競争を許さない
ため，随意契約としたもの。（会計法第
２９条の３第４項，予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号）

― 3,890,260 ― ―
単価契約
１通あたり８０
円ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

470 電話通信契約

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

平成20年4月1日

東日本電信電話（株）
札幌市中央区南十四条西
１３丁目３－３３　NTT南ビ
ル内

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第２９条の３第４項，予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

― 6,107,895 ― ―
単価契約
３分８．５円ほ
か

471 後納郵便契約

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

平成20年4月1日 郵政事業（株）

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業（株）のほかに一般信書便事
業を営むための許可を受けている者
がいないことから，競争を許さないた
め，随意契約としたもの。（会計法第２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 5,856,540 ― ―
単価契約
１通当たり８０
円ほか

472 複写機保守契約

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

平成20年4月1日
富士ゼロックス福島（株）
福島県郡山市開成四丁目
２６番８号

契約業者は当該機器等の供給者であ
り，技術，品質保証能力及び交換部品
等を有するものは同社以外なく，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）

― 4,353,319 ― ―
単価契約
1枚当たり4.7
円ほか5件

473 電話料等

支出負担行為担当官
　山形地方検察庁検事正
　稲田伸夫
（山形県山形市大手町1-32）

平成20年4月1日
東日本電信電話（株）
東京都新宿区西新宿３丁
目１９番２号

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，当庁においては，各業者
の料金プランを比較検討した上，当庁
の電話等の利用形態に合った業者と
随意契約したもの(会計法第29条の3
第4項，予決令第102条の4第3号)

― 4,410,788 ― ―
単価契約
３分８．５円ほ
か
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

474 後納郵便料

支出負担行為担当官
　山形地方検察庁検事正
　稲田伸夫
（山形県山形市大手町1-32）

平成20年4月1日
郵便事業（株）
東京都台東区蔵前1-3-25

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業（株）のほかに一般信書便事
業を営むための許可を受けてる者が
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)

― 3,259,050 ― ―
単価契約
１通あたり８０
円ほか

475
山形地方法務合同庁舎ほか４庁機
械警備業務委託契約

支出負担行為担当官
　山形地方検察庁検事正
　稲田伸夫
（山形県山形市大手町1-32）
支出負担行為担当官
　山形保護観察所長　斉藤　栄
（山形県山形市大手町1-32）

平成20年4月1日
セコム（株）
東京都渋谷区神宮前1-5-
1

庁舎機械警備を行うために契約業者
の独自のシステムを設置しているとこ
ろ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及
び他の業者のシステムを設置するた
めの新たな経費が発生することから，
現契約業者と契約することが有利であ
るため（会計法第29条の3第4項，予決
令第102条の4第３号ロ）

― 1,146,600 ― ―

476 複写機保守契約

支出負担行為担当官
　山形地方検察庁検事正
　稲田伸夫
（山形県山形市大手町1-32）

平成20年4月1日
山形リコー（株）
山形県山形市漆山1784

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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）

― 2,114,032 ― ―
単価契約
4.4円/枚ほか

477 複写機保守契約

支出負担行為担当官
　山形地方検察庁検事正
　稲田伸夫
（山形県山形市大手町1-32）

平成20年4月1日
山形リコー（株）
山形県山形市漆山1784

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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）

― 1,616,400 ― ―
単価契約
30円/枚ほか

478 複写機保守契約

支出負担行為担当官
　山形地方検察庁検事正
　稲田伸夫
（山形県山形市大手町1-32）

平成20年4月1日
山形リコー（株）
山形県山形市漆山1784

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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）

― 1,143,084 ― ―
単価契約
30円/枚ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

479
盛岡法務合同庁舎等機械警備業務
委託

支出負担行為担当官
　盛岡地方検察庁検事正
                          谷川恒太
支出負担行為担当官代理
　盛岡保護観察所長
　                       佐々木孝一
（岩手県盛岡市内丸8-20）
支出負担行為担当官代理
　東北公安調査局総務部長
　　　　　　　　 　    長岡憲一
（宮城県仙台市宮城野区五輪
1-3-20）
支出負担行為担当官
   盛岡地方法務局長
　　　　　　　　 　 　出雲範夫
(岩手県盛岡市内丸7-25）

平成20年4月1日
セコム㈱
東京都渋谷区神宮前1-5-
1

庁舎機械警備を行うために契約業者
の独自のシステムを設置しているとこ
ろ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及
び他の業者のシステムを設置するた
めの新たな経費が発生することから，
現契約業者と契約することが有利であ
るため，随意契約としたもの。（会計法
第２９条の３第４項，予決令第１０２条
の４第４号ロ）

― 1,134,000 ― ―

480 電話通信委託契約

支出負担行為担当官
   盛岡地方検察庁検事正
　　　　　　　　　　　 谷川恒太
（岩手県盛岡市内丸8-20）

平成20年4月1日
東日本電信電話㈱
東京都新宿区西新宿3-
19-2

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的では
ない。そこで，法務省においては，各
業者の料金プランを比較検討した上，
法務省の電話等の利用形態に合った

も経済的と考えられるプランを選定
し，該当の業者と随意契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 6,003,275 ― ―
単価契約
３分８．５円ほ
か

481 後納郵便契約

支出負担行為担当官
   盛岡地方検察庁検事正
　　　　　　　　　　　 谷川恒太
（岩手県盛岡市内丸8-20）

平成20年4月1日
郵便事業㈱
東京都千代田区霞が関1-
3-2

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業㈱のほかに一般信書便事業
を営むための許可を受けている者が
いないことから，競争を許さないため，
随意契約としたもの（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

― 3,825,275 ― ―
１通当たり８０
円ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

482 複写機５台保守契約

支出負担行為担当官
   盛岡地方検察庁検事正
　　　　　　　　　　　 谷川恒太
（岩手県盛岡市内丸8-20）

平成20年4月1日
㈱事務機商事
岩手県盛岡市紺屋町4-30

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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）

― 1,270,684 ― ―
単価契約
１枚当たり３．
９０円ほか

483 複写機４台保守契約

支出負担行為担当官
   盛岡地方検察庁検事正
　　　　　　　　　　　 谷川恒太
（岩手県盛岡市内丸8-20）

平成20年4月1日
富士ゼロックス岩手㈱
岩手県盛岡市中央通1-7-
25

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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）

― 3,707,575 ― ―
単価契約
１枚当たり４．
７０円ほか

484 電話料等

支出負担行為担当官
　秋田地方検察庁検事正　小
黒和明
(秋田市山王７－１－２)

平成20年4月1日
東日本電信電話株式会社
札幌市中央区南14条西13
丁目3-33

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第２９条の３第４項，予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

― 4,161,817 ― ―
単価契約
３分８．５円ほ
か

485
秋田地方法務合同庁舎外４か所機
械警備業務契約　一式

支出負担行為担当官
　秋田地方検察庁検事正　小
黒和明
（秋田市山王７－１－２）
支出負担行為担当官代理
　秋田保護観察所企画調整課
長　海老原一江
（秋田市山王７－１－２）
支出負担行為担当官
　秋田地方法務局長　古舘芳
廣
（秋田市山王７－１－３）

平成20年4月1日
セコム株式会社
東京都渋谷区神宮前１丁
目５番１号

庁舎機械警備を行うために契約業者
の独自のシステムを設置しているとこ
ろ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及
び他の業者のシステムを設置するた
めの新たな経費が発生することから，
現契約業者と契約することが有利であ
るため，随意契約としたもの。（会計法
第２９条の３第４項，予決令第１０２条
の４第４号ロ）

― 4,200,000 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

486 後納郵便料

支出負担行為担当官
　秋田地方検察庁検事正　小
黒和明
(秋田市山王７－１－２)

平成20年4月1日
郵便事業株式会社
東京都千代田区霞が関１
－３－２

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業株式会社のほかに一般信書
便事業を営むための許可を受けてい
る者がいないことから，競争を許さない
ため，随意契約としたもの。（会計法第
２９条の３第４項，予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号）

― 2,534,970 ― ―
単価契約
１通当たり８０
円ほか

487 乾式複写機保守契約　６台

支出負担行為担当官
　秋田地方検察庁検事正　小
黒和明
(秋田市山王７－１－２)

平成20年4月1日
秋田リコー株式会社
秋田市卸町４丁目９番１号

当該機種の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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１０２
条の４第３号）

― 3,280,000 ― ―
単価契約
１枚４．５円ほ
か４件

488 乾式複写機保守契約　７台

支出負担行為担当官
　秋田地方検察庁検事正　小
黒和明
(秋田市山王７－１－２)

平成20年4月1日

富士ゼロックス株式会社
秋田営業所
秋田市山王２丁目１番５４
号

当該機種の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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１０２
条の４第３号）

― 1,737,000 ― ―
単価契約
１枚４．７円ほ
か１件

489 電話通信契約

支出負担行為担当官
  青森地方検察庁検事正
　  　　　　　　 　宇井 　稔
（青森市長島１－３－２５）

平成20年4月1日
東日本電信電話株式会社
札幌市中央区南14条西13
丁目3-33

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第２９条の３第４項，予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

― 4,609,138 ― ―
単価契約
１分あたり８．
５円ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

490 後納郵便契約

支出負担行為担当官
　青森地方検察庁検事正
                    　宇井 　稔
（青森市長島１－３－２５）

平成20年4月1日
郵便事業株式会社
東京都千代田区霞が関１
－３－２

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業株式会社のほかに一般信書
便事業を営むための許可を受けてい
る者がいないことから，競争を許さない
ため，随意契約としたもの。（会計法第
２９条の３第４項，予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号）

― 3,233,230 ― ―
単価契約
１通あたり８０
円ほか

491 複写機２７台の保守契約

支出負担行為担当官
　青森地方検察庁検事正
                    　宇井 　稔
（青森市長島１－３－２５）

平成20年4月1日
（株）テクノル青森支店
青森市堤町１－６－７

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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１０２
条の４第３号）

― 7,414,303 ― ―

単価契約
黒モード１枚
４．７円
ほか２３件

492
平成２０年度複合複写機の保守管
理契約（ゼロックス１１台分）

支出負担行為担当官
　札幌地方検察庁検事正　山
本信一
（札幌市中央区大通西１２丁
目）

平成20年4月1日
（株）イトーキ北海道
札幌市白石区本通４丁目
北１―１

本機は，平成１６年度及び平成１７年
度に，向後５年間の複合複写機の保
守料込みでトータルコストを比較して一
般競争入札を実施しており，まだ５年
経過しておらず，契約の目的が競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第
４項，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 12,562,200 ― ―
単価契約
モノクロ１枚
４．０円ほか

493 平成２０年度電話料

支出負担行為担当官
　札幌地方検察庁検事正　山
本信一
（札幌市中央区大通西１２丁
目）

平成20年4月1日
東日本電信電話（株）
札幌市中央区南１４条西１
３丁目３―３３ＮＴＴ南ビル

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当業者と随意契約したもの。（会計
法第２９条の３第４項，予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号）

― 8,798,792 ― ―
単価契約
３分８．５円ほ
か
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

494 平成２０年度後納郵便料

支出負担行為担当官
　札幌地方検察庁検事正　山
本信一
（札幌市中央区大通西１２丁
目）

平成20年4月1日

郵便事業株式会社札幌支
店
札幌市東区北６条東１丁
目１番２号

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業株式会社のほかに一般信書
便事業を営むための許可を受けてい
る者がいないことから，競争を許さない
ため，随意契約としたもの。（会計法第
２９条の３第４項，予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号）

― 6,418,339 ― ―
単価契約
はがき１枚５
０円ほか

495 平成２０年度タクシー借り上げ契約

支出負担行為担当官
　札幌地方検察庁検事正　山
本信一
（札幌市中央区大通西１２丁
目）

平成20年4月1日

札幌ハイヤー事業協同組
合
札幌市中央区南８条西１５
丁目

道路運送法第９条による許可料金が
同一であり，競争を許さないことから，
公募により契約業者を特定し契約を締
結したもの。（会計法第２９条の３第４
項，予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号）

― 2,894,970 ― ―
北海道運輸
局長認可料
金

496 複写機保守管理契約一式

支出負担行為担当官
　函館地方検察庁検事正
 　中屋利洋
（北海道函館市上新川町１－１
３）

平成20年4月1日

富士ゼロックス北海道株
式会社
北海道札幌市中央区大通
西１０ー４－１３３

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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）

― 2,362,927 ― ―

単価契約
モノクロ1枚～
5000枚：3.29
円/枚，5001
枚～：2.63円/
枚
フルカラー
25.21円/枚
ほか

497 電話料等
支出負担行為担当官
　旭川地方検察庁　金田　茂
（北海道旭川市花咲町４丁目）

平成20年4月1日

東日本電信電話（株）北海
道支店
札幌市中央区南１４条西１
３－３－３３　ＮＴＴ南ビル

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第２９条の３第４項，予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

― 3,341,000 ― ―
単価契約
３分８．５円ほ
か
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

498 後納郵便料
支出負担行為担当官
　旭川地方検察庁　金田　茂
（北海道旭川市花咲町４丁目）

平成20年4月1日
郵便事業（株）
東京都千代田区霞が関１
－３－２

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
契約の相手方のほかに一般信書便事
業を営むための許可を受けている者
がいないことから，競争を許さないた
め，随意契約としたもの。（会計法第２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 2,859,000 ― ―
単価契約
１通当たり８０
円ほか

499
旭川地方法務合同庁舎で使用する
上下水道

支出負担行為担当官
　旭川地方検察庁　金田　茂
（北海道旭川市花咲町４丁目）

平成20年4月1日
旭川市水道局
北海道旭川市上常盤町１

当合同庁舎への上下水道の供給は，
契約の相手方のみが行う業務である
ため。（会計法第２９条の３第４項，予
決令第１０２条の４第３号）

― 1,881,000 ― ―

単価契約
１㎥当たり
157.15円ほか
７件

500
庁舎機械警備委託契約一式
（旭川地方法務合同庁舎ほか３か
所）

支出負担行為担当官
　旭川地方検察庁　金田　茂
（北海道旭川市花咲町４丁目）

平成20年4月1日
セコム（株）
東京都渋谷区神宮前１－
５－１

庁舎機械警備を行うために契約業者
の独自システムを設置しているところ，
契約の相手方を他の業者に変更する
場合には，当該システムの撤去及び
他の業者のシステムを設置するため
の新たな経費が発生することから，現
契約業者と契約することが有利である
ため，随意契約としたもの。（会計法第
２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第４号ロ）

― 1,830,780 ― ―

501 複写機（コニカ）の保守管理
支出負担行為担当官
　旭川地方検察庁　金田　茂
（北海道旭川市花咲町４丁目）

平成20年4月1日
（株）大江商店
北海道旭川市７条通１５－
左１

５年間の保守料を含めた一般競争入
札により調達した当該複写機につい
て，継続して保守可能な業者は契約の
相手方のみであるため。（会計法第２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 1,325,520 ― ―

単価契約
１枚当たり
２．９円ほか９
件

502
平成20年度
　釧路地方検察庁後納郵便契約

支出負担行為担当官
　釧路地方検察庁検事正　廣
瀬勝人
（北海道釧路市柏木町5番7号）

平成20年4月1日

郵便事業株式会社釧路支
店釧路中央郵便局
（北海道釧路市幸町13番2
号）

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業株式会社のほかに一般信書
便事業を営むための許可を受けてい
る者がいないことから，競争を許さない
ため，随意契約としたもの（会計法第
29条の3第4項，予算決算及び会計令
第102条の4第3号）。

― 1,515,400 ― ―
単価契約
1通当たり
80円ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

503
平成20年度
　釧路地方検察庁管内電話回線使
用契約

支出負担行為担当官
　釧路地方検察庁検事正　廣
瀬勝人
（北海道釧路市柏木町5番7号）

平成20年4月1日
東日本電信電話株式会社
（札幌市中央区南14条西
13丁目3-33）

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的では
ない。そこで，法務省においては，各
業者の料金プランを比較検討した上，
法務省の電話等の利用形態に合った

も経済的と考えられるプランを選定
し，該当の業者と随意契約をしたもの
（会計法第29条の3第4項，予算決算
及び会計令第102条の4第3号）。

― 5,097,596 ― ―
単価契約
3分8.5円ほか

504
平成20年度
　帯広法務総合庁舎上下水道使用
契約

支出負担行為担当官
　釧路地方検察庁検事正　廣
瀬勝人
（北海道釧路市柏木町5番7号）

平成20年4月1日
帯広市水道部
（北海道帯広市西5条南7
丁目1番地）

水道法第6条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
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102条の4第3
項）。

― 1,191,358 ― ―
単価契約
1㎥当たり
290円

505
平成20年度
　コニカミノルタ製デジタル複写機保
守契約

支出負担行為担当官
　釧路地方検察庁検事正　廣
瀬勝人
（北海道釧路市柏木町5番7号）

平成20年4月1日

コニカミノルタビジネスソ
リューソンズ株式会社北
海道支店釧路営業所
（北海道釧路市寿町1丁目
1番111号）

契約業者は，製造メーカーで当初から
の供給業者であるところ，複写機保守
に必要な部品の供給，技術の提供及
び品質保証等を条件とした場合，他に
契約業者がいないため（会計法第29
条の3第4項，予算決算及び会計令第
102条の4第3号）。

― 5,946,371 ― ―
単価契約
1枚当たり
5円ほか

506 電話通信契約

支出負担行為担当官
　高松地方検察庁検事正
　　松浦由記夫
　　　　（高松市丸の内１番１号）

平成20年4月1日
東日本電信電話株式会社
札幌市中央区南十四条西
１３丁目３－３３

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の各約款に定め
られているものであり，一般競争入札
による価格競争を行うことは現実的で
はない。そこで，法務省においては，
各業者の料金プランを比較検討した
上，法務省の電話等の利用形態に
合った も経済的と考えられるプラン
を選定し，該当の業者と随意契約した
もの（会計法第２９場の３第４項，予算
決算及び会計令第１０２場の４第３
号）。

― 3,292,459 ― ―
単価契約
３分８．５円ほ
か
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

507 郵便の発送（後納郵便）

支出負担行為担当官
　高松地方検察庁検事正
　　松浦由記夫
　　　　（高松市丸の内１番１号）

平成20年4月1日
日本郵政公社
東京都千代田区霞が関１
丁目３番２号

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
日本郵政公社のほかに一般信書便事
業を営むための許可を受けている者
がいないことから，競争を許さないた
め，随意契約としたもの（会計法第２９
場の３第４項，予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号）。

― 2,848,250 ― ―
単価契約
１通あたり８０
円ほか

508
乾式複写機の保守及び消耗品供給
契約

支出負担行為担当官
　高松地方検察庁検事正
　　松浦由記夫
　　　　（高松市丸の内１番１号）

平成20年4月1日
㈱青柳
高松市福岡町２丁目５番７
号

平成１８年度に５年間の使用予定枚数
による一般競争入札を実施したため，
本年度は昨年度に引き続き当該業者
と随意契約としたもの（会計法第２９条
の３第４項，予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号）

― 2,654,237 ― ―
単価契約
１枚１．８円ほ
か１件

509
乾式複写機の保守及び消耗品供給
契約

支出負担行為担当官
　高松地方検察庁検事正
　　松浦由記夫
　　　　（高松市丸の内１番１号）

平成20年4月1日
冨士ゼロックス㈱四国
高松市磨屋町８番地１

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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１０２
条の４第３号）

― 1,649,076 ― ―
単価契約
１枚4．5円ほ
か7件

510
乾式複写機等の保守及び消耗品供
給契約

支出負担行為担当官
　高松地方検察庁検事正
　　松浦由記夫
　　　　（高松市丸の内１番１号）

平成20年4月1日
アカマツ㈱高松営業所
高松市多肥下町２４７－２

平成１９年度に５年間の使用予定枚数
による一般競争入札を実施したため，
本年度は昨年度に引き続き当該業者
と随意契約としたもの（会計法第２９条
の３第４項，予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号）

― 1,758,468 ― ―
単価契約
１枚2.8円ほ
か3件

511
複写機の保守点検及び調整等の処
置契約(１３台)

支出負担行為担当官
　徳島地方検察庁検事正　田
内正宏
（徳島市徳島町2-17）

平成20年4月1日
（株）ダイヤジム
徳島市富田浜1-20

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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）

― 3,689,292 ― ―
単価契約
1枚当たり2円
ほか4件
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

512 電話料等

支出負担行為担当官
　徳島地方検察庁検事正　田
内正宏
（徳島市徳島町2-17）

平成20年4月1日
東日本電信電話（株）
東京都新宿区西新宿3-
19-2

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的では
ない。そこで，法務省においては,各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第２９条の３第４項，予決令第１０
２条の４第３号）

― 2,810,838 ― ―

単価契約
回線基本使
用料3,530円
ほか

513
徳島地方検察庁庁舎空調用ガス需
給

支出負担行為担当官
　徳島地方検察庁検事正　田
内正宏
（徳島市徳島町2-17）

平成20年4月1日
四国瓦斯（株）徳島支店
徳島市北出来島町1-26-2

供給することが可能な事業者は契約
相手方のみであり，契約の性質又は
目的が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）

― 2,573,202 ― ―

単価契約
基本料金
38,081円,従
量料金１立法
メートル当た
り69.35円ほ
か4件

514 後納郵便料

支出負担行為担当官
　徳島地方検察庁検事正　田
内正宏
（徳島市徳島町2-17）

平成20年4月1日
郵便事業株式会社
東京都千代田区霞が関1-
3-2

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業株式会社のほかに一般信書
郵便業を営むための許可を受けてい
る者がいないことから，契約の性質又
は目的が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）

― 1,928,200 ― ―
単価契約
１通80円ほか

515
徳島地方検察庁本館及び別館ほか
４か所機械警備委託業務一式

支出負担行為担当官
　徳島地方検察庁検事正　田
内正宏
（徳島市徳島町2-17）

平成20年4月1日
セコム（株）
東京都渋谷区神宮前1-5-
1

庁舎機械警備を行うために契約業者
の独自のシステムを設置しているとこ
ろ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及
び他の業者のシステムを設置するた
めの新たな経費が発生することから，
現契約業者と契約することが有利であ
るため，随意契約としたもの。（会計法
第２９条の３第４項，予算決算及び会
計令第１０２条の４第４号ロ）

― 1,436,400 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

516 一般電話回線

支出負担行為担当官
高知地方検察庁検事正
安田博延
（高知市丸ノ内1-4-1）

平成20年4月1日
東日本電信電話（株）
札幌市中央区南十四条西
13-3-33

電話料金については，競争の余地が
あるものの，電話料金等の各プランは
いずれも関係業者の約款に定められ
ているものであり，一般競争入札によ
る価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第２９条の３第４項，予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

― 3,292,478 ― ―
単価契約
通話料３分間
8.295円ほか

517
複写機の保守点検及び調整等の処
置契約一式

支出負担行為担当官
高知地方検察庁検事正
安田博延
（高知市丸ノ内1-4-1）

平成20年4月1日
富士ゼロックス四国（株）
香川県高松市磨屋町8-1

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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１０２
条の４第３号）

― 2,504,772 ― ―
単価契約
１枚当たり
1.85円ほか

518 後納郵便料

支出負担行為担当官
高知地方検察庁検事正
安田博延
（高知市丸ノ内1-4-1）

平成20年4月1日
郵便事業（株）
東京都千代田区霞ヶ関1-
3-2

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業株式会社のほかに一般信書
便事業を営むための許可を受けてい
る者がいないことから，競争を許さない
ため，随意契約としたもの。（会計法第
２９条の３第４項，予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号）

― 2,325,330 ― ―

単価契約
普通１種２５
グラム８０円
ほか

519
複写機の保守点検及び調整等の処
置契約一式

支出負担行為担当官
高知地方検察庁検事正
安田博延
（高知市丸ノ内1-4-1）

平成20年4月1日
高知県文具（株）
高知市南久保8-10

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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１０２
条の４第３号）

― 1,713,406 ― ―
単価契約
１枚当たり4.5
円ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

520 固定電話利用契約

支出負担行為担当官
　松山地方検察庁検事正　浅
尾俊久
（愛媛県松山市一番町４丁目４
－１）

平成20年4月1日
東日本電信電話（株）
札幌市中央区南十四条西
13丁目３－３３

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札よ
る価格競争を行うことは現実的ではな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第29条の3第4項，予算決算及び
会計令第102条の4第3号）

― 5,597,037 ― ―
単価契約
３分８．５円ほ
か

521 郵便料金後納契約

支出負担行為担当官
　松山地方検察庁検事正　浅
尾俊久
（愛媛県松山市一番町４丁目４
－１）

平成20年4月1日
郵便事業株式会社
松山市宮西１丁目３－４４

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業株式会社のほかに一般信書
郵便事業を営むための許可を受けて
いる者がいないことから，競争を許さな
いため，随意契約としたもの。（会計法
第29条の3第4項，予算決算及び会計
令第102条の4第3号）

― 4,076,620 ― ―
単価契約
１通当たり８０
円ほか

522
松山法務総合庁舎空調用ガス需給
契約

支出負担行為担当官
　松山地方検察庁検事正　浅
尾俊久
（愛媛県松山市一番町４丁目４
－１）

平成20年4月1日
四国ガス(株)松山支店
愛媛県松山市味酒町1丁
目１０－６

ガスを安定的に供給することが可能な
事業者は契約相手方のみであり,契約
の性質又は目的が競争を許さないた
め。（会計法第29条の3第4項，予算決
算及び会計令第102条の4第3号）

― 3,667,169 ― ―
単価契約
29.71円／立
米ほか

523 複写機の保守及び消耗品供給契約

支出負担行為担当官
　松山地方検察庁検事正　浅
尾俊久
（愛媛県松山市一番町４丁目４
－１）

平成20年4月1日
富士ゼロックス四国(株)
香川県高松市磨屋町８ー
１

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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102条
の4第3号）

― 2,518,944 ― ―
単価契約
1枚当たり4．7
円ほか4件

524 複写機の保守及び消耗品供給契約

支出負担行為担当官
　松山地方検察庁検事正　浅
尾俊久
（愛媛県松山市一番町４丁目４
－１）

平成20年4月1日
(株)アグサス
松山市六軒家町２－３０

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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102条
の4第3号）

― 1,936,813 ― ―
単価契約
1枚当たり4．
２円ほか２件

107 / 375 ページ



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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

525 複写機の保守及び消耗品供給契約

支出負担行為担当官
　松山地方検察庁検事正　浅
尾俊久
（愛媛県松山市一番町４丁目４
－１）

平成20年4月1日
アカマツ(株)
愛媛県松山市福音寺町２
３５番地１

当該機器の保守に必要な技術・能力
及び保守部品を有する者が契約業者
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102条
の4第3号）

― 1,594,275 ― ―

単価契約
1枚当たり
0.98円ほか１
件

526

不動産登記部門ほかにおける登記
情報システム用電子計算機の借入
及びプログラムプロダクトの使用権
許諾に関する契約一式

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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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）

― 733,282,200 ― ―

527
不動産登記複合処理システム管理
用サーバ賃貸借契約一式

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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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）

― 2,305,152 ― ―

528
不動産登記部門ほかにおける不動
産登記複合処理システム機器等賃
貸借契約一式

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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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）

― 36,423,168 ― ―

529
豊島出張所ほかにおける不動産登
記複合処理システム機器等賃貸借
契約一式

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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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）

― 127,891,764 ― ―

530
府中支局ほかにおける不動産登記
記入処理システム賃貸借契約　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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内
3-4-1

不動産登記記入処理システムは，契
約業者が独自に開発・構築し，当該機
器等については前年度から継続貸借
するものであり，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２号）

― 22,160,604 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

531
豊島出張所ほかにおける不動産登
記記入処理システム賃貸借契約
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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内
3-4-1

不動産登記記入処理システムは，契
約業者が独自に開発・構築し，当該機
器等については前年度から継続貸借
するものであり，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２号）

― 23,155,020 ― ―

532
中野出張所ほかにおける受付番号
票シールプリンタ等賃貸借契約一式

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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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）

― 3,345,252 ― ―

533
板橋出張所ほかにおける事務処理
用統合記入ｼｽﾃﾑ等の賃貸借契約
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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内
3-4-1

事務処理用統合記入システムは，契
約業者が独自に開発・構築し，当該機
器等については前年度から継続貸借
するものであり，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）

― 14,244,324 ― ―

534
西多摩支局ほかにおける商業登記
記入用印刷装置賃貸借契約一式

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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内
3-4-1

当該機器等については，前年度から
継続して賃借するものであり，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）

― 2,381,400 ― ―

535
証明書等発行請求機賃貸借契約一
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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内
3-4-1

当該機器等については，前年度から
継続して賃借するものであり，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）

― 1,521,707 ― ―

536
不動産登記部門ほかにおける登記
識別情報通知用ﾌﾟﾘﾝﾀ賃貸借契約
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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日

ﾘｺｰﾘｰｽ（株）
東京都中央区銀座7-16-3
（株）リコー
東京都大田区中馬1-3-6

当該機器等については，前年度から
継続して賃借するものであり，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）

― 9,853,200 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

537
北出張所における登記情報ｼｽﾃﾑ
事務処理用印刷装置賃貸借契約一
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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日

ﾘｺｰﾘｰｽ（株）
東京都中央区銀座7-16-3
（株）リコー
東京都大田区中馬1-3-6

当該機器等については，前年度から
継続して賃借するものであり，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）

― 1,118,880 ― ―

538
八王子支局ほかにおける供託シス
テム保守契約一式

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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日

新日鉄ソリューションズ
(株)
東京都中央区新川2-20-
15

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）

― 1,483,524 ― ―

539
バックアップセンターにおけるシステ
ムエンジニアリング支援業務委託契
約一式

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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日
富士通(株)
東京都港区東新橋1-5-2

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）

― 10,951,112 ― ―

540
不動産集中処理システム等稼働後
システムエンジニアリング支援業務
委託契約一式

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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日
富士通(株)
東京都港区東新橋1-5-2

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
行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令
第１３条第１項第２号）

― 21,805,186 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

541
登記情報システム用自家発電設備
装置賃貸借契約一式

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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日

東芝ファイナンス(株)
東京都中央区銀座5-2-1
(株)東芝
東京都港区芝浦1-1-1

当該機器等については，前年度から
継続して賃借するものであり，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）

― 1,108,800 ― ―

542
動産譲渡登記システム・債権譲渡登
記システム運用保守業務契約一式

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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日

(株)エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲3-3-9
豊洲センタービルアネック
ス14階

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，特例政令
第１３条第１項第２号）

― 36,199,548 ― ―

543
動産譲渡登記システム機器賃貸借
契約一式

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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日

(株)エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲3-3-9
豊洲センタービルアネック
ス14階

当該機器等については，前年度から
継続して賃借するものであり，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２号）

― 24,318,000 ― ―

544

債権譲渡登記システム及び債権譲
渡オンライン申請システムの機能改
善及び追加に係る機器賃貸借契約
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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日

(株)エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲3-3-9
豊洲センタービルアネック
ス14階

当該機器等については，前年度から
継続して賃借するものであり，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２号）

― 45,360,000 ― ―

545
債権譲渡登記オンライン申請システ
ム機器賃貸借契約一式

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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日

(株)エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲3-3-9
豊洲センタービルアネック
ス14階

当該機器等については，前年度から
継続して賃借するものであり，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）

― 6,311,889 ― ―

546
債権譲渡登記申請情報保管サーバ
機器賃貸借契約一式

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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日

(株)エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲3-3-9
豊洲センタービルアネック
ス14階

当該機器等については，前年度から
継続して賃借するものであり，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）

― 1,355,958 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

547
本局登記部門ほか２８庁における登
記所システム記入装置稼働後ＳＥ支
援業務委託契約一式

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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日
東芝ソリューション(株)
東京都港区芝浦１－１－１

対象システムは契約の相手方が独自
に開発・構築し，これを貸借しているも
のであり，その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）

― 2,723,680 ― ―

548
法人登記部門ほか１６庁における登
記情報ｼｽﾃﾑ事務処理用印刷装置
賃貸借契約一式

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-
18）

平成20年4月1日
ＮＴＴファイナンス（株）
東京都港区芝浦1-2-1

当該機器等については，前年度から
継続して賃借するものであり，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）

― 7,330,680 ― ―

549 電子複写機保守契約一式

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-
18）

平成20年4月1日

東芝テックビジネスソ
リューションズ株式会社
東京都千代田区岩本町2-
4-3

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な者は契約業者のみであり，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）

― 1,120,038 ― ―

単価契約
１枚当たり
４．８０円
外２件

550 電子複写機保守契約一式

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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日
リコー販売(株)
東京都中央区銀座8-18-
11

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な者は契約業者のみであり，競争を許
さないため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令
第１３条第１項第２号）

― 49,970,352 ― ―

単価契約
１枚当たり
４．９５円
外３２件

551 電子複写機保守契約一式

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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日

コニカミノルタビジネスソ
リューションズ（株）
東京都中央区日本橋本町
1-5-4

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な者は契約業者のみであり，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）

― 16,938,693 ― ―

単価契約
１枚当たり
４．４０円
外１０件

552 電子複写機保守契約一式

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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日
富士ゼロックス（株）
東京都港区六本木3-1-1

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な者は契約業者のみであり，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）

― 8,331,992 ― ―

単価契約
１枚当たり
１．０５円
外８件
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

553
成年後見登記システム機器賃貸借
契約一式

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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日
日立キャピタル(株)
東京都港区西新橋2-15-
12

当該機器等については，前年度から
継続して賃借するものであり，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２号）

― 21,117,713 ― ―

554
成年後見登記システムｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
支援業務委託契約一式

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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日
(株)日立製作所
東京都江東区新砂1-6-27

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，特例政令
第１３条第１項第２号）

― 19,410,216 ― ―

555
準備書面作成支援システム用パソ
コン賃貸借契約一式

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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日
エヌエスリース（株）
東京都千代田区有楽町一
丁目７番１号

当該機器等については，前年度から
継続して賃借するものであり，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）

― 2,265,444 ― ―

556
準備書面作成支援システムサーバ
機器賃貸借一式

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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日

新日鉄ソリューションズ
（株）
東京都中央区新川二丁目
２０番１５号
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

当該機器等については，前年度から
継続して賃借するものであり，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）

― 5,243,304 ― ―

557
準備書面作成支援システム及びプ
リンタ保守契約一式

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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日

新日鉄ソリューションズ
（株）
東京都中央区新川二丁目
２０番１５号

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）

― 2,347,380 ― ―
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No. 物品役務等の名称及び数量
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再就職
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558 八王子支局庁舎賃貸借契約

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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日
みずほ信託銀行（株）
東京都中央区八重洲１－
２－１

当局八王子支局の庁舎を継続賃借す
るものであり，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２号）

― 85,449,768 ― ―

559 府中支局庁舎敷地賃貸借契約

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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日
府中市
東京都府中市宮西町２－
２４

当局府中支局の庁舎敷地を継続賃借
するものであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 1,853,880 ― ―

560 世田谷出張所駐車場賃貸借契約

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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日
世田谷区
東京都世田谷区世田谷４
－２１－２７

お客様用駐車場として必要な１０数台
規模の敷地は，世田谷出張所の近辺
には，この敷地以外皆無であり，競争
を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項，予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

― 2,352,000 ― ―

561 西多摩支局庁舎敷地賃貸借契約

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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日
福生市
東京都福生市本町５

当局西多摩支局の庁舎敷地を継続賃
借するものであり，競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項，予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号）

― 2,385,132 ― ―

562 品川出張所庁舎賃貸借契約

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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日
品川区
東京都品川区広町２－１
－３６

当局品川出張所の庁舎を継続賃借す
るものであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 1,483,596 ― ―
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563
電子認証システム運用・管理委託契
約

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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日
(株)日立製作所
東京都江東区新砂1-6-27

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
行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令
第１３条第１項第２号）

― 156,072,540 ― ―

564 電子認証指定登記所接続作業

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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日
(株)日立製作所
東京都江東区新砂1-6-27

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）

― 1,638,000 ― ―

単価契約
1登記所当た
り
＠42,000円

565
成年後見登記オンラインシステム用
機器保守契約一式

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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日
(株)日立製作所
東京都江東区新砂1-6-27

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）

― 15,603,840 ― ―

566 地図管理システム保守委託

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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻2-7-
3

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）

― 1,187,760 ― ―
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567 供託金収納能率機器保守契約

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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日

グローリー（株）首都圏支
店
東京都中央区東日本橋1-
6-6

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な者は契約業者のみであり，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）

― 1,382,850 ― ―

568
台東出張所における登記情報ｼｽﾃ
ﾑ事務処理用印刷装置賃貸借契約
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
－１５九段第２合同庁舎）

平成20年4月1日
富士ゼロックス（株）
東京都港区六本木3-1-1

当該機器等については，前年度から
継続して賃借するものであり，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）

― 3,108,000 ― ―

569

電子計算機の賃貸借及びプログラ
ム・プロダクトの使用権許諾に関す
る契約一式
（本局ほか１９庁）

支出負担行為担当官代理
　横浜地方法務局　次長　　西
沢　　長
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
－４－１

独自に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）

― 456,976,800 ― ―

570
不動産登記複合処理システムの使
用権許諾に関する契約一式
（本局ほか１８庁）

支出負担行為担当官代理
　横浜地方法務局　次長　　西
沢　　長
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
－４－１

独自に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）

― 71,552,616 ― ―

571 建物賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　横浜地方法務局　次長　　西
沢　　長
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成20年4月1日
（社）小田原青色申告会
神奈川県小田原市本町２
－３－２４

小田原支局庁舎として利用しており，
契約の目的物が代替性のない特定の
位置にある建物であって，他の位置に
ある建物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）

― 34,867,136 ― ―

572 ＩＰ－ＶＰＮ回線

支出負担行為担当官代理
　横浜地方法務局　次長　　西
沢　　長
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成20年4月1日

エヌ・ティ・ティコミュニケー
ションズ（株）
東京都千代田区内幸町１
－１－６

登記情報システム専用の回線網として
利用しているもので，同システムの
ネットワーク環境の互換性から契約の
相手方以外の者との競争を許さない
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）

― 33,354,312 ― ―
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573 Ｖ７０システム稼働後支援作業

支出負担行為担当官代理
　横浜地方法務局　次長　　西
沢　　長
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成20年4月1日
富士通（株）
川崎市中原区上小田中」
４－１－１

登記情報システムは，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か
かる支援業務を遂行可能な者は開
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）

― 14,682,888 ― ―

574
不動産登記複合処理システムの使
用権許諾に関する契約
（本局ほか１６庁）

支出負担行為担当官代理
　横浜地方法務局　次長　　西
沢　　長
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
－４－１

独自に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）

― 14,459,064 ― ―

575 電話料等

支出負担行為担当官代理
　横浜地方法務局　次長　　西
沢　　長
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成20年4月1日

東日本電信電話（株）神奈
川支店
横浜市西区みなとみらい４
－７－３

通信回線については，競争の余地は
あるものの，回線使用料等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的では
ない。そこで，当局においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，通
信回線の利用形態にあった も経済
的と考えられるプランを選定し，該当
の業者と随意契約した。（会計法第２９
条の３第４項，予決令１０２条の４第３
号）

― 11,329,089 ― ―

576
不動産登記記入処理システム一式
の借料
（本局ほか１６庁）

支出負担行為担当官代理
　横浜地方法務局　次長　　西
沢　　長
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
－４－１

不動産登記記入処理システムは，契
約の相手方が独自に開発・構築し，当
該機器等については前年度から継続
貸借するものであり，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）

― 10,849,356 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

577 ＢＣ業務支援作業

支出負担行為担当官代理
　横浜地方法務局　次長　　西
沢　　長
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成20年4月1日
富士通（株）
川崎市中原区上小田中」
４－１－１

登記情報システムは，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か
かる支援業務を遂行可能な者は開
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）

― 10,171,576 ― ―

578
不動産登記記入処理システム一式
の借料
（川崎支局ほか６庁）

支出負担行為担当官代理
　横浜地方法務局　次長　　西
沢　　長
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
－４－１

不動産登記記入処理システムは，契
約の相手方が独自に開発・構築し，当
該機器等については前年度から継続
貸借するものであり，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）

― 8,001,000 ― ―

579
登記識別情報通知書用プリンタ賃
貸借

支出負担行為担当官代理
　横浜地方法務局　次長　　西
沢　　長
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成20年4月1日
リコーリース（株）
東京都大田区中馬込１－
３－６

当該機器については，前年度に引き
続き継続賃借するものであり，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）

― 6,375,600 ― ―

580
登記情報システム事務処理用印刷
装置賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　横浜地方法務局　次長　　西
沢　　長
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成20年4月1日
ＮＴＴファイナンス（株）
東京都港区新橋４－５－１

当該機器については，前年度に引き
続き継続賃借するものであり，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）

― 3,276,000 ― ―

581
事務処理用統合記入処理システム
一式の借料
（横須賀支局ほか８庁）

支出負担行為担当官代理
　横浜地方法務局　次長　　西
沢　　長
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 2,647,836 ― ―
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582
供託事務処理システム用機器保守
請負契約

支出負担行為担当官代理
　横浜地方法務局　次長　　西
沢　　長
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成20年4月1日

新日鐵ソリューションズ
（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

当該システムは，契約の相手方が独
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
遂行でき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）

― 2,627,100 ― ―

583
不動産登記複合処理システム管理
用サーバ一式の借料
（ＢＣ）

支出負担行為担当官代理
　横浜地方法務局　次長　　西
沢　　長
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 2,305,152 ― ―

584
受付番号票シールプリンタ賃貸借契
約
（本局ほか１８庁）

支出負担行為担当官代理
　横浜地方法務局　次長　　西
沢　　長
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
－４－１

当該機器については，前年度に引き
続き継続賃借するものであり，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）

― 1,940,196 ― ―

585 登記所記入装置稼働後支援契約

支出負担行為担当官代理
　横浜地方法務局　次長　　西
沢　　長
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成20年4月1日
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦１－１－１

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２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 1,784,480 ― ―

586
登記所外設置電子計算機の賃貸借
及びプログラム・プロダクトの使用権
許諾に関する契約

支出負担行為担当官代理
　横浜地方法務局　次長　　西
沢　　長
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 1,601,952 ― ―
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の役員
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587
局内ＬＡＮ機器のソフトウエアの保守
契約一式

支出負担行為担当官代理
　横浜地方法務局　次長　　西
沢　　長
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成20年4月1日
（株）富士通エフサス
東京都港区芝公園４－１
－４

当該システムは，契約の相手方が独
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
遂行でき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）

― 1,549,800 ― ―

588
駐車場管理システムリース契約
（相模原地方合同庁舎）

支出負担行為担当官代理
　横浜地方法務局　次長　　西
沢　　長
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成20年4月1日
三菱電機クレジット（株）
東京都品川区西五反田１
－３－８

当該機器については，前年度に引き
続き継続賃借するものであり，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）

― 1,544,760 ― ―

589
ＢＣ登記情報システム用自家発電装
置一式借料

支出負担行為担当官代理
　横浜地方法務局　次長　　西
沢　　長
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成20年4月1日

（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１
東芝ファイナンス（株）
東京都中央区銀座５－２
－１

当該機器については，前年度に引き
続き継続賃借するものであり，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）

― 1,119,408 ― ―

590 県有財産賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　横浜地方法務局　次長　　西
沢　　長
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成20年4月1日
神奈川県知事　松沢成文
横浜市中区日本大通り１

小田原支局別地駐車場として昨年度
に引き続き利用し，契約の目的物が代
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１０
２条の４第３号）

― 1,112,520 ― ―

591
商業登記記入用印鑑装置賃貸借契
約
（藤沢支局ほか２庁）

支出負担行為担当官代理
　横浜地方法務局　次長　　西
沢　　長
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 1,020,600 ― ―

592 電子複写機保守契約

支出負担行為担当官代理
　横浜地方法務局　次長　　西
沢　　長
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成20年4月1日
リコー販売（株）
横浜市西区みなとみらい２
－３－３

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な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）

― 22,182,307 ― ―
単価契約
１枚当たり
４．９５円ほか
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593 電子複写機保守契約

支出負担行為担当官代理
　横浜地方法務局　次長　　西
沢　　長
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成20年4月1日
富士ゼロックス（株）
横浜市西区みなとみらい２
－２－１

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な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）

― 4,062,353 ― ―
単価契約
１枚当たり
４．７０円ほか

594 後納郵便契約

支出負担行為担当官代理
　横浜地方法務局　次長　　西
沢　　長
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成20年4月1日
郵便事業（株）
横浜市中区桜木町１－１

郵便の方法により信書の送達を行え
る者が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）

― 10,302,216 ― ―
単価契約
１通当たり
８０円ほか

595 上下水道契約一式

支出負担行為担当官代理
　横浜地方法務局　次長　　西
沢　　長
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成20年4月1日 横浜市水道局

水道法第６条の規定に基づく水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
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）

― 4,174,878 ― ―
単価契約
１㎥当たり
２２６円ほか

596 上下水道契約一式

支出負担行為担当官代理
　横浜地方法務局　次長　　西
沢　　長
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成20年4月1日 神奈川県企業庁

水道法第６条の規定に基づく水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
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）

― 2,083,368 ― ―
単価契約
１㎥当たり
２０１円ほか

597 ガス供給契約

支出負担行為担当官代理
　横浜地方法務局　次長　　西
沢　　長
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成20年4月1日
東京ガス（株）
東京都港区海岸１－５－２
０

安全かつ継続的に供給できる業者が
相手方のみであるため。（会計法第２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 10,921,562 ― ―
単価契約
１㎥当たり
１４６．７２円

598
登記情報システム用電子計算機の
借入及びプログラムプロダクトの使
用権許諾に関する契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局戸籍課長
栗原仁郎
（さいたま市浦和区高砂3-16-
58）

平成20年4月1日
日本電子計算機(株)
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)

― 387,099,720 ― ―

121 / 375 ページ



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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

599
（不動産）登記複合処理システム（６
０ヶ月）一式の賃貸借に関する契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局戸籍課長
栗原仁郎
（さいたま市浦和区高砂3-16-
58）

平成20年4月1日
日本電子計算機(株)
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)

― 61,671,420 ― ―

600 ＩＰーＶＰＮ回線

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局戸籍課長
栗原仁郎
（さいたま市浦和区高砂3-16-
58）

平成20年4月1日

NTTコミュニケーションズ
(株)
東京都千代田区内幸町1-
1-6

登記情報システム専用の回線網として
利用しているもので，同システムの
ネットワーク環境の互換性から契約業
者以外の者との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)

― 43,612,011 ― ―

601
（不動産）登記複合処理システム（３
６ヶ月）一式の賃貸借に関する契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局戸籍課長
栗原仁郎
（さいたま市浦和区高砂3-16-
58）

平成20年4月1日
日本電子計算機(株)
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）

― 16,085,424 ― ―

602
Ｖ７０システム稼動後業務支援作業
に関する契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局戸籍課長
栗原仁郎
（さいたま市浦和区高砂3-16-
58）

平成20年4月1日
富士通(株)
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）

― 14,729,848 ― ―

603
（不動産）登記記入処理システム（６
０ヶ月）一式の賃貸借に関する契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局戸籍課長
栗原仁郎
（さいたま市浦和区高砂3-16-
58）

平成20年4月1日
日本電子計算機(株)
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）

― 12,704,688 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

604 電話料等

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局戸籍課長
栗原仁郎
（さいたま市浦和区高砂3-16-
58）

平成20年4月1日
東日本電信電話㈱
東京都新宿区西新宿3-
19-2

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。
（会計法第29条の3第4項，予決令第
102条の4第3号）

― 11,701,402 ― ―

605
バックアップセンター業務支援作業
に関する契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局戸籍課長
栗原仁郎
（さいたま市浦和区高砂3-16-
58）

平成20年4月1日
富士通(株)
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）

― 11,091,995 ― ―

606
事務処理用統合記入システム一式
の賃貸借に関する契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局戸籍課長
栗原仁郎
（さいたま市浦和区高砂3-16-
58）

平成20年4月1日
日本電子計算機(株)
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）

― 6,720,660 ― ―

607
登記識別情報プリンタ賃貸借に関す
る契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局戸籍課長
栗原仁郎
（さいたま市浦和区高砂3-16-
58）

平成20年4月1日

リコーリース(株)
東京都中央区銀座7-16-3
(株)リコー
東京都大田区中馬込1-3-
6

当該機器については，前年度に引き
続き継続賃借するものであり，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）

― 6,085,800 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

608
商業登記記入用印鑑装置一式の賃
貸借に関する契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局戸籍課長
栗原仁郎
（さいたま市浦和区高砂3-16-
58）

平成20年4月1日
日本電子計算機(株)
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）

― 5,103,000 ― ―

609
（不動産）登記記入処理システム（３
６ヶ月）一式の賃貸借に関する契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局戸籍課長
栗原仁郎
（さいたま市浦和区高砂3-16-
58）

平成20年4月1日
日本電子計算機(株)
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）

― 3,934,980 ― ―

610
登記情報システム用自家発電装置
一式賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局戸籍課長
栗原仁郎
（さいたま市浦和区高砂3-16-
58）

平成20年4月1日

(株)東芝
東京都港区芝浦1-1-1
東芝ファイナンス(株)
東京都中央区銀座5-2-1

当該装置については，前年度に引き
続き継続賃借するものであり，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）

― 3,843,000 ― ―

611 熊谷支局駐車場賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局戸籍課長
栗原仁郎
（さいたま市浦和区高砂3-16-
58）

平成20年4月1日
イーストビルディング(株)
埼玉県熊谷市筑波2-49

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）

― 3,780,000 ― ―

612 鴻巣出張所敷地賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局戸籍課長
栗原仁郎
（さいたま市浦和区高砂3-16-
58）

平成20年4月1日
鴻巣市
埼玉県鴻巣市中央1-1

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）

― 3,760,944 ― ―

613 ガス供給契約（大宮支局外４庁）

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局戸籍課長
栗原仁郎
（さいたま市浦和区高砂3-16-
58）

平成20年4月1日
東京ガス㈱
東京都港区海岸1-5-20

ガス事業法の規定に基づくガス事業を
経営する者が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）

― 3,648,307 ― ―

単価契約
1個当たり
500円
ほか5件
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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
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在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は
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落札率
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

614 運転等業務委託契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局戸籍課長
栗原仁郎
（さいたま市浦和区高砂3-16-
58）

平成20年4月1日
ムサシ興発㈱
埼玉県八潮市木曽根506

再度入札をしたが，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）

― 3,628,800 ― ―

615 上尾出張所敷地賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局戸籍課長
栗原仁郎
（さいたま市浦和区高砂3-16-
58）

平成20年4月1日
上尾市
埼玉県上尾市本町3-1-1

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）

― 3,289,584 ― ―

616 戸田出張所敷地賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局戸籍課長
栗原仁郎
（さいたま市浦和区高砂3-16-
58）

平成20年4月1日
戸田市
埼玉県戸田市上戸田1-
18-1

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）

― 3,150,000 ― ―

617 川越合同庁舎駐車場賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局戸籍課長
栗原仁郎
（さいたま市浦和区高砂3-16-
58）
支出負担行為担当官
埼玉労働局総務部長　野口茂
喜
（さいたま市中央区新都心11-
2）

平成20年4月1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）

― 2,880,000 ― ―

618 久喜支局仮設庁舎敷地賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局戸籍課長
栗原仁郎
（さいたま市浦和区高砂3-16-
58）

平成20年4月1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）

― 2,852,568 ― ―

619
受付番号票シールプリンタ一式の賃
貸借に関する契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局戸籍課長
栗原仁郎
（さいたま市浦和区高砂3-16-
58）

平成20年4月1日
日本電子計算機(株)
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）

― 2,542,392 ― ―
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620
登記情報システム事務処理用印刷
装置賃貸借に関する契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局戸籍課長
栗原仁郎
（さいたま市浦和区高砂3-16-
58）

平成20年4月1日
NTTファイナンス(株)
東京都港区芝浦1-2-1

当該機器については，前年度に引き
続き継続賃借するものであり，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）

― 2,402,400 ― ―

621
（不動産）登記複合処理システム管
理用サーバ一式の賃貸借に関する
契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局戸籍課長
栗原仁郎
（さいたま市浦和区高砂3-16-
58）

平成20年4月1日
日本電子計算機(株)
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）

― 2,305,152 ― ―

622
供託事務処理システムの保守に関
する契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局戸籍課長
栗原仁郎
（さいたま市浦和区高砂3-16-
58）

平成20年4月1日

新日鉄ソリューションズ
(株)
東京都中央区新川2-20-
25

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）

― 2,055,312 ― ―

623
登記所管轄転属支援作業契約
（熊谷支局外１庁）

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局戸籍課長
栗原仁郎
（さいたま市浦和区高砂3-16-
58）

平成20年4月1日
富士通(株)
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，登記所管轄転属に係る支
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）

― 2,034,942 ― ―

624 本庄出張所敷地賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局戸籍課長
栗原仁郎
（さいたま市浦和区高砂3-16-
58）

平成20年4月1日
本庄市
埼玉県本庄市本庄3-5-3

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）

― 2,000,376 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

625
川越合同庁舎駐車整理業務委託契
約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局戸籍課長
栗原仁郎
（さいたま市浦和区高砂3-16-
58）
支出負担行為担当官
埼玉労働局総務部長　野口茂
喜

平成20年4月1日

(社)川越市シルバー人材
センター
埼玉県川越市石原町2-
33-13

契約者は，当該業務の実績を有し，か
つ，時価に比べて著しく有利な価格を
もって契約できる見込があったため。
（会計法第29条の3第4項，予決令第
102条の4第4号ロ）

― 1,972,920 ― ―
単価契約
1時間当たり
802円

626
登記所記入装置稼働後支援作業に
関する契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局戸籍課長
栗原仁郎
（さいたま市浦和区高砂3-16-
58）

平成20年4月1日
東芝ソリューション(株)
東京都港区芝浦１-１-１

対象機器は契約の相手方が独自に開
発・構築し，これを貸借しているもので
あり，その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）

― 1,972,320 ― ―

627 ガス供給契約（越谷法務合同庁舎）

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局戸籍課長
栗原仁郎
（さいたま市浦和区高砂3-16-
58）
支出負担行為担当官
さいたま地方検察庁検事正
山本修三

平成20年4月1日
東彩ガス㈱
埼玉県春日部市大場202

ガス事業法の規定に基づくガス事業を
経営する者が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）

― 1,957,822 ― ―

単価契約
1㎡当たり
173．98円
ほか

628 ガス供給契約（川越地方合同庁舎）

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局戸籍課長
栗原仁郎
（さいたま市浦和区高砂3-16-
58）
支出負担行為担当官
埼玉労働局総務部長　野口茂
喜
（さいたま市中央区新都心11-
2）

平成20年4月1日
武州ガス㈱
埼玉県川越市田町32-12

ガス事業法の規定に基づくガス事業を
経営する者が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）

― 1,869,689 ― ―

単価契約
1㎡当たり
153．21円
ほか

629 川越合同庁舎駐車場賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局戸籍課長
栗原仁郎
（さいたま市浦和区高砂3-16-
58）
支出負担行為担当官
埼玉労働局総務部長　野口茂
喜
（さいたま市中央区新都心11-
2）

平成20年4月1日
川越市
埼玉県川越市元町1-3-1

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）

― 1,818,079 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

630 熊谷支局駐車整理業務委託契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局戸籍課長
栗原仁郎
（さいたま市浦和区高砂3-16-
58）

平成20年4月1日
(社)熊谷市シルバー人材
センター
埼玉県熊谷市石原1401-5

契約者は，当該業務の実績を有し，か
つ，時価に比べて著しく有利な価格を
もって契約できる見込があったため。
（会計法第29条の3第4項，予決令第
102条の4第4号ロ）

― 1,216,847 ― ―

631
登記情報システム事務処理用印刷
装置賃貸借に関する契約

支出負担行為担当官代理
さいたま地方法務局戸籍課長
栗原仁郎
（さいたま市浦和区高砂3-16-
58）

平成20年4月1日
富士ゼロックス埼玉(株)
埼玉県さいたま市中央区
新都心11-2

当該機器については，前年度に引き
続き継続賃借するものであり，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）

― 888,000 ― ―

632 登記所備付地図作成作業請負契約

支出負担行為担当官
さいたま地方法務局長　紺野
清幸
（さいたま市浦和区高砂3-16-
58）

平成20年4月22日

（社）埼玉公共嘱託登記土
地家屋調査士協会
埼玉県さいたま市浦和区
高砂2-3-4-201

再度入札をしたが，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）

― 66,150,000 ― 0

633
登記情報システム用電子計算機の
借入及びプログラム・プロダクトの使
用権許諾に関する契約

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　本間　透
（千葉市中央区中央港１丁目１
１番３号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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２
９条の３第４項，特例政令第１３条第１
項第２号）

― 408,762,900 ― ―
契約の名称
変更あり

634
不動産登記複合処理システムの賃
貸借及びソフトウェアの提供に関す
る契約（６０ヶ月）

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　本間　透
（千葉市中央区中央港１丁目１
１番３号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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２
９条の３第４項，特例政令第１３条第１
項第２号）

― 54,158,460 ― ―

635 IP-VPN回線使用に関する契約

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　本間　透
（千葉市中央区中央港１丁目１
１番３号）

平成20年4月1日

エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ（株）
東京都千代田区内幸町１
－１－６

登記情報システム専用の回線網として
利用しているもので，同システムの
ネットワーク環境の互換性から契約業
者以外の者との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）

― 39,728,489 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

636
リコー製複写機の保守及び消耗品
供給に関する契約

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　本間　透
（千葉市中央区中央港１丁目１
１番３号）

平成20年4月1日
リコー販売（株）
千葉市中央区新町２４－９

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な者は契約業者のみであり，競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４
項，予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号）

― 16,069,139 ― ―

単価契約
１枚当たり
４．５円
ほか１２件
更新時期でな
かったので随
意契約による

637
V70システム稼動後支援作業に関
する契約

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　本間　透
（千葉市中央区中央港１丁目１
１番３号）

平成20年4月1日
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４ー１ー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
行った契約業者のみであるため。（会
計法第２９条の３第４項，予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

― 13,665,418 ― ―

638
不動産登記複合処理システムの賃
貸借及びソフトウェアの提供に関す
る契約（３６ヶ月）

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　本間　透
（千葉市中央区中央港１丁目１
１番３号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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２
９条の３第４項，特例政令第１３条第１
項第２号）

― 13,450,908 ― ―

639
バックアップセンター業務支援作業
に関する契約

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　本間　透
（千葉市中央区中央港１丁目１
１番３号）

平成20年4月1日
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４ー１ー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
行った同業者のみであるため。（会計
法第２９条の３第４項，予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号）

― 11,091,995 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

640
不動産登記記入処理システムの賃
貸借及びソフトウェアの提供に関す
る契約（６０ヶ月）

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　本間　透
（千葉市中央区中央港１丁目１
１番３号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
－４－１

不動産登記記入処理システムは，契
約業者が独自に開発・構築し，当該機
器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 8,580,204 ― ―

641
不動産登記記入処理システムの賃
貸借及びソフトウェアの提供に関す
る契約（３６ヶ月）

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　本間　透
（千葉市中央区中央港１丁目１
１番３号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
－４－１

不動産登記記入処理システムは，契
約業者が独自に開発・構築し，当該機
器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 5,583,060 ― ―

642
リコー製登記識別情報通知用プリン
タ賃貸借に関する契約

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　本間　透
（千葉市中央区中央港１丁目１
１番３号）

平成20年4月1日
リコーリース（株）
東京都中央区銀座７－１６
－３

当該機器については，前年度に引き
続き継続賃借するものであり，競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第
４項，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 4,926,600 ― ―

643
登記情報システム事務処理用端末
装置の賃貸借及びソフトウェアの提
供に関する契約

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　本間　透
（千葉市中央区中央港１丁目１
１番３号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 4,888,116 ― ―

644
商業記入用印鑑装置の賃貸借及び
ソフトウェアの提供に関する契約

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　本間　透
（千葉市中央区中央港１丁目１
１番３号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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
を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，予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号）

― 3,742,200 ― ―

645
富士ゼロックス製登記情報システム
事務処理用印刷装置の賃貸借に関
する契約

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　本間　透
（千葉市中央区中央港１丁目１
１番３号）

平成20年4月1日
ＮＴＴファイナンス（株）
東京都港区芝浦１ー２ー１

当該装置については，前年度に引き
続き継続賃借するものであり，競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第
４項，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 3,166,800 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

646
船橋支局外１庁空調用ガス供給に
関する契約

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　本間　透
（千葉市中央区中央港１丁目１
１番３号）

平成20年4月1日
京葉ガス（株）
市川市市川南２－８－８

ガス事業法の規定に基づくガス事業を
経営する者が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）

― 2,478,090 ― ―

単価契約
１㎥当たり
６９．５７円
ほか６件

647
柏支局庁舎敷地賃貸借に関する契
約

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　本間　透
(千葉市中央区中央港１丁目１
１番３号）

平成20年4月1日 個人情報につき非公開

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）

― 2,400,000 ― ―

648
不動産登記複合処理システム管理
用サーバーの賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　本間　透
(千葉市中央区中央港１丁目１
１番３号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号））

― 2,305,152 ― ―

649
佐倉支局庁舎敷地賃貸借に関する
契約

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　本間　透
(千葉市中央区中央港１丁目１
１番３号）

平成20年4月1日 佐倉市

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）

― 2,076,000 ― ―

650
供託事務処理システム用機器の保
守業務請負に関する契約

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　本間　透
(千葉市中央区中央港１丁目１
１番３号）

平成20年4月1日

新日鉄ソリューションズ
(株)
東京都中央区新川２丁目
２０－１５

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）

― 1,885,212 ― ―

651
船橋支局駐車場敷地賃貸借に関す
る契約

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　本間　透
(千葉市中央区中央港１丁目１
１番３号）

平成20年4月1日 個人情報につき非公開

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）

― 1,872,000 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

652
受付番号票シールプリンタの賃貸借
に関する契約

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　本間　透
(千葉市中央区中央港１丁目１
１番３号）

平成20年4月1日
日本電子計算機(株）
東京都千代田区丸の内３
－４－１

当該機器については，前年度に引き
続き継続賃借するものであり，競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第
４項，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 1,806,420 ― ―

653
佐倉支局駐車場敷地賃貸借に関す
る契約

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　本間　透
(千葉市中央区中央港１丁目１
１番３号）

平成20年4月1日 個人情報につき非公開

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）

― 1,800,000 ― ―

654
柏支局駐車場敷地賃貸借に関する
契約

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　本間　透
(千葉市中央区中央港１丁目１
１番３号）

平成20年4月1日 個人情報につき非公開

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）

― 1,728,000 ― ―

655
登記所記入装置稼動後支援作業に
関する契約

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　本間　透
(千葉市中央区中央港１丁目１
１番３号）

平成20年4月1日
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦１－１ー１

対象機器は契約の相手方が独自に開
発・構築し，これを貸借しているもので
あり，その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１０２条の４第３号）

― 1,690,560 ― ―

656
キャノン製複写機の保守及び消耗
品供給に関する契約

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　本間　透
(千葉市中央区中央港１丁目１
１番３号）

平成20年4月1日

キャノンマーケティング
ジャパン（株）
千葉市美浜区中瀬１－７
－２

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な者は契約業者のみであり，競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４
項，予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号）

― 1,580,111 ― ―
単価契約
１枚当たり
５．１円

657
成田出張所庁舎敷地賃貸借に関す
る契約

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　本間　透
(千葉市中央区中央港１丁目１
１番３号）

平成20年4月1日 個人情報につき非公開

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）

― 1,543,200 ― ―

１９年度報告
の「成田出張
所駐車場敷
地賃貸借に
関する契約」
は記載誤り
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

658
茂原支局庁舎敷地賃貸借に関する
契約

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　本間　透
(千葉市中央区中央港１丁目１
１番３号）

平成20年4月1日
茂原市土地開発公社
茂原市道表１

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）

― 1,440,000 ― ―

659
バックアップセンター無停電電源設
備の保守に関する契約

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　本間　透
(千葉市中央区中央港１丁目１
１番３号）

平成20年4月1日
（株）東芝
東京都港区芝浦１－１－１

当該設備は，登記情報システムの安
定稼動に必要不可欠な付帯設備であ
るところ，契約の相手方は，当該設備
の製造・設置を行った者であり，保守
業務を安全・確実かつ迅速に遂行可
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，予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号）

― 1,200,150 ― ―

660
富士ゼロックス製複写機の保守及
び消耗品供給に関する契約

支出負担行為担当官
千葉地方法務局長　本間　透
（千葉市中央区中央港１丁目１
１番３号）

平成20年4月1日
富士ゼロックス千葉（株）
千葉市美浜区中瀬２ー６

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な者は契約業者のみであり，競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４
項，予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号）

― 1,023,715 ― ―

単価契約
１枚当たり
５.０円
ほか２件
更新時期でな
かったので随
意契約による

661
電子計算機の賃貸借及びプログラ
ム・プロダクトの使用権許諾に関す
る契約

支出負担行為担当官
　水戸地方法務局長　吉澤勇
治
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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２
９条の３第４項，特例政令第１３条第１
項第２号）

― 302,149,260 ― ―

662
不動産登記複合処理システム賃貸
借契約（複合５年）

支出負担行為担当官
　水戸地方法務局長　吉澤勇
治
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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２
９条の３第４項，特例政令第１３条第１
項第２号）

― 28,547,496 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

663
通信回線使用契約
(IP-VPN回線)

支出負担行為担当官
　水戸地方法務局長　吉澤勇
治
（茨城県水戸市北見町1-1）

平成20年4月1日

ＮＴＴコミュニケーションズ
（株）
東京都千代田区内幸町１
－１－６

登記情報システム専用の回線網として
利用しているもので，同システムの
ネットワーク環境の互換性から契約業
者以外の者との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１２条第１項第２号）

― 28,003,168 ― ―

664
バックアップセンターにおけるシステ
ムエンジニアリング支援業務委託契
約

支出負担行為担当官
　水戸地方法務局長　吉澤勇
治
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成20年4月1日
富士通（株）
東京都港区東新橋1－5－
2

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）

― 11,091,995 ― ―

665
Ｖ７０システムにおけるシステムエン
ジニアリング支援業務委託契約

支出負担行為担当官
　水戸地方法務局長　吉澤勇
治
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成20年4月1日
富士通（株）
東京都港区東新橋1－5－
2

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）

― 9,939,908 ― ―

666 電子複写機保守業務一式

支出負担行為担当官
　水戸地方法務局長　吉澤勇
治
（茨城県水戸市北見町1-1）

平成20年4月1日
リコー販売（株）茨城支社
茨城県水戸市吉沢町１０１
８-１

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な者は契約業者のみであり，競争を許
さないため。（会計法２９条の３第４項，
予決令第１０２条の４第３号）

― 9,523,639 ― ―
単価契約
1枚当たり
4.4円 外14件
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

667
不動産登記複合処理システム賃貸
借契約（複合３年）

支出負担行為担当官
　水戸地方法務局長　吉澤勇
治
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 7,948,272 ― ―

668
事務処理用統合記入システム賃貸
借契約

支出負担行為担当官
　水戸地方法務局長　吉澤勇
治
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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
を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）

― 6,009,504 ― ―

669
不動産登記記入処理システム賃貸
借契約（記入５年）

支出負担行為担当官
　水戸地方法務局長　吉澤勇
治
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内3-
4-1

不動産登記記入処理システムは，契
約業者が独自に開発・構築し，当該機
器等については前年度から継続貸借
するものであり，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）

― 4,717,560 ― ―

670 登記識別情報プリンタ賃貸借契約

支出負担行為担当官
　水戸地方法務局長　吉澤勇
治
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成20年4月1日

リコーリース（株）
東京都中央区銀座7-16-3
（株）リコー
東京都大田区中馬込1-3-
6

当該機器については，前年度に引き
続き継続貸借するものであり，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）

― 3,477,600 ― ―

671 電子複写機保守業務一式

支出負担行為担当官
　水戸地方法務局長　吉澤勇
治
（茨城県水戸市北見町1-1）

平成20年4月1日
富士ゼロックス茨城（株）
茨城県水戸市城南２－１
－２０

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な者は契約業者のみであり，競争を許
さないため。（会計法２９条の３第４項，
予決令第１０２条の４第３号）

― 3,321,063 ― ―
単価契約
1枚当たり
5.00円 外6件

672
商業登記記入用印鑑装置賃貸借契
約

支出負担行為担当官
　水戸地方法務局長　吉澤勇
治
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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
を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）

― 2,381,400 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

673 後納郵便料

支出負担行為担当官
　水戸地方法務局長　吉澤勇
治
（茨城県水戸市北見町1-1）

平成20年4月1日
日本郵政公社
東京都千代田区霞が関１
－３－２

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
日本郵政公社のほかに一般信書便事
業を営むための許可を受けている者
がいないことから，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）

― 2,189,145 ― ―
単価契約
１通当たり
80円ほか

674
不動産登記複合処理システム管理
用サーバ賃貸借契約

支出負担行為担当官
　水戸地方法務局長　吉澤勇
治
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 2,163,912 ― ―

675
登記情報システム事務処理用印刷
装置賃貸借契約

支出負担行為担当官
　水戸地方法務局長　吉澤勇
治
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成20年4月1日
ＮＴＴファイナンス（株）
東京都港区芝浦1-2-1

当該機器については，前年度に引き
続き継続貸借するものであり，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）

― 1,747,200 ― ―

676 鹿嶋支局庁舎敷地の賃貸借契約

支出負担行為担当官
　水戸地方法務局長　吉澤勇
治
（茨城県水戸市北見町1-1）

平成20年4月1日 鹿嶋市

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）

― 1,539,000 ― ―

677
不動産登記記入処理システム賃貸
借契約（記入３年）

支出負担行為担当官
　水戸地方法務局長　吉澤勇
治
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内3-
4-1

不動産登記記入処理システムは，契
約業者が独自に開発・構築し，当該機
器等については前年度から継続貸借
するものであり，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）

― 1,496,880 ― ―

678 常陸太田職員宿舎

支出負担行為担当官
　水戸地方法務局長　吉澤勇
治
（茨城県水戸市北見町1-1）

平成20年4月1日
（有）ドリーム
茨城県常陸太田市金井町
1812-1

契約の目的物件が代替性のない特定
の位置にある建物であって，他の位置
にある建物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）

― 1,272,000 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

679
登記所記入装置稼動後ＳＥ支援契
約

支出負担行為担当官
　水戸地方法務局長　吉澤勇
治
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成20年4月1日
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦1－1－1

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
同システムの安定稼動を確保する上
では，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
のが不可欠であるところ，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）

― 1,220,960 ― ―

680 取手出張所駐車場の賃貸借契約

支出負担行為担当官
　水戸地方法務局長　吉澤勇
治
（茨城県水戸市北見町1-1）

平成20年4月1日 個人情報につき非公開

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）

― 1,200,000 ― ―

681
登記所外設置証明書等発行請求機
賃貸借契約

支出負担行為担当官
　水戸地方法務局長　吉澤勇
治
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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
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）

― 1,017,696 ― ―

682
受付番号票シールプリンタ賃貸借契
約

支出負担行為担当官
　水戸地方法務局長　吉澤勇
治
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内3-
4-1

当該機器については，前年度に引き
続き継続貸借するものであり，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）

― 869,712 ― ―

683 日立支局駐車場の使用契約

支出負担行為担当官
　水戸地方法務局長　吉澤勇
治
（茨城県水戸市北見町1-1）

平成20年4月1日 個人情報につき非公開

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）

― 840,000 ― ―

137 / 375 ページ



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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

684
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契約（笠間・筑
西）

支出負担行為担当官
　水戸地方法務局長　吉澤勇
治
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成20年4月21日
富士通（株）
東京都港区東新橋1－5－
2

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）

― 2,034,942 ― ―

685 電算機賃貸借に関する契約

支出負担行為担当官代理
宇都宮地方法務局総務課長
髙橋仁
（栃木県宇都宮市小幡2-1-11）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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）

― 168,938,280 ― ―

686 ＩＰ－ＶＰＮ回線

支出負担行為担当官代理
宇都宮地方法務局総務課長
髙橋仁
（栃木県宇都宮市小幡2-1-11）

平成20年4月1日

エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ（株）
東京都千代田区内幸町1-
1-6

登記情報システム専用の回線網として
利用しているもので，同システムの
ネットワーク環境の互換性から契約業
者以外の者との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）

― 27,064,858 ― ―

687
登記情報システム事務処理用端末
装置の賃貸借に関する契約一式

支出負担行為担当官代理
宇都宮地方法務局総務課長
髙橋仁
（栃木県宇都宮市小幡2-1-11）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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
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）

― 21,256,728 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

688 バックアップセンター業務支援作業

支出負担行為担当官代理
宇都宮地方法務局総務課長
髙橋仁
（栃木県宇都宮市小幡2-1-11）

平成20年4月1日
富士通（株）
東京都港区東新橋1-5-2

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）

― 6,781,050 ― ―

689 電子複写機保守契約

支出負担行為担当官代理
宇都宮地方法務局総務課長
髙橋仁
（栃木県宇都宮市小幡2-1-11）

平成20年4月1日
リコー販売㈱
東京都中央区銀座7-16-
12

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な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）

― 6,663,081 ― ―
単価契約
一枚当たり
4.5円ほか

690
Ｖ７０システム稼働後支援作業に関
する契約

支出負担行為担当官代理
宇都宮地方法務局総務課長
髙橋仁
（栃木県宇都宮市小幡2-1-11）

平成20年4月1日
富士通（株）
東京都港区東新橋1-5-2

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）

― 5,564,782 ― ―

691 ガス供給契約一式

支出負担行為担当官代理
宇都宮地方法務局総務課長
髙橋仁
（栃木県宇都宮市小幡2-1-11）

平成20年4月1日
北日本ガス（株）
栃木県鹿沼市茂呂2030

ガス事業法の規定に基づくガス事業を
経営する者が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）

― 4,017,765 ― ―

単価契約
一件当たり
212.15円
ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

692
不動産登記記入処理システムの賃
貸借に関する契約一式

支出負担行為担当官代理
宇都宮地方法務局総務課長
髙橋仁
（栃木県宇都宮市小幡2-1-11）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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
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）

― 3,300,024 ― ―

693
登記情報システム事務処理用端末
装置の賃貸借に関する契約一式

支出負担行為担当官代理
宇都宮地方法務局総務課長
髙橋仁
（栃木県宇都宮市小幡2-1-11）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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
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）

― 3,201,456 ― ―

694
登記識別情報通知用プリンター賃
貸借に関する契約

支出負担行為担当官代理
宇都宮地方法務局総務課長
髙橋仁
（栃木県宇都宮市小幡2-1-11）

平成20年4月1日
リコーリース（株）
東京都中央区区銀座7-
16-3

当該機器については，前年度に引き
続き継続賃貸するものであり，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）

― 3,187,800 ― ―

695 後納郵便

支出負担行為担当官代理
宇都宮地方法務局総務課長
髙橋仁
（栃木県宇都宮市小幡2-1-11）

平成20年4月1日
郵政事業㈱
東京都千代田区霞が関1-
3-2

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵政事業㈱のほかに一般信書便事業
を営むための許可を受けている者が
いないことから，競争を許さないため，
随意契約としたもの。（会計法第２９条
の３第４項，予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号）

― 1,709,020 ― ―

単価契約
一件当たり
８０円ほか

696
不動産登記記入処理システムの賃
貸借に関する契約一式

支出負担行為担当官代理
宇都宮地方法務局総務課長
髙橋仁
（栃木県宇都宮市小幡2-1-11）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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
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）

― 1,500,240 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

697
バックアップセンター入退室管理シ
ステム保守

支出負担行為担当官代理
宇都宮地方法務局総務課長
髙橋仁
（栃木県宇都宮市小幡2-1-11）

平成20年4月1日

富士電機ＩＴソリューション
(株)
東京都中央区八丁堀2-
20-8

　平成１８年度に競争入札により借り
入れた当該機器は，静脈認証装置と
既設のカード及び指紋認証を総合的
に管理できるように開発しており，この
開発した内容は非公開としていること
から，当該機器を保守可能な者は契
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）

― 1,449,000 ― ―

698
不動産登記複合処理システム管理
用サーバー賃貸借

支出負担行為担当官代理
宇都宮地方法務局総務課長
髙橋仁
（栃木県宇都宮市小幡2-1-11）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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
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）

― 1,442,608 ― ―

699
商業登記記入用印鑑装置賃貸借契
約

支出負担行為担当官代理
宇都宮地方法務局総務課長
髙橋仁
（栃木県宇都宮市小幡2-1-11）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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
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）

― 1,134,000 ― ―

700
登記情報システム用自家発電設備
装置保守契約一式

支出負担行為担当官代理
宇都宮地方法務局総務課長
髙橋仁
（栃木県宇都宮市小幡2-1-11）

平成20年4月1日
（株）東芝
東京都港区芝浦1-1-1

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な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）

― 1,039,500 ― ―

701 登記所記入装置稼動後支援

支出負担行為担当官代理
宇都宮地方法務局総務課長
髙橋仁
（栃木県宇都宮市小幡2-1-11）

平成20年4月1日
（株）東芝ソリューション
東京都港区芝浦1-1-1

対象機器は契約の相手方が独自に開
発・構築し，これを貸借しているもので
あり，その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）

― 1,033,120 ― ―

702
電子計算機等賃貸借契約（登記部
門ほか）

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

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃借可能な者は契約の
相手方のみであるため。（会計法第２
９条の３第４項，特例政令第１３条第１
項第２号）

― 254,400,300 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

703
不動産登記複合処理システム一式
賃貸契約

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

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃借可能な者は契約の
相手方のみであるため。（会計法第２
９条の３第４項，特例政令第１３条第１
項第２号）

― 25,315,788 ― ―

704
バックアップセンター入居建物賃貸
借契約

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

平成20年4月1日
GEリアルエステート（株）
東京都港区赤坂一丁目１
２番３２号

契約の目的物件が，バックアップセン
ターの施設として諸要件を満たす物件
であり，他に代替をもとめることができ
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）

― 12,540,073 ― ―

705
バックアップセンター業務支援作業
委託契約（BC)

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

平成20年4月1日
富士通(株)
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

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）

― 10,631,786 ― ―

706 V７０システム稼働後支援作業

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

平成20年4月1日
富士通(株)
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

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）

― 7,873,660 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

707
不動産登記複合処理システム一式
賃貸借契約

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

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃借可能な者は契約の
相手方のみであるため。（会計法第２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 6,773,856 ― ―

708 電子複写機保守料

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

平成20年4月1日
リコー販売（株）群馬支社
群馬県前橋市元総社町５
２７－３

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な者は契約業者のみであり，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）

― 6,461,269 ― ―
単価契約（１
枚当たり４円
ほか８件）

709
不動産登記記入処理システム一式
賃貸借契約（登記部門ほか）

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

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

不動産登記記入処理システムは，契
約業者が独自に開発・構築し，当該機
器等については前年度から継続賃借
するものであり，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）

― 5,048,304 ― ―

710
事務処理用統合記入システム一式
賃貸借契約（太田支局ほか）

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

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃借可能な者は契約の
相手方のみであるため。（会計法第２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 4,755,204 ― ―

711
登記識別情報通知用プリンタ賃貸
借契約

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

平成20年4月1日
リコーリース（株）
東京都中央区銀座七丁目
１６番３号

当該機器については，前年度に引き
続き継続賃借するものであり，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）

― 2,898,000 ― ―

712
不動産登記複合処理システム管理
用サーバ一式賃貸借契約（BC）

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

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃借可能な者は契約の
相手方のみであるため。（会計法第２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 2,159,880 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

713
不動産登記記入処理システム一式
賃貸借契約（伊勢崎支局ほか）

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

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

不動産登記記入処理システムは，契
約業者が独自に開発・構築し，当該機
器等については前年度から継続賃借
するものであり，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）

― 1,855,980 ― ―

714 電子複写機保守料

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

平成20年4月1日
さくらオフィス（株）
群馬県伊勢崎市連取町１
９８７番地２

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な者は契約業者のみであり，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）

― 1,729,878 ― ―
単価契約（１
枚当たり４円
ほか３件）

715
商業登記記入用印鑑装置一式賃貸
借契約

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

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
を賃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）

― 1,701,000 ― ―

716
登記情報システム事務処理用印刷
装置賃貸借契約

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

平成20年4月1日
NTTファイナンス（株）
東京都港区芝浦一丁目２
番１号

当該機器については，前年度に引き
続き継続賃借するものであり，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）

― 1,092,000 ― ―

717
登記所外設置証明書等発行請求機
一式賃貸借料

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

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
を賃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）

― 1,017,696 ― ―

718
受付番号票シールプリンタ一式賃貸
借料

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

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
を賃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）

― 936,636 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

719
電子計算機の賃貸借及びプログラ
ム・プロダクトの使用権許諾に関す
る契約

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町９
番５０号）

平成20年4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
等を賃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）

― 322,153,020 ― ―

720 建物賃貸借契約（浜松支局）

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町９
番５０号）

平成20年4月1日

アクトシティ・インベストメン
ト有限会社
東京都千代田区丸の内３
－２－３

契約の目的物件が代替性のない特定
の位置にある建物であって，他の建物
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）

― 72,051,768 ― ―

721
電子計算機の賃貸借及びソフトウエ
アの提供に関する契約

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町９
番５０号）

平成20年4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
等を賃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）

― 41,409,036 ― ―

722 ＩＰ－ＶＰＮ回線使用料

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町９
番５０号）

平成20年4月1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

登記情報システム専用の回線網として
利用しているもので，同システムの
ネットワーク環境の互換性から契約業
者以外の者との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）

― 35,748,000 ― ―

723 複写機（リコー製）保守契約

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町９
番５０号）

平成20年4月1日
静岡リコー株式会社
静岡市葵区黒金町５９－６

保守業務を迅速・確実に遂行可能な
業者は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）

― 8,375,760 ― ―

単価契約
（８０００枚ま
で）１枚当たり
５．０５円ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

724 バックアップセンター業務支援作業

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町９
番５０号）

平成20年4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
行った同業者のみである。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 11,552,205 ― ―

725 Ｖ７０システム稼動後支援作業契約

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町９
番５０号）

平成20年4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
行った同業者のみである。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 10,534,738 ― ―

726
電子計算機（登記情報システム事務
処理用端末装置一式）の賃貸借及
びソフトウエアの提供に関する契約

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町９
番５０号）

平成20年4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
等を賃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）

― 7,002,192 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

727 電話料等

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町９
番５０号）

平成20年4月1日
東日本電信電話株式会社
東京都新宿区西新宿３－
１９－２

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも各業者の約款に定められ
ているものであり，一般競争入札を行
うことは現実的でない。そこで，法務省
においては，各業者の料金プランを比
較検討した上，法務省の電話等の利
用形態に合った も経済的と考えられ
るプランを選定し，当該業者と随意契
約した。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 7,045,200 ― ―

728
電子計算機（不動産登記記入処理
システム一式）の賃貸借及びソフト
ウエアの提供に関する契約

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町９
番５０号）

平成20年4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
等を賃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）

― 6,319,272 ― ―

729
電子計算機（不動産登記複合処理
システム一式）の賃貸借及びソフト
ウエアの提供に関する契約

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町９
番５０号）

平成20年4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
等を賃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）

― 5,516,904 ― ―

730 庁舎敷地賃貸借契約（沼津支局）

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町９
番５０号）

平成20年4月1日
沼津市
静岡県沼津市御幸町１６
－１

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）

― 4,957,121 ― ―

731 登記識別情報プリンタ賃貸借

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町９
番５０号）

平成20年4月1日

リコーリース株式会社
東京都中央区銀座７－１６
－３
株式会社リコー
東京都大田区中馬込１－
３－６

当該機器については前年度に引き続
き継続貸借するものであり，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）

― 4,636,800 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

732
沼津支局・富士宮出張所で使用す
る電気料

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町９
番５０号）

平成20年4月1日
東京電力株式会社
東京都千代田区内幸町１
－１－３

契約者以外に送電可能な業者が無く，
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）

― 4,532,000 ― ―

単価契約
基本料金１，
６３８．００円
ほか

733
電子計算機（商業登記記入用印鑑
装置一式）の賃貸借及びソフトウエ
アの提供に関する契約

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町９
番５０号）

平成20年4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
等を賃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）

― 3,061,800 ― ―

734 浜松支局庁舎清掃業務

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町９
番５０号）

平成20年4月1日

株式会社東海ビルメンテ
ナス
静岡市葵区新通１－１０－
５

入居建物管理者指定業者である。（会
計法第２９条の３第４項，予決令第１０
２条の４第３号）

― 2,957,220 ― ―

735 複写機（リコー製）保守契約

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町９
番５０号）

平成20年4月1日
静岡リコー株式会社
静岡市葵区黒金町５９－６

保守業務を迅速・確実に遂行可能な
業者は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）

― 1,399,633 ― ―
単価契約
１枚当たり２
円ほか

736

電子計算機（不動産登記複合処理
システム管理用サーバ　一式）の賃
貸借及びソフトウエアの提供に関す
る契約

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町９
番５０号）

平成20年4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
等を賃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）

― 2,305,164 ― ―

737
電子計算機（不動産登記記入処理
システム一式）の賃貸借及びソフト
ウエアの提供に関する契約

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町９
番５０号）

平成20年4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
等を賃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）

― 2,294,460 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

738 複写機（ゼロックス製）保守契約

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町９
番５０号）

平成20年4月1日

富士ゼロックス静岡株式
会社
静岡市葵区常磐町２－１３
－１

保守業務を迅速・確実に遂行可能な
業者は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）

― 1,428,840 ― ―
単価契約
１枚当たり５．
０円

739 複写機（リコー製）保守契約

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町９
番５０号）

平成20年4月1日
静岡リコー株式会社
静岡市葵区黒金町５９－６

保守業務を迅速・確実に遂行可能な
業者は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）

― 2,150,190 ― ―
単価契約
１枚当たり２
円ほか

740
ＢＣ電算機室空気調和設備定期点
検保守

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町９
番５０号）

平成20年4月1日
大成温調株式会社
静岡市駿河区中田３－１１
－２１

当該設備は，登記情報システムの安
定稼働に必要不可欠な連動型付帯設
備であるところ，契約の相手方は，当
該設備の製造・設置を行った者であ
り，保守業務を安全・確実かつ迅速に
遂行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）

― 1,680,000 ― ―

741
電子計算機（証明書発行請求機一
式）の賃貸借に関する契約（伊東）

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町９
番５０号）

平成20年4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
等を賃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）

― 1,660,044 ― ―

742 複写機（ゼロックス製）保守契約

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町９
番５０号）

平成20年4月1日

富士ゼロックス静岡株式
会社
静岡市葵区常磐町２－１３
－１

保守業務を迅速・確実に遂行可能な
業者は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）

― 948,044 ― ―

単価契約
（１００００枚ま
で）１枚当たり
４．７０円ほか

743 駐車場賃貸借契約（富士宮出張所）

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町９
番５０号）

平成20年4月1日 個人情報につき非公開

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）

― 1,411,200 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

744 複写機（リコー製）保守契約

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町９
番５０号）

平成20年4月1日
静岡リコー株式会社
静岡市葵区黒金町５９－６

保守業務を迅速・確実に遂行可能な
業者は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）

― 945,033 ― ―
単価契約
１枚当たり３．
９５円

745 ＢＣ無停電電源装置保守点検業務

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町９
番５０号）

平成20年4月1日

三菱電機プラントエンジニ
アリング株式会社
静岡市駿河区南町１４－２
５

当該設備は，登記情報システムの安
定稼働に必要不可欠な連動型付帯設
備であるところ，契約業者は，当該設
備の設置を行った者であり，保守業務
を安全・確実かつ迅速に遂行可能な
者は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）

― 1,050,000 ― ―

746
供託事務処理システム用機器保守
業務

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町９
番５０号）

平成20年4月1日

新日鉄ソリューションズ株
式会社
東京都中央区新川２－２０
－１５

当該システムは，契約の相手方が独
自に開発・構築したものであり，システ
ムの安定稼動にあたっては同システ
ム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）

― 1,043,091 ― ―

747 庁舎敷地賃貸借契約（焼津出張所）

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町９
番５０号）

平成20年4月1日
焼津市
静岡県焼津市本町２－１６
－３２

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）

― 1,316,300 ― ―

748 登記所記入装置稼動後支援作業

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町９
番５０号）

平成20年4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

対象機器は契約の相手方が独自に開
発・構築し，これを貸借しているもので
あり，その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
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）

― 1,314,880 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

749 駐車場賃貸借契約（浜松支局）

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町９
番５０号）

平成20年4月1日
有限会社ＮＫ企画
静岡県浜松市中区中央１
－８－２７

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）

― 1,296,000 ― ―

750
登記情報システム事務処理用印刷
装置賃貸借

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町９
番５０号）

平成20年4月1日
NTTファイナンス株式会社
東京都港区芝浦１－２－１

当該機器については前年度に引き続
き継続貸借するものであり，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）

― 1,201,200 ― ―

751 駐車場賃貸借契約（浜松支局）

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町９
番５０号）

平成20年4月1日

アクトシティ・インベストメン
ト有限会社
東京都千代田区丸の内３
－２－３

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）

― 1,197,000 ― ―

752
電子計算機（受付番号票シールプリ
ンタ　一式）の賃貸借に関する契約

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町９
番５０号）

平成20年4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
等を賃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）

― 1,143,072 ― ―

753
電子計算機（証明書発行請求機一
式）の賃貸借に関する契約（御殿
場）

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町９
番５０号）

平成20年4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
等を賃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）

― 1,025,892 ― ―

754
登記情報システム事務処理用印刷
装置賃貸借

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町９
番５０号）

平成20年4月1日

リコーリース株式会社
東京都中央区銀座７－１６
－３
株式会社リコー
東京都大田区中馬込１－
３－６

当該機器については前年度に引き続
き継続貸借するものであり，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）

― 932,400 ― ―
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No. 物品役務等の名称及び数量
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（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

755
プログラム・プロダクトの使用権許諾
及び電子計算機の賃貸借に関する
契約 一式

支出負担行為担当官代理
　甲府地方法務局総務課長
　北島孝昭
（山梨県甲府市北口1-2-19）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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）

― 177,784,740 ― ―

756
IP-VPN回線使用に関する契約　一
式

支出負担行為担当官代理
　甲府地方法務局総務課長
　北島孝昭
（山梨県甲府市北口1-2-19）

平成20年4月1日

エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ（株）
東京都千代田区内幸町1-
1-6

登記情報システム専用の回線網として
利用しているもので，同システムの
ネットワーク環境の互換性から契約業
者以外の者との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）

― 19,575,125 ― ―

単価契約
１回線当たり
月232000円
ほか

757
不動産登記複合処理システムのソ
フトウェアの提供及び電子計算機の
賃貸借に関する契約　一式

支出負担行為担当官代理
　甲府地方法務局総務課長
　北島孝昭
（山梨県甲府市北口1-2-19）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 16,507,956 ― ―

758
登記情報システムの運用業務支援
に関する契約　一式

支出負担行為担当官代理
　甲府地方法務局総務課長
　北島孝昭
（山梨県甲府市北口1-2-19）

平成20年4月1日
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５
－２

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
行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 10,631,786 ― ―
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No. 物品役務等の名称及び数量
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落札率
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

759
登記情報システム（Ｖ７０システム）
稼働後支援作業に関する契約　一
式

支出負担行為担当官代理
　甲府地方法務局総務課長
　北島孝昭
（山梨県甲府市北口1-2-19）

平成20年4月1日
富士通（株）
東京都港区東新橋1-5-2

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
行った同業者のみであるため。（会計
法第２９条の３第４項，予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号）

― 4,680,366 ― ―

760
不動産登記記入処理システムのソ
フトウェアの提供及び電子計算機の
賃貸借に関する契約　一式

支出負担行為担当官代理
　甲府地方法務局総務課長
　北島孝昭
（山梨県甲府市北口1-2-19）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
－４－１

不動産登記記入処理システムは，契
約業者が独自に開発・構築し，当該機
器等については前年度から継続貸借
するものであり，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）

― 3,235,176 ― ―

761
登記情報システム事務処理用統合
記入システムの賃貸借に関する契
約　一式

支出負担行為担当官代理
　甲府地方法務局総務課長
　北島孝昭
（山梨県甲府市北口1-2-19）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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
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，予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号）

― 2,984,772 ― ―

762 電話回線使用に関する契約　一式

支出負担行為担当官代理
　甲府地方法務局総務課長
　北島孝昭
（山梨県甲府市北口1-2-19）

平成20年4月1日
東日本電信電話（株）
東京都新宿区西新宿3-
19-2

通信回線使用料等の各プランは，い
ずれも関係業者の約款に定められて
いるものであり，一般競争入札による
価格競争を行うことは現実的ではない
ため，各業者の料金プランを比較検討
した上，利用形態に合った も経済的
と考えられるプランを選定し，該当の
業者と随意契約したもの。（会計法第２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 2,437,456 ― ―
単価契約
３分当たり
8.925円ほか
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No. 物品役務等の名称及び数量
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（％）
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の役員
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備　　考

763

不動産登記複合処理システム管理
用サーバのソフトウェアの提供及び
電子計算機の賃貸借に関する契約
一式

支出負担行為担当官代理
　甲府地方法務局総務課長
　北島孝昭
（山梨県甲府市北口1-2-19）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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）

― 2,163,912 ― ―

764
商業登記記入用印鑑装置の賃貸借
に関する契約　一式

支出負担行為担当官代理
　甲府地方法務局総務課長
　北島孝昭
（山梨県甲府市北口1-2-19）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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
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，予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号）

― 1,020,600 ― ―

765
登記情報システム登記所管轄転属
支援作業委託に関する契約（山梨
出張所，登記部門）　一式

支出負担行為担当官
　甲府地方法務局長
　藤谷幸雄
（山梨県甲府市北口1-2-19）

平成20年4月28日
富士通（株）
東京都港区東新橋1-5-2

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，予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号）

― 2,034,942 ― ―

766 本局駐車場賃借料

支出負担行為担当官代理
　長野地方法務局次長　松田
昇
（長野県長野市旭町１１０８番
地）

平成20年4月1日 個人情報につき非公開

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り，他の位置に
ある土地を賃借しても契約の目的を達
成することができないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 960,000 ― ―

767 松本支局駐車場賃借料

支出負担行為担当官代理
　長野地方法務局次長　松田
昇
（長野県長野市旭町１１０８番
地）

平成20年4月1日 個人情報につき非公開

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り，他の位置に
ある土地を賃借しても契約の目的を達
成することができないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 1,080,000 ― ―
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No. 物品役務等の名称及び数量
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

768 上田支局駐車場賃借料

支出負担行為担当官代理
　長野地方法務局次長　松田
昇
（長野県長野市旭町１１０８番
地）

平成20年4月1日
トーワ不動産建設㈱
長野県上田市中央西２－
２－２０

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り，他の位置に
ある土地を賃借しても契約の目的を達
成することができないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 858,000 ― ―

769 佐久支局駐車場賃借料

支出負担行為担当官代理
　長野地方法務局次長　松田
昇
（長野県長野市旭町１１０８番
地）

平成20年4月1日
佐久市土地開発公社
長野県佐久市取出町１８３

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り，他の位置に
ある土地を賃借しても契約の目的を達
成することができないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 1,318,000 ― ―

770 大町職員宿舎賃借料

支出負担行為担当官代理
　長野地方法務局次長　松田
昇
（長野県長野市旭町１１０８番
地）

平成20年4月1日 個人情報につき非公開

契約の目的物件が代替性のない特定
の位置にある建物であり，他の位置に
ある建物を賃借しても契約の目的を達
成することができないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 2,268,000 ― ―

771 上田支局職員宿舎賃借料

支出負担行為担当官代理
　長野地方法務局次長　松田
昇
（長野県長野市旭町１１０８番
地）

平成20年4月1日 個人情報につき非公開

契約の目的物件が代替性のない特定
の位置にある建物であり，他の位置に
ある建物を賃借しても契約の目的を達
成することができないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 816,000 ― ―

772 飯田支局職員宿舎

支出負担行為担当官代理
　長野地方法務局次長　松田
昇
（長野県長野市旭町１１０８番
地）

平成20年4月1日 個人情報につき非公開

契約の目的物件が代替性のない特定
の位置にある建物であり，他の位置に
ある建物を賃借しても契約の目的を達
成することができないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 3,024,000 ― ―

773 諏訪支局庁舎敷地賃借料

支出負担行為担当官代理
　長野地方法務局次長　松田
昇
（長野県長野市旭町１１０８番
地）

平成20年4月1日

諏訪市
諏訪市高島１－２２－３０
諏訪市土地開発公社
諏訪市高島１－２２－３０

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り，他の位置に
ある土地を賃借しても契約の目的を達
成することができないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 7,824,588 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

774
電子計算機の賃借及びソフトウェア
の提供に関する契約
（プログラムプロダクトの使用許諾）

支出負担行為担当官代理
　長野地方法務局次長　松田
昇
（長野県長野市旭町１１０８番
地）

平成20年4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
を継続して賃借可能な者は契約の相
手方だけであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 289,984,695 ― ―

775

電子計算機の賃借及びソフトウェア
の提供に関する契約
（事務処理用統合記入システム一
式）

支出負担行為担当官代理
　長野地方法務局次長　松田
昇
（長野県長野市旭町１１０８番
地）

平成20年4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
を継続して賃借可能な者は契約の相
手方だけであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 4,689,817 ― ―

776

電子計算機の賃借及びソフトウェア
の提供に関する契約
（不動産登記記入処理システム一
式）

支出負担行為担当官代理
　長野地方法務局次長　松田
昇
（長野県長野市旭町１１０８番
地）

平成20年4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
を継続して賃借可能な者は契約の相
手方だけであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 984,060 ― ―

777

電子計算機の賃借及びソフトウェア
の提供に関する契約
（不動産登記記入処理システム一
式）

支出負担行為担当官代理
　長野地方法務局次長　松田
昇
（長野県長野市旭町１１０８番
地）

平成20年4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
を継続して賃借可能な者は契約の相
手方だけであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 4,999,522 ― ―

778
電子計算機の賃借及びソフトウェア
の提供に関する契約
（登記複合処理システム一式）

支出負担行為担当官代理
　長野地方法務局次長　松田
昇
（長野県長野市旭町１１０８番
地）

平成20年4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
を継続して賃借可能な者は契約の相
手方だけであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 25,618,032 ― ―

779

電子計算機の賃借及びソフトウェア
の提供に関する契約
（登記複合処理システム管理用サー
バー一式）

支出負担行為担当官代理
　長野地方法務局次長　松田
昇
（長野県長野市旭町１１０８番
地）

平成20年4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
を継続して賃借可能な者は契約の相
手方だけであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 1,983,586 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

780
電子計算機の賃借及びソフトウェア
の提供に関する契約
（受付番号票シールプリンター一式）

支出負担行為担当官代理
　長野地方法務局次長　松田
昇
（長野県長野市旭町１１０８番
地）

平成20年4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
を継続して賃借可能な者は契約の相
手方だけであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 1,070,472 ― ―

781
電子計算機の賃借及びソフトウェア
の提供に関する契約
（登記複合処理システム一式）

支出負担行為担当官代理
　長野地方法務局次長　松田
昇
（長野県長野市旭町１１０８番
地）

平成20年4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
を継続して賃借可能な者は契約の相
手方だけであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 3,602,280 ― ―

782
電子計算機の賃借及びソフトウェア
の提供に関する契約
（商業登記記入用印鑑装置一式）

支出負担行為担当官代理
　長野地方法務局次長　松田
昇
（長野県長野市旭町１１０８番
地）

平成20年4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
を継続して賃借可能な者は契約の相
手方だけであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 1,360,800 ― ―

783
システムエンジニアリング支援業務
委託契約
（バックアップセンター業務支援）

支出負担行為担当官代理
　長野地方法務局次長　松田
昇
（長野県長野市旭町１１０８番
地）

平成20年4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，機能操作及び技術情報等の詳
細に精通し，システム保守運用に係る
支援業務の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）

― 8,476,313 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

784
システムエンジニアリング支援業務
委託契約
（登記情報システムＶ７０業務支援）

支出負担行為担当官代理
　長野地方法務局次長　松田
昇
（長野県長野市旭町１１０８番
地）

平成20年4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，機能操作及び技術情報等の詳
細に精通し，システム保守運用に係る
支援業務の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）

― 7,443,191 ― ―

785
登記識別情報通知書印刷用プリン
ター賃借　一式

支出負担行為担当官代理
　長野地方法務局次長　松田
昇
（長野県長野市旭町１１０８番
地）

平成20年4月1日
リコーリース株式会社
東京都中央区銀座7-16-3

登記識別情報通知書印刷用プリン
ターは，株式会社リコーが開発したも
のである。当該プリンターは，株式会
社リコーから指定を受けたリコーリース
株式会社が必要とする者に対して賃
貸する形態がとられており，リコーリー
ス以外の業者から賃借することができ
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）

― 2,898,000 ― ―

786 複写機保守契約

支出負担行為担当官代理
　長野地方法務局次長　松田
昇
（長野県長野市旭町１１０８番
地）

平成20年4月1日

シャープドキュメントシステ
ム株式会社松本技術セン
ター長野出張所
長野市篠ノ井塩崎東田沢
６８７７－１

保守業務棟を迅速・確実に遂行できる
業者は，契約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）

― 1,695,330 ― ―

単価契約（１
枚あたり１，５
０００枚まで
４．１円）

787 複写機保守契約

支出負担行為担当官代理
　長野地方法務局次長　松田
昇
（長野県長野市旭町１１０８番
地）

平成20年4月1日

富士ゼロックス長野株式
会社
長野市鶴賀七瀬中町１６１
－１

保守業務棟を迅速・確実に遂行できる
業者は，契約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）

― 2,605,000 ― ―
単価契約（１
枚あたり５円）

788 複写機保守契約

支出負担行為担当官代理
　長野地方法務局次長　松田
昇
（長野県長野市旭町１１０８番
地）

平成20年4月1日
リコー販売長野支社
長野県長野市風間2034-5

保守業務棟を迅速・確実に遂行できる
業者は，契約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）

― 9,008,875 ― ―
単価契約（１
枚あたり４．５
円）
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

789 ＩＰ－ＶＡＮ回線使用料

支出負担行為担当官代理
　長野地方法務局次長　松田
昇
（長野県長野市旭町１１０８番
地）

平成20年4月1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

登記情報システム専用の回線として使
用しており，同システムのネットワーク
環境の互換性から，　契約業者以外と
の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）

― 24,490,408 ― ―

790
登記情報システム用電子計算機の
賃貸借及びプログラム・プロダクトの
使用権許諾に関する契約

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　本間章
一
（新潟県新潟市中央区西大畑
町５１９１番地）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃借可能な者は契約の
相手方のみであるため。（会計法第２
９条の３第４項，特例政令第１３条第１
項第２号）

― 424,071,900 ― ―

791 ＩＰ－ＶＰＮ回線使用契約

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　本間章
一
（新潟県新潟市中央区西大畑
町５１９１番地）

平成20年4月1日

ＮＴＴコミュニケーションズ
（株）
東京都千代田区内幸町一
丁目１番６号

登記情報システム専用の回線網として
利用しているもので，同システムの
ネットワーク環境の互換性から契約業
者以外の者との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）

― 33,536,792 ― ―

792
登記複合処理システム用電子計算
機の賃貸借及びソフトウェアの提供
に関する契約

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　本間章
一
（新潟県新潟市中央区西大畑
町５１９１番地）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃借可能な者は契約の
相手方のみであるため。（会計法第２
９条の３第４項，特例政令第１３条第１
項第２号）

― 29,341,788 ― ―

793 バックアップセンター業務支援契約

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　本間章
一
（新潟県新潟市中央区西大畑
町５１９１番地）

平成20年4月1日
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

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。（会計法第
２９条の４第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

― 11,091,995 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

794 登記情報システム稼働後支援契約

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　本間章
一
（新潟県新潟市中央区西大畑
町５１９1番地）

平成20年4月1日
富士通（株）
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。（会計法第
２９条の４第４項，予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号）

― 11,066,952 ― ―

795
登記複合処理システム用電子計算
機の賃貸借及びソフトウェアの提供
に関する契約

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　本間章
一
（新潟県新潟市中央区西大畑
町５１９1番地）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃借可能な者は契約の
相手方のみであるため。（会計法第２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 7,340,196 ― ―

796 新潟地方法務局複写機保守契約

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　本間章
一
（新潟県新潟市中央区西大畑
町５１９１番地）

平成20年4月1日
リコー販売（株）新潟支社
新潟市東区下木戸１丁目
１８番３０号

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な者は契約業者のみであり，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）

― 5,708,766 ― ―
単価契約１枚
当たり４円
ほか７件

797
登記記入処理システム用電子計算
機の賃貸借及びソフトウェアの提供
に関する契約

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　本間章
一
（新潟県新潟市中央区西大畑
町５１９1番地）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃借可能な者は契約の
相手方のみであるため。（会計法第２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 5,071,620 ― ―

798
事務処理用統合記入システム用電
子計算機の賃貸借及びソフトウェア
の提供に関する契約

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　本間章
一
（新潟県新潟市中央区西大畑
町５１９1番地）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃借可能な者は契約の
相手方のみであるため。（会計法第２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 3,899,004 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

799
登記識別情報通知用プリンタ賃貸
借契約
（本局登記部門ほか４庁）

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　本間章
一
（新潟県新潟市中央区西大畑
町５１９１番地）

平成20年4月1日

リコーリース（株）
東京都中央区銀座七丁目
１６番３号
（株）リコー
東京都大田区馬込一丁目
３番６号

株式会社リコーは，登記情報通知用プ
リンタの開発業者であり，当初からの
支援業者でもある。
リコーリース株式会社は，登記識別情
報通知用プリンタの開発業者である株
式会社リコーの高度な専門知識と技
術，信頼性及び実績等を有しており，
業者を変更することにより，登記識別
情報通知の発行に支障が生じることに
なるため。(会計法第２９条の３第４項，
予決令第１０２条の４第３号）

― 3,477,600 ― ―

800 長岡支局敷地借料

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　本間章
一
（新潟県新潟市中央区西大畑
町５１９１番地）

平成20年4月1日
長岡地域土地開発公社
新潟県長岡市幸町２丁目
１番１号

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)

― 3,472,482 ― ―

801 新津支局敷地借料

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　本間章
一
（新潟県新潟市中央区西大畑
町５１９１番地）

平成20年4月1日
新潟市
新潟県新潟市中央区学校
町１番町６０２番地１

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)

― 2,916,818 ― ―

802
登記複合処理システム管理用サー
バ用電子計算機の賃貸借及びソフ
トウェアの提供に関する契約

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　本間章
一
（新潟県新潟市中央区西大畑
町５１９1番地）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃借可能な者は契約の
相手方のみであるため。（会計法第２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 2,164,032 ― ―

803 上越支局駐車場敷地借料

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　本間章
一
（新潟県新潟市中央区西大畑
町５１９１番地）

平成20年4月1日
(有)木田中央商事
新潟県上越市木田２丁目
７番２２号

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)

― 2,192,400 ― ―

804
登記記入処理システム用電子計算
機の賃貸借及びソフトウェアの提供
に関する契約

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　本間章
一
（新潟県新潟市中央区西大畑
町５１９1番地）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃借可能な者は契約の
相手方のみであるため。（会計法第２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 1,961,820 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

805 上越第４職員宿舎借料

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　本間章
一
（新潟県新潟市中央区西大畑
町５１９１番地）

平成20年4月1日 個人情報につき非公開

契約の目的物件が代替性のない特定
の位置にある建物であって，他の位置
にある建物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)

― 1,608,000 ― ―

806 十日町第１職員宿舎借料

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　本間章
一
（新潟県新潟市中央区西大畑
町５１９１番地）

平成20年4月1日 個人情報につき非公開

契約の目的物件が代替性のない特定
の位置にある建物であって，他の位置
にある建物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)

― 1,560,000 ― ―

807
登記情報システム事務処理用印刷
装置賃貸借契約

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　本間章
一
（新潟県新潟市中央区西大畑
町５１９１番地）

平成20年4月1日
ＮTTファイナンス（株）
東京都港区芝浦一丁目２
番１号

NTTファイナンスは（株）は登記情報シ
ステムの支援業者であり，業者を変更
すると同システムの稼動に支障が生じ
ることになるため（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３項）。

― 1,419,600 ― ―

808
商業登記記入用印鑑装置用電子計
算機の賃貸借及びソフトウェアの提
供に関する契約

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　本間章
一
（新潟県新潟市中央区西大畑
町５１９1番地）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃借可能な者は契約の
相手方のみであるため。（会計法第２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 1,360,800 ― ―

809 新潟地方法務局複写機保守契約

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　本間章
一
（新潟県新潟市中央区西大畑
町５１９１番地）

平成20年4月1日
（株）日青堂
新潟市東区卸新町

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な者は契約業者のみであり，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）

― 1,233,600 ― ―
単価契約１枚
当たり４円

810
新潟地方法務局新発田支局空気調
和設備保守点検業務請負契約

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　本間章
一
（新潟県新潟市中央区西大畑
町５１９１番地）

平成20年4月1日

（株）西原衛生工業所新潟
支店
新潟市中央区三和町５番
１０号

一般競争入札を実施したが，落札者
がいなかったため。（予決令第９９条の
２）

― 1,207,500 ― ―
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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
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予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

811 登記所記入装置稼働後支援契約

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　本間章
一
（新潟県新潟市中央区西大畑
町５１９１番地）

平成20年4月1日
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦一丁目１
番１号

東芝ソリューション株式会社は，登記
所記入装置の開発業者であり，当初
からの支援業者でもあるところ，業者
を変更することにより，登記情報システ
ムの稼働に支障が生じることになるた
め。（会計法第２９条の３第４項，予決
令第１０２条の４第３号）

― 1,127,040 ― ―

812 三条支局駐車場敷地借料

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　本間章
一
（新潟県新潟市中央区西大畑
町５１９１番地）

平成20年4月1日
(有)東洋医学研究所
新潟県三条市本町四丁目
２番１０号

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)

― 882,000 ― ―

813
登記情報システム用電子計算機の
借入及びプログラム・プロダクトの使
用許諾権に関する契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　髙野伸
大阪市中央区谷町二丁目１番
１７号

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
丁目４番１号

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２
９条の３第４項，特例政令第１３条第１
項第２号）

― 464,869,440 ― ―

814
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　髙野伸
大阪市中央区谷町二丁目１番
１７号

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
丁目４番１号

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２
９条の３第４項，特例政令第１３条第１
項第２号）

― 99,770,556 ― ―

815
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　髙野伸
大阪市中央区谷町二丁目１番
１７号

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
丁目４番１号

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２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 13,645,800 ― ―
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No. 物品役務等の名称及び数量
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募）
予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

816
富士通システムエンジニアリング支
援契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　髙野伸
大阪市中央区谷町二丁目１番
１７号

平成20年4月1日
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１番１号

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，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 13,086,242 ― ―

817
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　髙野伸
大阪市中央区谷町二丁目１番
１７号

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
丁目４番１号

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２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 12,001,704 ― ―

818
富士通システムエンジニアリング支
援契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　髙野伸
大阪市中央区谷町二丁目１番
１７号

平成20年4月1日
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４丁目１番１号

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，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 10,951,112 ― ―

819
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　髙野伸
大阪市中央区谷町二丁目１番
１７号

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
丁目４番１号

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２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 8,493,108 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

820 料金後納郵便役務契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　髙野伸
大阪市中央区谷町二丁目１番
１７号

平成20年4月1日
郵便事業(株)
東京都千代田区霞が関1-
3-2

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業（株）のほかに一般信書便事
業を営むための許可を受けている者
がいないことから，競争を許さないた
め，随意契約としたもの。（会計法第２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 6,917,010 ― ―

単価契約
１個当たり
８０円
ほか

821
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　髙野伸
大阪市中央区谷町二丁目１番
１７号

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
丁目４番１号

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２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 5,515,020 ― ―

822
登記識別情報通知用プリンタ賃貸
借契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　髙野伸
大阪市中央区谷町二丁目１番
１７号

平成20年4月1日

リコーリース（株）
東京都中央区銀座７丁目
１６番３号
（株）リコー
東京都大田区中馬込１丁
目３番６号

当該機器については，前年度に引き
続き継続貸借するものであり，競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第
４項，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 5,506,200 ― ―

823
準備書面作成支援システムサーバ
機器賃貸借契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　髙野伸
大阪市中央区谷町二丁目１番
１７号

平成20年4月1日

新日鉄ソリューションズ
（株）
東京都中央区荒川２丁目
２０番１５号
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
丁目４番１号

当該システムは，前年度に引き続き継
続賃借するものであり，競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，
予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号）

― 5,023,584 ― ―

824 自動車燃料購入契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　髙野伸
大阪市中央区谷町二丁目１番
１７号

平成20年4月1日
小浦石油(株)
大阪市浪速区日本橋西一
丁目５番９号

入札が不調に終わり，再度入札を行っ
たが不調に終わったため。（予算決算
及び会計令第９９条の２）

― 3,135,930 ― ―

単価契約
1リットル当た
り
148円
ほか１件

825
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　髙野伸
大阪市中央区谷町二丁目１番
１７号

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
丁目４番１号

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２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 2,381,400 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

826
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　髙野伸
大阪市中央区谷町二丁目１番
１７号

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
丁目４番１号

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２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 2,305,152 ― ―

827
登記情報システム用自家発電装置
賃貸借契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　髙野伸
大阪市中央区谷町二丁目１番
１７号

平成20年4月1日

富士電機総設（株）
東京都中央区八丁堀２丁
目２０番８号
センチュリー・リーシング・
システム（株）
東京都港区浜松町２丁目
４番１号

当該機器等については，前年度から
継続して賃借するものであり，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）

― 1,936,620 ― ―

828
準備書面作成支援システムに係る
保守運用作業請負契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　髙野伸
大阪市中央区谷町二丁目１番
１７号

平成20年4月1日

新日鉄ソリューションズ
（株）
東京都中央区荒川２丁目
２０番１５号

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）

― 1,827,000 ― ―

829 電子計算機の賃貸借契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　髙野伸
大阪市中央区谷町二丁目１番
１７号

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
丁目４番１号

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２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 1,806,432 ― ―

830
供託事務処理システム用機器保守
契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　髙野伸
大阪市中央区谷町二丁目１番
１７号

平成20年4月1日

新日鉄ソリューションズ
（株）
東京都中央区荒川２丁目
２０番１５号

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）

― 1,584,009 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

831 登記所記入装置稼動後支援契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　髙野伸
大阪市中央区谷町二丁目１番
１７号

平成20年4月1日
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦１丁目１
番１号

対象機器は契約の相手方が独自に開
発・構築し，これを貸借しているもので
あり，その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

― 1,502,720 ― ―

832 全自動謄抄本作成機保守契約

支出負担行為担当官
大阪法務局長　髙野伸
大阪市中央区谷町二丁目１番
１７号

平成20年4月1日
リコー関西株式会社
大阪市中央区谷町４－１１
－６

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な者は契約業者のみであり，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）

― 1,346,677 ― ―

単価契約
1枚当たり
4.35円
ほか2件

833
電子計算機の賃貸借及びプログラ
ム・プロダクト使用権許諾に関する
契約

支出負担行為担当官代理
　京都地方法務局総務課長
　吉岡慶治
（京都市上京区荒神口通河原
町東入上生洲町１９７）

平成20年4月1日
日本電子計算機㈱
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２
９条の３第４項，特例政令第１３条第１
項第２号）

― 244,889,820 ― ―

834
不動産登記複合処理システム賃貸
借に関する契約

支出負担行為担当官代理
　京都地方法務局総務課長
　吉岡慶治
（京都市上京区荒神口通河原
町東入上生洲町１９７）

平成20年4月1日
日本電子計算機㈱
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２
９条の３第４項，特例政令第１３条第１
項第２号）

― 33,235,440 ― ―

835 ＩＰ－ＶＰＮ回線

支出負担行為担当官代理
　京都地方法務局総務課長
　吉岡慶治
（京都市上京区荒神口通河原
町東入上生洲町１９７）

平成20年4月1日

エヌ・ティ・ティコミュニケー
ションズ㈱
東京都千代田区内幸町１
－１－６

登記情報システム専用の回線網として
利用しているもので，同システムの
ネットワーク環境の互換性から契約業
者以外の者との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）

― 24,981,125 ― ―
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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
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在地
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予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

836
バックアップセンター業務ＳＥ支援作
業に関する契約

支出負担行為担当官代理
　京都地方法務局総務課長
　吉岡慶治
（京都市上京区荒神口通河原
町東入上生洲町１９７）

平成20年4月1日
富士通㈱
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，適性
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
援作業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，特例政令第１３
条第１項第２号）

― 11,091,995 ― ―

837
Ｖ７０システム稼動後業務支援作業
に関する契約

支出負担行為担当官代理
　京都地方法務局総務課長
　吉岡慶治
（京都市上京区荒神口通河原
町東入上生洲町１９７）

平成20年4月1日
富士通㈱
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，適性
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
援作業を遂行可能な者は開発・構築を
行った上記業者のみであるため。（会
計法第２９条の３第４項，予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

― 8,343,262 ― ―

838
不動産登記複合処理システム賃貸
借に関する契約

支出負担行為担当官代理
　京都地方法務局総務課長
　吉岡慶治
（京都市上京区荒神口通河原
町東入上生洲町１９７）

平成20年4月1日
日本電子計算機㈱
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２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 8,310,912 ― ―

839
京都地方法務局における空調用ガ
ス供給契約

支出負担行為担当官代理
　京都地方法務局総務課長
　吉岡慶治
（京都市上京区荒神口通河原
町東入上生洲町１９７）

平成20年4月1日
大阪ガス㈱
大阪市中央区平野町４－
１－２

ガス事業を経営する者が契約の相手
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）

― 3,599,443 ― ―

単価契約
基本料金+1
㎥当たり
64.14円
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

840
不動産登記記入処理システム賃貸
借に関する契約

支出負担行為担当官代理
　京都地方法務局総務課長
　吉岡慶治
（京都市上京区荒神口通河原
町東入上生洲町１９７）

平成20年4月1日
日本電子計算機㈱
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２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 3,561,636 ― ―

841
登記識別情報通知用プリンター賃
貸借に関する契約

支出負担行為担当官代理
　京都地方法務局総務課長
　吉岡慶治
（京都市上京区荒神口通河原
町東入上生洲町１９７）

平成20年4月1日
リコーリース㈱
東京都中央区銀座７－１６
－３

当該機器については，前年度に引き
続き継続貸借するものであり，競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第
４項，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 3,187,800 ― ―

842 後納郵便

支出負担行為担当官代理
　京都地方法務局総務課長
　吉岡慶治
（京都市上京区荒神口通河原
町東入上生洲町１９７）

平成20年4月1日
郵政事業株式会社
東京都千代田区霞が関１
－３－２

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業株式会社のほかに一般信書
便事業を営むための許可を受けてい
る者がいないことから，競争を許さない
ため，随意契約としたもの。（会計法第
２９条の３第４項，予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号）

― 2,462,540 ― ―
単価契約
１通当たり金
８０円外

843
不動産登記記入処理システム賃貸
借に関する契約

支出負担行為担当官代理
　京都地方法務局総務課長
　吉岡慶治
（京都市上京区荒神口通河原
町東入上生洲町１９７）

平成20年4月1日
日本電子計算機㈱
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２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 2,338,560 ― ―

844
不動産登記複合処理システム管理
用サーバ賃貸借に関する契約

支出負担行為担当官代理
　京都地方法務局総務課長
　吉岡慶治
（京都市上京区荒神口通河原
町東入上生洲町１９７）

平成20年4月1日
日本電子計算機㈱
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２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 2,163,912 ― ―

845
京都地方法務局伏見出張所におけ
る空調用ガス供給契約

支出負担行為担当官代理
　京都地方法務局総務課長
　吉岡慶治
（京都市上京区荒神口通河原
町東入上生洲町１９７）

平成20年4月1日
大阪ガス㈱
大阪市中央区平野町４－
１－２

ガス事業を経営する者が契約の相手
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）

― 1,268,633 ― ―

単価契約
基本料金+1
㎥当たり
76.41円
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

846
登記情報システム事務処理用印刷
装置賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　京都地方法務局総務課長
　吉岡慶治
（京都市上京区荒神口通河原
町東入上生洲町１９７）

平成20年4月1日
ＮＴＴファイナンス㈱
東京都港区芝浦１－２－１

当該機器については，前年度に引き
続き継続貸借するものであり，競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第
４項，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 1,201,200 ― ―

847 登記所記入装置稼動後支援契約

支出負担行為担当官代理
　京都地方法務局総務課長
　吉岡慶治
（京都市上京区荒神口通河原
町東入上生洲町１９７）

平成20年4月1日

東芝ソリューション㈱関西
支社
大阪市福島区福島７－１５
－２６

対象機器は契約の相手方が独自に開
発・構築し，これを貸借しているもので
あり，その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）

― 1,127,040 ― ―

848 土地賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　京都地方法務局総務課長
　吉岡慶治
（京都市上京区荒神口通河原
町東入上生洲町１９７）

平成20年4月1日
㈱松原興産
京都府宇治市小倉町神楽
田５５－１

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）

― 1,058,400 ― ―

849
登記情報システム用電子計算機の
借入及びプログラム・プロダクトの使
用権許諾に関する契約

支出負担行為担当官
神戸地方法務局長　山野　幸
成
（神戸市中央区波止場町1番1
号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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）

― 344,523,060 ― ―

850
（不動産）登記複合処理システム＜
６０ケ月＞賃借契約

支出負担行為担当官
神戸地方法務局長　山野　幸
成
（神戸市中央区波止場町1番1
号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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）

― 62,529,636 ― ―

851 IP-VPN回線使用料

支出負担行為担当官
神戸地方法務局長　山野　幸
成
（神戸市中央区波止場町1番1
号）

平成20年4月1日

エヌ・ティ・ティコミュニケー
ションズ（株）
東京都千代田区内幸町１
－１－６

登記情報システム専用の回線網として
利用しているもので，同システムの
ネットワーク環境の互換性から契約業
者以外の者との競争を許さないため。
（会計法第29条の3第4項，予算決算
及び会計令第102条の4第3号）

― 46,764,725 ― ―

170 / 375 ページ



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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

852 V７０システム稼動後支援作業一式

支出負担行為担当官
神戸地方法務局長　山野　幸
成
（神戸市中央区波止場町1番1
号）

平成20年4月1日
富士通（株）
川崎市中原区上小田中四
丁目１番１号

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，予算決算
及会計令第102条の4第3号）

― 13,728,030 ― ―

853
（不動産）登記記入処理システム＜
６０ケ月＞賃借契約

支出負担行為担当官
神戸地方法務局長　山野　幸
成
（神戸市中央区波止場町1番1
号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
－４－１

不動産登記記入処理システムは，契
約業者が独自に開発・構築し，当該機
器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため。
（会計法第29条の3第4項，予算決算
及び会計令第102条の4第3号）

― 11,946,300 ― ―

854
（不動産）登記複合処理システム＜
３６ケ月＞賃借契約

支出負担行為担当官
神戸地方法務局長　山野　幸
成
（神戸市中央区波止場町1番1
号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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，予算決算及び会計令第
102条の4第3号）

― 11,251,368 ― ―

855
バックアップセンター業務支援作業
一式

支出負担行為担当官
神戸地方法務局長　山野　幸
成
（神戸市中央区波止場町1番1
号）

平成20年4月1日
富士通（株）
川崎市中原区上小田中四
丁目１番１号

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，予算決算
及会計令第102条の4第3号）

― 10,171,576 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

856
複写機（Neo353等）２３台保守業務
一式

支出負担行為担当官
神戸地方法務局長　山野　幸
成
（神戸市中央区波止場町1番1
号）

平成20年4月1日
兵庫リコー（株）
神戸市中央区磯部通１－
１－３９

保守業務を迅速，確実に遂行可能な
者は契約業者のみであり，競争を許さ
ないため。（会計法第29条の3第4項，
予算決算及び会計令第102条の4第3
号）

― 7,711,169 ― ―
単価契約
1枚当たり３．
５円

857 電話料等

支出負担行為担当官
神戸地方法務局長　山野　幸
成
（神戸市中央区波止場町1番1
号）

平成20年4月1日
東日本電信電話（株）
東京都千代田区大手町２
－３－１

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第２９条の３第４項，予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

― 7,025,118 ― ―

858 ガス需給契約

支出負担行為担当官
神戸地方法務局長　山野　幸
成
（神戸市中央区波止場町1番1
号）

平成20年4月1日
大阪ガス(株)
大阪市中央区平野町４－
１－２

ガス事業を経営する者が契約の相手
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）

― 7,002,864 ― ―

単価契約
基本料金７２
４．５円（20
㎥）

859
登記識別情報用プリンタ一式賃借
契約

支出負担行為担当官
神戸地方法務局長　山野　幸
成
（神戸市中央区波止場町1番1
号）

平成20年4月1日
リコーリース（株）
東京都中央区銀座７－１６
－３

当該機器については，前年度に引き
続き継続貸借するものであり，競争を
許さないため。（会計法第29条の3第4
項，予算決算及び会計令第102条の4
第3号）

― 5,506,200 ― ―

860
事務処理用統合記入システム賃借
契約

支出負担行為担当官
神戸地方法務局長　山野　幸
成
（神戸市中央区波止場町1番1
号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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
を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，予算決算及び会計令第102条の4
第3号）

― 4,720,404 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

861 料金後納郵便物の取扱業務一式

支出負担行為担当官
神戸地方法務局長　山野　幸
成
（神戸市中央区波止場町1番1
号）

平成20年4月1日
郵便事業（株）
東京都千代田区霞が関１
丁目３番２号

「郵便法又は民間事業者による信書
の送達に関する法律」に規定する郵便
及び信書の送達が可能な事業者は，
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
算決算及び会計令第102条の4第3号）

― 3,428,655 ― ―
単価契約
80円ほか

862
（不動産）登記記入処理システム＜
３６ケ月＞賃借契約

支出負担行為担当官
神戸地方法務局長　山野　幸
成
（神戸市中央区波止場町1番1
号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
－４－１

不動産登記記入処理システムは，契
約業者が独自に開発・構築し，当該機
器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため。
（会計法第29条の3第4項，予算決算
及び会計令第102条の4第3号）

― 3,381,840 ― ―

863
受付番号票シールプリンタ用消耗品
（法務省仕様ラベル）供給契約
予定購入数量　1,140巻

支出負担行為担当官
神戸地方法務局長　山野　幸
成
（神戸市中央区波止場町1番1
号）

平成20年4月1日
（株）富士通エフサス
東京都中央区銀座７丁目
１６番１２号

受付番号票シールプリンタ及び本件ラ
ベルは契約業者が独自に開発したも
のであり，同ラベルを迅速かつ継続的
に供給可能であるのは同業者のみで
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102条の4第3
号）

― 3,351,600 ― ―

単価契約
1巻当たり
2,800円（税抜
き）

864 商業登記記入用印鑑装置賃借契約

支出負担行為担当官
神戸地方法務局長　山野　幸
成
（神戸市中央区波止場町1番1
号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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
を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，予算決算及び会計令第102条の4
第3号）

― 2,721,600 ― ―

865 水供給契約

支出負担行為担当官
神戸地方法務局長　山野　幸
成
（神戸市中央区波止場町1番1
号）

平成20年4月1日
神戸市水道局
神戸市中央区加納町６－
５－１

水道法第６条の規定に基づく水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
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）

― 2,645,797 ― ―

単価契約
基本料金１,８
４８円（20㎥）
ほか

866
（不動産）登記複合処理システム管
理用サーバ賃借契約

支出負担行為担当官
神戸地方法務局長　山野　幸
成
（神戸市中央区波止場町1番1
号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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，予算決算及び会計令第
102条の4第3号）

― 2,305,152 ― ―

173 / 375 ページ



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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

867
登記情報システム事務処理用印刷
装置一式賃借契約

支出負担行為担当官
神戸地方法務局長　山野　幸
成
（神戸市中央区波止場町1番1
号）

平成20年4月1日
ＮＴＴファイナンス（株）
東京都港区芝浦一丁目２
番１号

当該機器については，前年度に引き
続き継続貸借するものであり，競争を
許さないため。（会計法第29条の3第4
項，予算決算及び会計令第102条の4
第3号）

― 2,074,800 ― ―

868
登記所記入装置稼働後支援作業一
式

支出負担行為担当官
神戸地方法務局長　山野　幸
成
（神戸市中央区波止場町1番1
号）

平成20年4月1日
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦一丁目１
番１号

対象機器は契約の相手方が独自に開
発・構築し，これを賃借しているもので
あり，その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102条の4第3号）

― 1,784,480 ― ―

869
供託事務処理システム保守業務一
式

支出負担行為担当官
神戸地方法務局長　山野　幸
成
（神戸市中央区波止場町1番1
号）

平成20年4月1日

新日鉄ソリューションズ
（株）
東京都中央区新川２丁目
２０番１５号

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るた
め。（会計法第29条の3第4項，予算決
算及び会計令第102条の4第3号）

― 1,413,909 ― ―

870
登記所管轄転属支援作業(伊丹支
局，宝塚出張所)一式

支出負担行為担当官
神戸地方法務局長　山野　幸
成
（神戸市中央区波止場町1番1
号）

平成20年4月1日
富士通（株）
川崎市中原区上小田中四
丁目１番１号

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
運営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，予算
決算及び会計令第102条の4第3号）

― 1,565,340 ― ―

871
複写機（IC-3100等）１２台保守業務
一式

支出負担行為担当官
神戸地方法務局長　山野　幸
成
（神戸市中央区波止場町1番1
号）

平成20年4月1日
兵庫リコー（株）
神戸市中央区磯部通１－
１－３９

保守業務を迅速，確実に遂行可能な
者は契約業者のみであり，競争を許さ
ないため。（会計法第29条の3第4項，
予算決算及び会計令第102条の4第3
号）

― 1,541,644 ― ―
単価契約
1枚当たり６．
１円
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

872
複写機（DCⅡ-3000PF等）２１台保
守業務一式

支出負担行為担当官
神戸地方法務局長　山野　幸
成
（神戸市中央区波止場町1番1
号）

平成20年4月1日
富士ゼロックス兵庫（株）
神戸市中央区浜辺通２－
１－３０

保守業務を迅速，確実に遂行可能な
者は契約業者のみであり，競争を許さ
ないため。（会計法第29条の3第4項，
予算決算及び会計令第102条の4第3
号）

― 1,527,940 ― ―
単価契約
1枚当たり１．
６円ほか２件

873 土地貸借

支出負担行為担当官
神戸地方法務局長　山野　幸
成
（神戸市中央区波止場町1番1
号）

平成20年4月1日
宝塚市
宝塚市東洋町１番1号

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，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 1,488,172 ― ―

874 受付番号票シールプリンタ賃借契約

支出負担行為担当官
神戸地方法務局長　山野　幸
成
（神戸市中央区波止場町1番1
号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
－４－１

当該機器については，前年度に引き
続き継続貸借するものであり，競争を
許さないため。（会計法第29条の3第4
項，予算決算及び会計令第102条の4
第3号）

― 1,271,100 ― ―

875 土地貸借

支出負担行為担当官
神戸地方法務局長　山野　幸
成
（神戸市中央区波止場町1番1
号）

平成20年4月1日
養父市
養父市八鹿町八鹿1675

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，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 1,170,000 ― ―

876
複写機（Sitios7145等）４台保守業務
一式

支出負担行為担当官
神戸地方法務局長　山野　幸
成
（神戸市中央区波止場町1番1
号）

平成20年4月1日

コニカミノルタビジネスソ
リューションズ（株）大阪支
社
大阪市西区西本町２－３
－１０

保守業務を迅速，確実に遂行可能な
者は契約業者のみであり，競争を許さ
ないため。（会計法第29条の3第4項，
予算決算及び会計令第102条の4第3
号）

― 1,121,314 ― ―
単価契約
１枚当たり４．
９円

877
登記情報システム用電子計算機の
賃貸借及びプログラム・プロダクトの
使用権許諾に関する契約

支出負担行為担当官代理
奈良地方法務局総務課長　石
井一成
（奈良市高畑町５５２番地）

平成20年4月1日

日本電子計算機㈱
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

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。
（国の物品等又は特定役務の調達手
続の特例を定める政令第１３条第１項
１号）

― 155,625,120 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

878

登記情報システム用電子計算機の
賃貸借及びソフトウエアの提供に関
する契約（登記複合処理システム一
式）

支出負担行為担当官代理
奈良地方法務局総務課長　石
井一成
（奈良市高畑町５５２番地）

平成20年4月1日

日本電子計算機㈱
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

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。
（国の物品等又は特定役務の調達手
続の特例を定める政令第１３条第１項
１号）

― 15,212,448 ― ―

879 IP-VPN回線料

支出負担行為担当官代理
奈良地方法務局総務課長　石
井一成
（奈良市高畑町５５２番地）

平成20年4月1日

NTTコミュニケーションズ
㈱
東京都千代田区内幸町1
丁目1番6号

登記情報システム専用の回線網として
利用しているもので，同システムの
ネットワーク環境の互換性から契約業
者以外の者との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）

― 14,607,959 ― ―

880
バックアップセンターにおける電力
供給契約

支出負担行為担当官代理
奈良地方法務局総務課長　石
井一成
（奈良市高畑町５５２番地）

平成20年4月1日
関西電力㈱
大阪市北区中之島３－６
－１６

当該施設に安定的かつ継続的に電気
を供給できる業者は契約業者のみで
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）

― 11,986,429 ― ―

単価契約
基本料金
1,690.50円/ｋ
W・月
ほか２件

881
登記情報システムにかかるシステム
エンジニアリング支援契約（バック
アップセンター業務支援作業）

支出負担行為担当官代理
奈良地方法務局総務課長　石
井一成
（奈良市高畑町５５２番地）

平成20年4月1日

富士通㈱
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

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）

― 10,171,576 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

882
登記情報システムにかかるシステム
エンジニアリング支援契約（V70シス
テム稼働御支援作業）

支出負担行為担当官代理
奈良地方法務局総務課長　石
井一成
（奈良市高畑町５５２番地）

平成20年4月1日

富士通㈱
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

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）

― 4,148,150 ― ―

883
登記情報システム用電子計算機の
賃貸借及びソフトウエアの提供に関
する契約（登記記入処理システム）

支出負担行為担当官代理
奈良地方法務局総務課長　石
井一成
（奈良市高畑町５５２番地）

平成20年4月1日

日本電子計算機㈱
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
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）

― 3,452,772 ― ―

884 電話料等

支出負担行為担当官代理
奈良地方法務局総務課長　石
井一成
（奈良市高畑町５５２番地）

平成20年4月1日
東日本電信電話㈱
東京都新宿区西新宿３－
１９－２

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第２９条の３第４項，予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

― 3,226,107 ― ―

885

登記情報システム用電子計算機の
賃貸借及びソフトウエアの提供に関
する契約（不動産登記複合処理シス
テム管理用サーバ一式）

支出負担行為担当官代理
奈良地方法務局総務課長　石
井一成
（奈良市高畑町５５２番地）

平成20年4月1日

日本電子計算機㈱
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
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）

― 2,161,644 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

886

登記情報システム用電子計算機の
賃貸借及びソフトウエアの提供に関
する契約（登記複合処理システム一
式）

支出負担行為担当官代理
奈良地方法務局総務課長　石
井一成
（奈良市高畑町５５２番地）

平成20年4月1日

日本電子計算機㈱
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
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）

― 1,736,400 ― ―

887 後納郵便料

支出負担行為担当官代理
奈良地方法務局総務課長　石
井一成
（奈良市高畑町５５２番地）

平成20年4月1日
郵便事業㈱
東京都千代田区霞が関１
－３－２

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
日本郵政公社のほかに一般信書便事
業を営むための許可を受けている者
がいないことから，競争を許さないた
め，随意契約としたもの。（会計法第２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 1,666,065 ― ―
単価契約
1通80円
他

888
登記情報システム用自家発電装置
一式賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
奈良地方法務局総務課長　石
井一成
（奈良市高畑町５５２番地）

平成20年4月1日

㈱東芝関西支社
大阪市北区大淀中一丁目
１番３０号
東芝ファイナンス㈱
東京都中央区銀座５－２
－１

同装置は１０年リースを前提として一
般競争入札により調達したものであ
り，現時点で契約業者を変更すると機
器の設置等に多額の経費負担が発生
するため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

― 1,562,400 ― ―

889
登記識別情報通知用プリンター賃
貸借に関する契約

支出負担行為担当官代理
奈良地方法務局総務課長　石
井一成
（奈良市高畑町５５２番地）

平成20年4月1日

リコーリース㈱
東京都中央区銀座7丁目
16番3号
㈱リコー
東京都大田区中馬込1丁
目3番6号

当該機器については，前年度に引き
続き継続貸借するものであり，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）

― 1,449,000 ― ―

890
不動産登記法第14条第1項地図作
成作業現地事務所賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
奈良地方法務局総務課長　石
井一成
（奈良市高畑町５５２番地）

平成20年4月25日
個人情報保護のため非公
表

当局が定める地理的条件等の仕様を
満たす唯一の物件であったため。（会
計法第２９条の３第４項，予決令第１０
２条の４第３号）

― 1,200,000 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

891
電子計算機の賃貸借及びプログラ
ム・プロダクトの使用許諾に関する
契約

支出負担行為担当官代理
　大津地方法務局首席登記官
福本由美子
（滋賀県大津市京町三丁目1番
１号）

平成20年4月1日
日本電子計算機株式会社
東京都千代田区丸の内三
丁目８番地５

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃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）

― 171,378,900 ― ―

892 本局分室賃貸借料

支出負担行為担当官代理
　大津地方法務局首席登記官
福本由美子
（滋賀県大津市京町三丁目1番
１号）

平成20年4月1日
株式会社ジュウハン
大津市園山二丁目１５番２
０号

契約の目的物件が，バックアップセン
ターの施設として諸要件を満たす物件
であり，他に代替を求めることができな
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）

― 26,460,000 ― ―

893
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約
（不動産登記複合処理システム）

支出負担行為担当官代理
　大津地方法務局首席登記官
福本由美子
（滋賀県大津市京町三丁目1番
１号）

平成20年4月1日
日本電子計算機株式会社
東京都千代田区丸の内三
丁目８番地５

独自にシステム構築された当該機器
を継続して賃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）

― 18,635,472 ― ―

894 バックアップセンター業務支援作業

支出負担行為担当官代理
　大津地方法務局首席登記官
福本由美子
（滋賀県大津市京町三丁目1番
１号）

平成20年4月1日
富士通株式会社
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

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
行った上記契約業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，特例政令
第１３条第１項第２号）

― 10,171,576 ― ―

895 ＩＰ－ＶＰＮ回線使用料

支出負担行為担当官代理
　大津地方法務局首席登記官
福本由美子
（滋賀県大津市京町三丁目1番
１号）

平成20年4月1日

エヌ・ティ・ティコミュニケー
ションズ（株）
東京都千代田区内幸町１
－１－６

登記情報システム専用の回線網として
利用しているもので，同システムの
ネットワーク環境の互換性から契約業
者以外の者との競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 14,668,920 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

896
ゼロックス製複写機保守業務委託
契約

支出負担行為担当官代理
　大津地方法務局首席登記官
福本由美子
（滋賀県大津市京町三丁目1番
１号）

平成20年4月1日

富士ゼロックス京都株式
会社
滋賀県大津市逢坂一丁目
１番１号

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な者は契約業者のみであり，競争を許
さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 1,641,000 ― ―

単価契約
１枚あたり金4
円40銭外15
件

897
集中処理システムＣＰＵ稼働後支援
作業

支出負担行為担当官代理
　大津地方法務局首席登記官
福本由美子
（滋賀県大津市京町三丁目1番
１号）

平成20年4月1日
富士通株式会社
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

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，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 5,744,796 ― ―

898 リコー製複写機保守業務委託契約

支出負担行為担当官代理
　大津地方法務局首席登記官
福本由美子
（滋賀県大津市京町三丁目1番
１号）

平成20年4月1日
滋賀リコー株式会社
滋賀県栗東市安養寺七丁
目２番２２号

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な者は契約業者のみであり，競争を許
さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 2,561,000 ― ―

単価契約
１枚あたり金4
円30銭外14
件

899 電話料等

支出負担行為担当官代理
　大津地方法務局首席登記官
福本由美子
（滋賀県大津市京町三丁目1番
１号）

平成20年4月1日
東日本電信電話株式会社
東京都新宿区西新宿三丁
目１９番９号

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金の各プランは
いずれも関係業者の約款に定められ
ているものであり，一般競争入札によ
る価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては各業者
の料金プランを比較検討した上，法務
省の電話等の利用形態に合った も
経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 3,284,000 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

900
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約
（不動産登記記入処理システム）

支出負担行為担当官代理
　大津地方法務局首席登記官
福本由美子
（滋賀県大津市京町三丁目1番
１号）

平成20年4月1日
日本電子計算機株式会社
東京都千代田区丸の内三
丁目８番地５

独自にシステム構築された当該機器
を継続して賃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，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 3,095,940 ― ―

901

電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約
（不動産登記複合処理システム管理
用サーバ）

支出負担行為担当官代理
　大津地方法務局首席登記官
福本由美子
（滋賀県大津市京町三丁目1番
１号）

平成20年4月1日
日本電子計算機株式会社
東京都千代田区丸の内三
丁目８番地５

独自にシステム構築された当該機器
を継続して賃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，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 2,163,912 ― ―

902
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約
（不動産登記複合処理システム）

支出負担行為担当官代理
　大津地方法務局首席登記官
福本由美子
（滋賀県大津市京町三丁目1番
１号）

平成20年4月1日
日本電子計算機株式会社
東京都千代田区丸の内三
丁目８番地５

独自にシステム構築された当該機器
を継続して賃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，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 3,031,296 ― ―

903
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約
（商業登記記入用印鑑装置）

支出負担行為担当官代理
　大津地方法務局首席登記官
福本由美子
（滋賀県大津市京町三丁目1番
１号）

平成20年4月1日
日本電子計算機株式会社
東京都千代田区丸の内三
丁目８番地５

独自にシステム構築された当該機器
を賃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，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 1,360,800 ― ―

904 ミノルタ製複写機保守業務委託契約

支出負担行為担当官代理
　大津地方法務局首席登記官
福本由美子
（滋賀県大津市京町三丁目1番
１号）

平成20年4月1日

コニカミノルタビジネスソ
リューションズ株式会社
京都市伏見区中島北ノ口
町２番地

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な者は契約業者のみであり，競争を許
さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 3,131,000 ― ―
単価契約
１枚あたり金4
円50銭外4件

905

電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約
（登記情報システム事務処理用端末
装置）

支出負担行為担当官代理
　大津地方法務局首席登記官
福本由美子
（滋賀県大津市京町三丁目1番
１号）

平成20年4月1日
日本電子計算機株式会社
東京都千代田区丸の内三
丁目８番地５

独自にシステム構築された当該機器
を継続して賃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，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 2,620,380 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

906 彦根地方合同庁舎駐車場警備業務

支出負担行為担当官代理
　大津地方法務局首席登記官
福本由美子
（滋賀県大津市京町三丁目1番
１号）

平成20年4月1日
東和警備保障株式会社
滋賀県草津市西渋川1-
11-3

再度の入札に付しても落札者がなかっ
たため（予算決算及び会計令第９９条
の２）

― 3,253,162 ― ―

907 登記識別情報プリンタ賃貸借

支出負担行為担当官代理
　大津地方法務局首席登記官
福本由美子
（滋賀県大津市京町三丁目1番
１号）

平成20年4月1日
リコーリース株式会社
東京都中央区銀座七丁目
１６番３号

独自にシステム構築された当該機器
を継続して賃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，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 2,318,400 ― ―

908
登記情報システム用電子計算機の
借入及びプログラム・プロダクトの使
用権許諾に関する契約

支出負担行為担当官代理
和歌山地方法務局　首席登記
官　藤井昇平
（和歌山県和歌山市二番丁２）

平成20年4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２
９条の３第４項，国の物品等又は特定
役務の調達手続の特例を定める政令
第１３条第１項第２号）

― 168,313,320 ― ―

909
和歌山地方法務局仮バックアップセ
ンター建物賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
和歌山地方法務局　首席登記
官　藤井昇平
（和歌山県和歌山市二番丁２）

平成20年4月1日
ＭＩＤ都市開発株式会社
大阪市北区堂島浜１－４
－４

契約目的物がバックアップセンター施
設として諸要件を満たす物件であり，
他に代替を求めることができないた
め。（会計法第２９条の３第４項，国の
物品等又は特定役務の調達手続の特
例を定める政令第１３条第１項第２号）

― 26,617,500 ― ―

910 登記複合処理システム賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
和歌山地方法務局　首席登記
官　藤井昇平
（和歌山県和歌山市二番丁２）

平成20年4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２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 12,886,464 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

911 バックアップセンター業務支援契約

支出負担行為担当官代理
和歌山地方法務局　首席登記
官　藤井昇平
（和歌山県和歌山市二番丁２）

平成20年4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，予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号）

― 10,171,576 ― ―

912 V７０システム稼動後支援契約

支出負担行為担当官代理
和歌山地方法務局　首席登記
官　藤井昇平
（和歌山県和歌山市二番丁２）

平成20年4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，予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号）

― 5,212,582 ― ―

913 登記複合処理システム賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
和歌山地方法務局　首席登記
官　藤井昇平
（和歌山県和歌山市二番丁２）

平成20年4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２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 4,077,084 ― ―

914 登記記入処理システム賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
和歌山地方法務局　首席登記
官　藤井昇平
（和歌山県和歌山市二番丁２）

平成20年4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２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 2,762,040 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

915
登記複合処理システム管理用サー
バ賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
和歌山地方法務局　首席登記
官　藤井昇平
（和歌山県和歌山市二番丁２）

平成20年4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２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 2,163,912 ― ―

916
登記識別情報通知用プリンタ賃貸
借契約

支出負担行為担当官代理
和歌山地方法務局　首席登記
官　藤井昇平
（和歌山県和歌山市二番丁２）

平成20年4月1日

リコーリース株式会社
東京都中央区銀座７－１６
－３
株式会社リコー
東京都大田区中馬込１－
３－６

当該機器については，前年度に引き
続き継続貸借するものであり，競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第
４項，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 2,028,600 ― ―

917
事務処理用統合記入システム賃貸
借契約

支出負担行為担当官代理
和歌山地方法務局　首席登記
官　藤井昇平
（和歌山県和歌山市二番丁２）

平成20年4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，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 1,848,900 ― ―

918 登記記入処理システム賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
和歌山地方法務局　首席登記
官　藤井昇平
（和歌山県和歌山市二番丁２）

平成20年4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２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 1,391,040 ― ―

919
商業登記記入用印鑑装置賃貸借契
約

支出負担行為担当官代理
和歌山地方法務局　首席登記
官　藤井昇平
（和歌山県和歌山市二番丁２）

平成20年4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，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 1,360,800 ― ―

920
名古屋法務局昭和出張所駐車場賃
貸借契約

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

平成20年4月1日 個人情報につき非公開

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）

― 840,000 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

921
電子計算機・ＣＶＣＦ用空調機保守
契約

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

平成20年4月1日

東洋熱工業（株）　名古屋
支店
名古屋市中村区太閤５丁
目５番１号

当該設備は，登記情報システムの安
定稼動に必要不可欠な連動型付帯設
備であるところ，契約の相手方は，当
該設備の製造・設置を行ったものであ
り，保守業務を安全・確実かつ迅速に
遂行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）

― 996,450 ― ―

922
登記情報システム事務処理用印刷
装置賃貸借契約

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

平成20年4月1日

富士ゼロックス(株)愛知営
業所
名古屋市中区錦１丁目１０
番２０号

当該機器については，前年度に引き
続き継続賃借するものであり，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）

― 999,000 ― ―

923 複写機保守契約

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

平成20年4月1日

東芝テックビジネスソ
リューション（株）
名古屋市中村区岩塚本通
２丁目１番地の２

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な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）

― 1,000,000 ― ―

単価契約
一枚当たり
金２．３０円

924 地図管理システム保守委託契約

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

平成20年4月1日
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻二丁
目７番３号

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）

― 1,051,155 ― ―

925
供託事務処理システム用機器保守
業務契約

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

平成20年4月1日

新日鉄ソリューションズ
（株）
東京都中央区新川二丁目
２０番１５号

当該システムは，契約の相手方が独
自に開発を行ったものであり，保守業
務等を迅速・確実に遂行可能な者は
契約業者のみであり，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）

― 1,112,706 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

926
準備書面作成支援システム賃貸借
契約

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

平成20年4月1日
エヌエスリース（株）
東京都千代田区有楽町一
丁目７番１号

当該機器等については，前年度から
継続して賃借するものであり，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）

― 1,172,304 ― ―

927 登記所記入装置稼働後支援契約

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

平成20年4月1日

東芝ソリューション(株)社
会インフラソリューション営
業第一部
東京都港区芝浦一丁目１
番１号

対象機器は契約の相手方が独自に開
発・構築し，これを貸借しているもので
あり，その保守運用に係る支援業務を
遂行可能な者は開発・構築を行った契
約の相手方のみであるため。
(会計法２９条の３第４項，予決令第１０
２条の４第３号）

― 1,784,480 ― ―

928
 準備書面作成支援システム保守運
用作業契約

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

平成20年4月1日

新日鉄ソリューションズ
（株）
東京都中央区新川二丁目
２０番１５号

 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）

― 1,790,460 ― ―

929
受付番号票シールプリンタ賃貸借契
約

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

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

当該機器については，前年度に引き
続き継続賃借するものであり，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）

― 1,806,396 ― ―

930 複写機保守契約

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

平成20年4月1日

富士ゼロックス（株）　愛知
営業所
名古屋市中区錦１丁目１０
番２０号

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な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）

― 1,900,000 ― ―

単価契約
一枚当たり
金５．００円
外

931
登記情報システム事務処理用印刷
装置賃貸借契約

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

平成20年4月1日
ＮＴＴファイナンス（株）
東京都港区芝浦一丁目２
番１号

当該機器については，前年度に引き
続き継続賃借するものであり，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）

― 2,074,800 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

932 複写機保守契約

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

平成20年4月1日

コニカミノルタビジネスサ
ポート愛知（株）
名古屋市西区八筋町３９３
番１

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な者は契約業者のみであり，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）

― 2,100,000 ― ―

単価契約
一枚当たり
金２．２０円
外

933 登記所統廃合支援作業契約

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

平成20年4月1日
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５
－２汐留シティセンター

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，統廃合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 ― ―

934
名古屋法務局新城支局土地賃貸借
契約

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

平成20年4月1日
新城市
愛知県新城市東入船６番
地の１

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）

― 2,422,020 ― ―

935
準備書面作成支援システムサーバ
機器一式リース契約

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

平成20年4月1日

日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号
新日鉄ソリューションズ
（株）
東京都中央区新川二丁目
２０番１５号

当該機器等については，前年度から
継続して賃借するものであり，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）

― 2,457,000 ― ―

936
（不動産）登記複合処理システム管
理用サーバ賃貸借契約

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

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

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）

― 2,465,676 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

937 複写機保守契約

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

平成20年4月1日
リコー中部（株）
名古屋市北区稚児宮通１
丁目３０番地

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な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）

― 2,600,000 ― ―

単価契約
一枚当たり
金４．８５円
外

938
商業登記記入用印鑑装置賃貸借契
約

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

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
を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）

― 2,721,600 ― ―

939 料金後納郵便

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

平成20年4月1日

郵便事業（株）名古屋中支
店
名古屋市中区大須三丁目
１番１０号

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業株式会社のほかに一般信書
便事業を営むための許可を受けてい
る者がいないことから，競争を許さない
ため，随意契約としたもの。（会計法第
２９条の３第４項，予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号）

― 4,179,541 ― ―
単価契約
５０円　外

940
市有土地一時使用契約
（名古屋法務局半田支局）

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

平成20年4月1日
半田市
半田市東洋町二丁目１番
地

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）

― 4,562,591 ― ―

941 複写機保守契約

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

平成20年4月1日

京セラミタジャパン（株）第
１ブランチ
名古屋市東区葵３－１５－
３１

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な者は契約業者のみであり，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）

― 5,110,000 ― ―

単価契約
一枚当たり
金２．１０円
外

942
（不動産）登記記入処理システム＜
３６ヶ月＞賃貸借契約

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

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

不動産登記記入処理システムは，契
約業者が独自に開発・構築し，当該機
器等については前年度から継続貸借
するものであり，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）

― 5,134,500 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

943
登記識別情報通知用プリンタ賃貸
借契約

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

平成20年4月1日

リコーリース（株）
東京都中央区銀座七丁目
１６番３号
（株）リコー
東京都大田区中馬込一丁
目３番６号

当該機器については，前年度に引き
続き継続賃借するものであり，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）

― 5,796,000 ― ―

944 ガス供給契約一式

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

平成20年4月1日
東邦瓦斯(株)
名古屋市熱田区桜田町１
９番１８号

ガス事業法の規定に基づき，当局にガ
スを供給可能な唯一のガス事業者で
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）

― 6,573,701 ― ―

単価契約
基本料金単
価
２６５，８６０／
月
料金単価
５２．７４円／
ｍ３

945 水供給契約一式

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

平成20年4月1日
名古屋市上下水道局
名古屋市中区富士見町４
－３

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
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）

― 6,717,044 ― ―

単価契約
基本料金単
価
４３，２００／
２ヶ月
料金単価
２６７円／ｍ３

946
事務処理用統合記入システム賃貸
借契約

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

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
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）

― 7,705,332 ― ―

947 電話料等

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

平成20年4月1日
東日本電信電話(株)
東京都新宿区西新宿三丁
目１９番２号

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第２９条の３第４項，予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

― 9,465,539 ― ―

長期継続契
約
単価契約
８．５円／３分
外
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

948
（不動産）登記記入処理システム＜
６０ヶ月＞賃貸借契約

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

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

不動産登記記入処理システムは，契
約業者が独自に開発・構築し，当該機
器等については前年度から継続貸借
するものであり，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）

― 9,880,800 ― ―

949 Ｖ７０システム稼働後支援作業

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

平成20年4月1日
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５
－２汐留シティセンター

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）

― 10,951,112 ― ―

950
（不動産）登記複合処理システム＜
３６ヶ月＞賃貸借契約

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

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

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）

― 14,627,256 ― ―

951
バックアップセンター業務支援作業
契約

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

平成20年4月1日
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５
－２汐留シティセンター

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）

― 15,215,104 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

952 IP-VPN回線利用料

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

平成20年4月1日

エヌ・テｨ・ティ・コミュニ
ケーションズ(株)
東京都千代田区内幸町１
－１－６

登記情報システム専用の回線網として
利用しているもので，同システムの
ネットワーク環境の互換性から契約業
者以外の者との競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 40,125,721 ― ―

長期継続契
約
単価契約
ＩＰ－ＶＰＮ　４
６，２８０円／
１Ｍ　外

953
（不動産）登記複合処理システム＜
６０ヶ月＞賃貸借契約

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

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

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）

― 61,147,668 ― ―

954
電子計算機の賃貸借及びプログラ
ム・プロダクト使用許諾に関する契
約

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

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

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）

― 496,111,140 ― ―

955
電子計算機の賃貸借及びプログラ
ム・プロダクトの使用権許諾に関す
る契約

支出負担行為担当官
　津地方法務局長　山岸　良一
（三重県津市丸之内２６－８）

平成20年4月1日
日本電子計算機株式会社
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃貸可能な者は契約相
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）

― 252,015,120 ― ―

956
電子計算機の賃貸借及びソフトウエ
アの提供に関する契約書（不動産登
記複合処理システム）（５年リース）

支出負担行為担当官
　津地方法務局長　山岸　良一
（三重県津市丸之内２６－８）

平成20年4月1日
日本電子計算機株式会社
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃貸可能な者は契約相
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）

― 26,598,276 ― ―

957
津地方法務局バックアップセンター
に係る建物賃貸借契約

支出負担行為担当官
　津地方法務局長　山岸　良一
（三重県津市丸之内２６－８）

平成20年4月1日
株式会社セラヴィ
東京都品川区西五反田２
－１３－６

契約の目的物件が、バックアップセン
ターの施設として諸要件を満たす物件
であり、他に代替を求めることができな
いため。（会計法29条の３第４項、予決
令第１０２条の４第３号）

― 21,099,012 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

958 ＩＰ－ＶＰＮ回線使用契約
支出負担行為担当官
　津地方法務局長　山岸　良一
（三重県津市丸之内２６－８）

平成20年4月1日

ＮＴＴコミュニケーションズ
株式会社
東京都千代田区内幸町一
丁目１番６号

登記情報システム専用の回線網として
利用しているもので，同システムの
ネットワーク環境の互換性から契約業
者以外の者との競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 19,521,492 ― ―

959
バックアップセンター業務支援作業
契約

支出負担行為担当官
　津地方法務局長　山岸　良一
（三重県津市丸之内２６－８）

平成20年4月1日
富士通株式会社
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

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）

― 10,171,576 ― ―

960 Ｖ７０システム稼働後支援作業契約
支出負担行為担当官
　津地方法務局長　山岸　良一
（三重県津市丸之内２６－８）

平成20年4月1日
富士通株式会社
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

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）

― 7,873,660 ― ―

961
津地方法務局上野支局庁舎新営敷
地に係る賃貸借契約

支出負担行為担当官
　津地方法務局長　山岸　良一
（三重県津市丸之内２６－８）

平成20年4月1日 伊賀市

契約の目的物件が、上野支局庁舎新
営地として諸要件を満たす物件であ
り、他に代替を求めることができないた
め。（会計法29条の３第４項、予決令
第１０２条の４第３号）

― 5,643,600 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

962 通信回線使用契約
支出負担行為担当官
　津地方法務局長　山岸　良一
（三重県津市丸之内２６－８）

平成20年4月1日
東日本電信電話株式会社
東京都新宿区西新宿三丁
目１９番２号

電話料金等については,競争の余地は
あるものの,電話料金等の各プランは
いずれも関係業者の約款に定められ
ているものであり,一般競争入札による
価格競争を行うことは現実的でない。
そこで法務省においては,各業者の料
金プランを比較検討した上,法務省の
電話等の利用形態に合った も経済
的と考えられるプランを選定し,該当の
業者と随意契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 4,637,431 ― ―

基本料３，５３
０円他
単価３分あた
り９円他（回
線毎，通話先
により異なる）

963
電子計算機の賃貸借及びソフトウエ
アの提供に関する契約書（登記記入
処理システム一式） (5年リース）

支出負担行為担当官
　津地方法務局長　山岸　良一
（三重県津市丸之内２６－８）

平成20年4月1日
日本電子計算機株式会社
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃貸可能な者は契約相
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１０２条の４第３号）

― 3,759,456 ― ―

964 電子複写機保守契約（DC352外）
支出負担行為担当官
　津地方法務局長　山岸　良一
（三重県津市丸之内２６－８）

平成20年4月1日

富士ゼロックス三重株式
会社
三重県津市栄町１丁目８１
７番地

電子複写機はゼロックス製であり，保
守に必要な知識，技術，サービス体制
を保有している業者は，契約相手方以
外にない。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 3,676,941 ― ―

単価契約
１枚
５．００円
～４８．６２円

965
電子計算機の賃貸借及びソフトウエ
アの提供に関する契約書（不動産登
記複合処理システム）（３年リース）

支出負担行為担当官
　津地方法務局長　山岸　良一
（三重県津市丸之内２６－８）

平成20年4月1日
日本電子計算機株式会社
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃貸可能な者は契約相
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１０２条の４第３号）

― 3,442,680 ― ―

966
登記識別情報通知用プリンタ賃貸
借契約

支出負担行為担当官
　津地方法務局長　山岸　良一
（三重県津市丸之内２６－８）

平成20年4月1日

リコーリース株式会社
東京都中央区銀座７丁目
１６－３
株式会社リコー
東京都大田区中馬込1丁
目３－６

当該機器については，前年度に引き
続き継続貸借するものであり，競争を
許さないため。
(会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３項）

― 2,898,000 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

967 ガス供給契約（松阪合同庁舎）
支出負担行為担当官
　津地方法務局長　山岸　良一
（三重県津市丸之内２６－８）

平成20年4月1日
東邦ガス株式会社
愛知県名古屋市熱田区桜
田町１９－１８

ガス事業法の規定に基づき，当局にガ
スを供給可能な唯一のガス事業者で
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）

― 2,842,872 ― ―

単価契約
基本料金
９９，５４０円
１㎥あたり
５７．７０円
（ただし，時期
による変動あ
り）

968 ガス供給契約（津合同庁舎）
支出負担行為担当官
　津地方法務局長　山岸　良一
（三重県津市丸之内２６－８）

平成20年4月1日
東邦ガス株式会社
愛知県名古屋市熱田区桜
田町１９－１８

ガス事業法の規定に基づき，当局にガ
スを供給可能な唯一のガス事業者で
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）

― 2,382,908 ― ―

単価契約
基本料金
７２，６６０円
他１件
１㎥あたり
５７．７０円
他１件
（ただし，時期
による変動あ
り）

969
電子計算機の賃貸借及びソフトウエ
アの提供に関する契約書（登記情報
システム事務処理用端末装置一式）

支出負担行為担当官
　津地方法務局長　山岸　良一
（三重県津市丸之内２６－８）

平成20年4月1日
日本電子計算機株式会社
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃貸可能な者は契約相
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１０２条の４第３号）

― 2,225,868 ― ―

970

電子計算機の賃貸借及びソフトウエ
アの提供に関する契約書（不動産登
記複合処理システム管理用サーバ
一式）

支出負担行為担当官
　津地方法務局長　山岸　良一
（三重県津市丸之内２６－８）

平成20年4月1日
日本電子計算機株式会社
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃貸可能な者は契約相
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１０２条の４第３号）

― 2,161,644 ― ―

971
電子計算機の賃貸借及びソフトウエ
アの提供に関する契約書（登記記入
処理システム一式） (３年リース）

支出負担行為担当官
　津地方法務局長　山岸　良一
（三重県津市丸之内２６－８）

平成20年4月1日
日本電子計算機株式会社
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃貸可能な者は契約相
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１０２条の４第３号）

― 1,609,020 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

972
津地方法務局四日市支局来客者用
借上げ駐車場に係る賃貸借契約

支出負担行為担当官
　津地方法務局長　山岸　良一
（三重県津市丸之内２６－８）

平成20年4月1日 個人情報につき非公開

契約の目的物件が、四日市支局来客
者用駐車場して諸要件を満たす物件
であり、他に代替を求めることができな
いため。（会計法29条の３第４項、予決
令第１０２条の４第３号）

― 1,512,000 ― ―

973 電子複写機保守契約（Neo451外）
支出負担行為担当官
　津地方法務局長　山岸　良一
（三重県津市丸之内２６－８）

平成20年4月1日

三重リコピー販売株式会
社
三重県津市藤方南八木田
１０７２番地の１

電子複写機はリコー製であり，保守に
必要な知識，技術，サービス体制を保
有している業者は，契約相手方以外に
ない。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 1,453,723 ― ―

単価契約
低料金

５，５００円
１枚３．６０円
～３．９０円

974
電子計算機の賃貸借及びソフトウエ
アの提供に関する契約書（商業登記
記入用印鑑装置一式）

支出負担行為担当官
　津地方法務局長　山岸　良一
（三重県津市丸之内２６－８）

平成20年4月1日
日本電子計算機株式会社
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

当該機器については，前年度に引き
続き継続貸借するものであり，競争を
許さないため。
(会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３項）

― 1,020,600 ― ―

975
電子計算機賃貸借及びプログラム・
プロダクトの使用権許諾に関する契
約

支出負担行為担当官代理
　岐阜地方法務局総務課長
酒井晴彦
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１
３）

平成20年4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
等を継続して賃借可能な者は契約の
相手方のみであるため。（会計法第２
９条の３第４項，特例政令第１３条第１
項第２号）

― 280,919,520 ― ―

976
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（不動産登記
複合処理システム賃貸借一式）

支出負担行為担当官代理
　岐阜地方法務局総務課長
酒井晴彦
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１
３）

平成20年4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
等を継続して賃借可能な者は契約の
相手方のみであるため。（会計法第２
９条の３第４項，特例政令第１３条第１
項第２号）

― 23,895,840 ― ―

977 IP-VPN回線使用契約

支出負担行為担当官代理
　岐阜地方法務局総務課長
酒井晴彦
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１
３）

平成20年4月1日

エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ（株）
東京都千代田区永田町
２ー１１ー１

登記情報システム専用の回線網として
利用しているもので，同システムの
ネットワーク環境の互換性から契約業
者以外の者との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）

― 30,064,682 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

978
バックアップセンター業務支援作業
請負契約

支出負担行為担当官代理
　岐阜地方法務局総務課長
酒井晴彦
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１
３）

平成20年4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）

― 10,171,576 ― ―

979
V７０システム稼働後支援作業に関
する契約

支出負担行為担当官代理
　岐阜地方法務局総務課長
酒井晴彦
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１
３）

平成20年4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）

― 8,405,874 ― ―

980
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（登記複合処
理システム賃貸借一式）

支出負担行為担当官代理
　岐阜地方法務局総務課長
酒井晴彦
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１
３）

平成20年4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
等を継続して賃借可能な者は契約の
相手方のみであるため。（会計法第２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 6,193,620 ― ―

981
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（登記記入処
理システム賃貸借一式）

支出負担行為担当官代理
　岐阜地方法務局総務課長
酒井晴彦
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１
３）

平成20年4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
等を継続して賃借可能な者は契約の
相手方のみであるため。（会計法第２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 4,409,976 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

982 庁用電話使用契約

支出負担行為担当官代理
　岐阜地方法務局総務課長
酒井晴彦
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１
３）

平成20年4月1日

東日本電信電話株式会社
東京都新宿区西新宿3-
19-2

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第２９条の３第４項，予決令第１０
２条の４第３号）

― 3,759,765 ― ―
単価契約
基本料金，回
線使用料等

983 関出張所庁舎敷地賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　岐阜地方法務局総務課長
酒井晴彦
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１
３）

平成20年4月1日
関市
関市山ノ手３丁目１番地

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）

― 3,636,783 ― ―

984 多治見支局駐車場敷地賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　岐阜地方法務局総務課長
酒井晴彦
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１
３）

平成20年4月1日
多治見市
多治見市日ノ出町２丁目１
５番地

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）

― 3,283,296 ― ―

985
美濃加茂支局駐車場敷地賃貸借契
約

支出負担行為担当官代理
　岐阜地方法務局総務課長
酒井晴彦
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１
３）

平成20年4月1日
美濃加茂市
美濃加茂市太田町３４３１
番地の１

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）

― 3,234,600 ― ―

986
登記識別情報通知用プリンター賃
貸借に関する契約

支出負担行為担当官代理
　岐阜地方法務局総務課長
酒井晴彦
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１
３）

平成20年4月1日
リコーリース株式会社
東京都中央区銀座７丁目
１６番３号

当該機器については，前年度に引き
続き継続賃借するものであり，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）

― 2,898,000 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

987

電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（登記情報シ
ステム事務処理用端末装置賃貸借
一式）

支出負担行為担当官代理
　岐阜地方法務局総務課長
酒井晴彦
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１
３）

平成20年4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
等を賃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）

― 2,451,288 ― ―

988 羽島出張所庁舎敷地賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　岐阜地方法務局総務課長
酒井晴彦
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１
３）

平成20年4月1日
岐阜県
岐阜市藪田南２丁目１番１
号

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）

― 2,170,982 ― ―

989

電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（不動産登記
複合処理システム管理用サーバー
一式）

支出負担行為担当官代理
　岐阜地方法務局総務課長
酒井晴彦
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１
３）

平成20年4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
等を継続して賃借可能な者は契約の
相手方のみであるため。（会計法第２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 2,161,644 ― ―

990
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（商業登記記
入用印鑑装置賃貸借一式）

支出負担行為担当官代理
　岐阜地方法務局総務課長
酒井晴彦
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１
３）

平成20年4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
等を賃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）

― 1,701,000 ― ―

991
登記情報システム用事務処理用印
刷装置賃貸借に関する契約

支出負担行為担当官代理
　岐阜地方法務局総務課長
酒井晴彦
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１
３）

平成20年4月1日
NTTファイナンス株式会社
東京都港区芝浦一丁目２
番１号

当該機器については，前年度に引き
続き継続賃借するものであり，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）

― 1,310,400 ― ―

992 多治見支局庁舎敷地賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　岐阜地方法務局総務課長
酒井晴彦
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１
３）

平成20年4月1日
多治見市
多治見市日ノ出町２丁目１
５番地

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）

― 975,368 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

993 大垣支局駐車場敷地賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　岐阜地方法務局総務課長
酒井晴彦
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１
３）

平成20年4月1日

株式会社NTTアセット・プ
ランニング東海
名古屋市西区康生通１丁
目３２番地

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）

― 882,000 ― ―

994
受付番号票シールプリンタ賃貸借契
約

支出負担行為担当官代理
　岐阜地方法務局総務課長
酒井晴彦
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１
３）

平成20年4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

当該機器については，前年度に引き
続き継続賃借するものであり，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）

― 936,636 ― ―

995
登記情報システム用電子計算機の
賃貸借及びプログラム・プロダクトの
使用権許諾に関する契約

支出負担行為担当官代理
　福井地方法務局戸籍課長
長井昭彦
（福井県福井市春山１－１－５
４）

平成20年4月1日
日本電子計算機(株)
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
を継続して賃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）

― 158,528,160 ― ―

996

登記情報システム用電子計算機の
賃貸借及びソフトウエアの提供に関
する契約（不動産登記複合処理シス
テム一式）

支出負担行為担当官代理
　福井地方法務局戸籍課長
長井昭彦
（福井県福井市春山１－１－５
４）

平成20年4月1日
日本電子計算機(株)
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
を継続して賃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，予算決算及び会計令第
102条の４第3号）

― 14,530,032 ― ―

997 IP-VPN回線使用契約

支出負担行為担当官代理
　福井地方法務局戸籍課長
長井昭彦
（福井県福井市春山１－１－５
４）

平成20年4月1日

NTTコミュニケーションズ
(株)
東京都千代田区内幸町１
－１－６

登記情報システム専用の回線網として
利用しているもので，同システムの
ネットワーク環境の互換性から契約業
者以外の者との競争を許さないため。
(会計法第29条の３第4項，予算決算
及び会計令第102条の４第3号）

― 10,522,926 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

998
バックアップセンター業務支援作業
契約

支出負担行為担当官代理
　福井地方法務局戸籍課長
長井昭彦
（福井県福井市春山１－１－５
４）

平成20年4月1日
富士通(株)
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，予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号）

― 10,171,576 ― ―

999 V７０システム稼動後支援作業契約

支出負担行為担当官代理
　福井地方法務局戸籍課長
長井昭彦
（福井県福井市春山１－１－５
４）

平成20年4月1日
富士通(株)
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，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 4,148,150 ― ―

1000 電話料等

支出負担行為担当官代理
　福井地方法務局戸籍課長
長井昭彦
（福井県福井市春山１－１－５
４）

平成20年4月1日
東日本電信電話(株)
東京都新宿区西新宿３－
１９－２

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態にあった
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第２９条の３第４項，予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

― 3,410,000 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1001

登記情報システム用電子計算機の
賃貸借及びソフトウエアの提供に関
する契約（不動産登記記入処理シス
テム一式）

支出負担行為担当官代理
　福井地方法務局戸籍課長
長井昭彦
（福井県福井市春山１－１－５
４）

平成20年4月1日
日本電子計算機(株)
東京都千代田区丸の内３
－４－１

不動産登記記入処理システムは，契
約業者が独自に開発・構築し，当該機
器等については，前年度から継続賃
貸するものであり，競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項，予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号）

― 3,155,796 ― ―

1002

登記情報システム用電子計算機の
賃貸借及びソフトウエアの提供に関
する契約（不動産登記複合処理シス
テム管理用サーバー一式）

支出負担行為担当官代理
　福井地方法務局戸籍課長
長井昭彦
（福井県福井市春山１－１－５
４）

平成20年4月1日
日本電子計算機(株)
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
を継続して賃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，予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号）

― 2,163,912 ― ―

1003 電子複写機保守契約

支出負担行為担当官代理
　福井地方法務局戸籍課長
長井昭彦
（福井県福井市春山１－１－５
４）

平成20年4月1日

エフケーユーテクニカル
(株)
福井県福井市東和田１－
２２１７

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な者は契約業者のみであり，競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４
項，予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号）

― 2,063,000 ― ―
単価契約１枚
当たり5.0円ほ
か６件

1004 電子複写機保守契約

支出負担行為担当官代理
　福井地方法務局戸籍課長
長井昭彦
（福井県福井市春山１－１－５
４）

平成20年4月1日
福井リコー(株)
福井県福井市御幸３－７
－１５

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な者は契約業者のみであり，競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４
項，予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号）

― 1,790,000 ― ―
単価契約１枚
当たり5.05円
ほか１１件

1005 ガス供給契約

支出負担行為担当官代理
　福井地方法務局戸籍課長
長井昭彦
（福井県福井市春山１－１－５
４）

平成20年4月1日
敦賀ガス（株）
福井県敦賀市１－１４－２

ガス事業法の規定に基づき，ガス事業
を経営する者が契約業者のみである
ため。（会計法第２９条の３第４項，予
算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

― 1,744,000 ― ―
単価契約
1㎥当たり
116.172円

1006
登記識別情報通知用プリンタ賃貸
借契約

支出負担行為担当官代理
　福井地方法務局戸籍課長
長井昭彦
（福井県福井市春山１－１－５
４）

平成20年4月1日

リコーリース(株)
東京都中央区銀座７－１６
－３
(株)リコー
東京都大田区中馬込１－
３－６

当該機器については，前年度に引き
続き継続貸借するものであり，競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第
４項，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 1,449,000 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1007
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
ア提供に関する契約（商業登記記入
用印鑑装置一式）

支出負担行為担当官代理
　福井地方法務局戸籍課長
長井昭彦
（福井県福井市春山１－１－５
４）

平成20年4月1日
日本電子計算機(株)
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
を継続して賃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，予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号）

― 1,360,800 ― ―

1008 後納郵便料

支出負担行為担当官代理
　福井地方法務局戸籍課長
長井昭彦
（福井県福井市春山１－１－５
４）

平成20年4月1日
郵便事業株式会社
東京都千代田区霞が関１
－３－２

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業株式会社のほかに一般信書
郵便事業を営むための許可を受けて
いる者がいないことから，競争を許さな
いため，随意契約をしたもの。（会計法
第２９条の３第４項，予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号）

― 1,323,000 ― ―
単価契約
1件80円ほか

1009

登記情報システム用電子計算機の
賃貸借及びソフトウエアの提供に関
する契約（登記複合処理システム一
式）

支出負担行為担当官代理
　福井地方法務局戸籍課長
長井昭彦
（福井県福井市春山１－１－５
４）

平成20年4月1日
日本電子計算機(株)
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
を継続して賃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，予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号）

― 1,186,152 ― ―

1010
登記情報システム用電子計算機の
借入及びプログラム・プロダクトの使
用権許諾に関する契約　一式

支出負担行為担当官
　金沢地方法務局長　志賀浦
実
（石川県金沢市新神田四丁目
３番１０号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内3-
4-1

日本電子計算機株式会社は，ソフト
ウェア及びハードウェアの当初からの
供給者であり，供給者を変更すること
により，登記情報システムの稼動に支
障が生じることになるため。（会計法第
２９条の３第４項，国の物品等又は特
定役務の調達手続の特例を定める政
令第１３条第１項第１号）

― 223,335,000 ― ―

1011
不動産登記複合処理システム管理
用サーバ賃貸借契約　一式

支出負担行為担当官
　金沢地方法務局長　志賀浦
実
（石川県金沢市新神田四丁目
３番１０号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内3-
4-1

日本電子計算機株式会社は，機器の
当初からの供給者であり，供給者を変
更することにより，登記情報システム
の稼動に支障が生じることになるた
め。（会計法第２９条の３第４項，予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号）

― 2,163,912 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1012
不動産登記複合処理システム〈６
０ヶ月〉賃貸借契約　一式

支出負担行為担当官
　金沢地方法務局長　志賀浦
実
（石川県金沢市新神田四丁目
３番１０号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内3-
4-1

日本電子計算機株式会社は，機器の
当初からの供給者であり，供給者を変
更することにより，登記情報システム
の稼動に支障が生じることになるた
め。（会計法第２９条の３第４項，予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号）

― 19,306,296 ― ―

1013
不動産登記複合処理システム〈３
６ヶ月〉賃貸借契約　一式

支出負担行為担当官
　金沢地方法務局長　志賀浦
実
（石川県金沢市新神田四丁目
３番１０号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内3-
4-1

日本電子計算機株式会社は，機器の
当初からの供給者であり，供給者を変
更することにより，登記情報システム
の稼動に支障が生じることになるた
め。（会計法第２９条の３第４項，予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号）

― 1,030,152 ― ―

1014
不動産登記記入処理システム〈６
０ヶ月〉賃貸借契約　一式

支出負担行為担当官
　金沢地方法務局長　志賀浦
実
（石川県金沢市新神田四丁目
３番１０号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内3-
4-1

日本電子計算機株式会社は，機器の
当初からの供給者であり，供給者を変
更することにより，登記情報システム
の稼動に支障が生じることになるた
め。（会計法第２９条の３第４項，予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号）

― 3,635,220 ― ―

1015
バックアップセンター業務支援作業
契約　一式

支出負担行為担当官
　金沢地方法務局長　志賀浦
実
（石川県金沢市新神田四丁目
３番１０号）

平成20年4月1日
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

富士通株式会社は，システムの開発
業者であって，当初からの支援業者で
もあることから，供給者を変更すること
により，システムの稼動に支障が生じ
ることになるため。（会計法第２９条の
３第４項，予算決算及び会計令１０２条
の４第３号）

― 10,171,576 ― ―

1016
Ｖ７０システム稼動後支援作業契約
一式

支出負担行為担当官
　金沢地方法務局長　志賀浦
実
（石川県金沢市新神田四丁目
３番１０号）

平成20年4月1日
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

富士通株式会社は，システムの開発
業者であり，供給者を変更することに
より，システムの稼動に支障が生じる
ことになるため。（会計法第２９条の３
第４項，予算決算及び会計令１０２条
の４第３号）

― 5,212,582 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1017
バックアップセンター無停電電源装
置（ＣＶＣＦ）保守契約　一式

支出負担行為担当官
　金沢地方法務局長　志賀浦
実
（石川県金沢市新神田四丁目
３番１０号）

平成20年4月1日

三菱電機プラントエンジニ
アリング（株）北陸支社
富山県富山市牛島新町5-
5

三菱電機プラントエンジニアリング株
式会社は，設備の設置業者であり，供
給者を変更することにより，登記情報
システムの稼動に支障が生じることに
なるため。（会計法第２９条の３第４
項，予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号）

― 1,123,500 ― ―

1018
登記識別情報プリンタ賃貸借契約
一式

支出負担行為担当官
　金沢地方法務局長　志賀浦
実
（石川県金沢市新神田四丁目
３番１０号）

平成20年4月1日
リコーリース（株）
東京都中央区銀座7-16-3

リコーリース株式会社は，機器の当初
からの供給者であり，供給者を変更す
ることにより，登記情報システムの稼
動に支障が生じることになるため。（会
計法第２９条の３第４項，予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

― 1,449,000 ― ―

1019
局内ＬＡＮシステム運用管理業務委
託契約　一式

支出負担行為担当官
　金沢地方法務局長　志賀浦
実
（石川県金沢市新神田四丁目
３番１０号）

平成20年4月1日
ニフティ（株）
東京都品川区南大井6-
26-1

ニフティ株式会社は，システムの当初
からの供給者であり，供給者を変更す
ることにより，システムの稼動に支障
が生じることになるため。（会計法第２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 1,008,000 ― ―

1020 電子複写機保守契約　一式

支出負担行為担当官
　金沢地方法務局長　志賀浦
実
（石川県金沢市新神田四丁目
３番１０号）

平成20年4月1日
理光商事（株）
石川県金沢市問屋町2-38

保守機種に対して特別な技術，品質
保証能力を有する者が契約業者１社
であり，競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項，予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号）

― 8,146,794 ― ―

単価契約
1枚当たり
４．３０円
ほか９件

1021 電子複写機保守契約　一式

支出負担行為担当官
　金沢地方法務局長　志賀浦
実
（石川県金沢市新神田四丁目
３番１０号）

平成20年4月1日
富士ゼロックス北陸（株）
石川県金沢市中橋町11-
18

保守機種に対して特別な技術，品質
保証能力を有する者が契約業者１社
であり，競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項，予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号）

― 1,531,423 ― ―

単価契約
1枚当たり
５．００円
ほか３件

204 / 375 ページ



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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1022 ＩＰ－ＶＰＮ回線使用料

支出負担行為担当官
　金沢地方法務局長　志賀浦
実
（石川県金沢市新神田四丁目
３番１０号）

平成20年4月1日

エヌ・ティ・ティコミュニケー
ションズ（株）
東京都千代田区丸の内3-
4-1

IP-VPN回線使用は，登記情報システ
ム運用開始から継続して使用してお
り，供給者を変更することにより，シス
テムの稼動に支障が生じることになる
ため。（会計法第２９条の３第４項，予
算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

― 14,888,005 ― ―
長期継続契
約

1023
登記情報システム用電子計算機の
借入及びプログラム・プロダクトの使
用許諾権に関する契約　一式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局次長　河原
美恵
（富山県富山市牛島新町１１－
７）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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
等を継続して賃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）

― 190,281,420 ― ―

1024 ＩＰ－ＶＰＮ回線使用契約　一式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局次長　河原
美恵
（富山県富山市牛島新町１１－
７）

平成20年4月1日

ＮＴＴコミュニケーションズ
（株）松山料金サービスセ
ンター
愛媛県松山市山越３－１５
－１５

登記情報システムを運用するに当たっ
て，当該通信回線は必要不可欠なも
のであり，登記情報システムの運用開
始時から継続して当該通信回線を使
用してい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，予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号）

― 16,172,500 ― ―

1025
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（不動産登記
複合処理システム６０ヶ月）　一式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局次長　河原
美恵
（富山県富山市牛島新町１１－
７）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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
等を継続して賃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，予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号）

― 13,412,148 ― ―

1026
バックアップセンター業務支援作業
契約　一式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局次長　河原
美恵
（富山県富山市牛島新町１１－
７）

平成20年4月1日
富士通（株）
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，予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号）

― 10,171,576 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1027
富山合同庁舎ガスの供給及び使用
に関する契約　一式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局次長　河原
美恵
（富山県富山市牛島新町１１－
７）

平成20年4月1日
日本海ガス（株）
富山市城北町２－３６

ガス事業法の規定に基づき，当局にガ
スを供給可能な唯一のガス事業者で
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１０２条の４第
３号）

― 7,454,765 ― ―
単価契約
1㎥当たり189
円26銭

1028
Ｖ７０システム稼働後支援作業契約
一式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局次長　河原
美恵
（富山県富山市牛島新町１１－
７）

平成20年4月1日
富士通（株）
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，予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号）

― 5,212,582 ― ―

1029
電子複写機保守業務委託契約　一
式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局次長　河原
美恵
（富山県富山市牛島新町１１－
７）

平成20年4月1日
富士ゼロックス北陸（株）
石川県金沢市中橋町１１
－１８

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な者は契約業者のみであり，競争を許
さないため（会計法第２９条の３第４
項，予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号）

― 4,503,509 ― ―
単価契約
１枚当たり4.7
円ほか3件

1030
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（不動産登記
記入処理システム６０ヶ月）　一式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局次長　河原
美恵
（富山県富山市牛島新町１１－
７）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
－４－１

不動産登記記入処理システムは，契
約業者が独自に開発・構築し，当該機
器等については前年度から継続賃借
するものであり，競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 3,035,340 ― ―

1031
富山南出張所電気・冷暖房空調設
備等保守運転業務委託契約　一式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局次長　河原
美恵
（富山県富山市牛島新町１１－
７）

平成20年4月1日

太平ビルサービス（株）富
山支店
富山県富山市桜橋通り２
－２５

一般競争入札に付し再度入札も行っ
たが，落札者がなかったため（予算決
算及び会計令第９９条の２）

― 2,835,000 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1032
電子複写機保守業務委託契約　一
式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局次長　河原
美恵
（富山県富山市牛島新町１１－
７）

平成20年4月1日
（株）二口テクノ
富山県高岡市荻布３４３－
１

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な者は契約業者のみであり，競争を許
さないため（会計法第２９条の３第４
項，予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号）

― 2,432,452 ― ―
単価契約
１枚当たり4.5
円ほか3件

1033 富山合同庁舎水供給契約　一式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局次長　河原
美恵
（富山県富山市牛島新町１１－
７）

平成20年4月1日
富山市上下水道局
富山市牛島本町２－１－２
０

水道法第６条の規定に基づく水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
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１０２条の
４第３号）

― 2,393,962 ― ―
単価契約1㎥
当たり63円か
ら

1034
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（不動産登記
複合処理システム３６ヶ月）　一式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局次長　河原
美恵
（富山県富山市牛島新町１１－
７）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
－４－１

不動産登記複合処理システムは，契
約業者が独自に開発・構築し，当該機
器等については前年度から継続賃借
するものであり，競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 2,274,804 ― ―

1035

電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（不動産登記
複合処理システム管理用サーバ）
一式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局次長　河原
美恵
（富山県富山市牛島新町１１－
７）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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
等を継続して賃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，予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号）

― 2,163,912 ― ―

1036
登記識別情報通知用プリンタ賃貸
借契約　一式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局次長　河原
美恵
（富山県富山市牛島新町１１－
７）

平成20年4月1日

リコーリース（株）
東京都中央区銀座７－１６
－３
（株）リコー
東京都大田区中馬込１－
３－６

当該装置については，前年度に引き
続き継続賃借するものであり，競争を
許さないため（会計法第２９条の３第４
項，予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号）

― 1,738,800 ― ―

1037
登記情報システム用自家発電装置
の賃貸借契約　一式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局次長　河原
美恵
（富山県富山市牛島新町１１－
７）

平成20年4月1日

富士電機総設（株）中部支
社
名古屋市中区錦１－１９－
２４
ｾﾝﾁｭﾘｰ・ﾘｰｼﾝｸﾞ・システ
ム（株）
東京都港区浜松町２－４
－１

当該装置については，前年度に引き
続き継続賃借するものであり，競争を
許さないため（会計法第２９条の３第４
項，予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号）

― 1,469,160 ― ―
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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
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落札率
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1038
登記情報システム用無停電電源装
置保守契約　一式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局次長　河原
美恵
（富山県富山市牛島新町１１－
７）

平成20年4月1日
三菱電機プラントエンジニ
アリング（株）北陸支社
富山市牛島新町５－５

当該設備は，登記情報システムの安
定稼働に必要不可欠な連動型付帯設
備であるところ，契約業者は，当該設
備の設置を行った者であり，保守業務
を安全・確実かつ迅速に遂行可能な
者は契約業者のみであるため（会計
法第２９条の３第４項，予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号）

― 1,123,500 ― ―

1039
登記情報システム事務処理印刷装
置賃貸借契約　一式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局次長　河原
美恵
（富山県富山市牛島新町１１－
７）

平成20年4月1日
ＮＴＴファイナンス（株）
東京都港区芝浦１－２－１

当該装置については，前年度に引き
続き継続賃借するものであり，競争を
許さないため（会計法第２９条の３第４
項，予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号）

― 873,600 ― ―

1040
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（不動産登記
記入処理システム３６ヶ月）　一式

支出負担行為担当官代理
　富山地方法務局次長　河原
美恵
（富山県富山市牛島新町１１－
７）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
－４－１

登記記入処理システムは，契約業者
が独自に開発・構築し，当該機器等に
ついては前年度から継続賃借するも
のであり，競争を許さないため（会計法
第２９条の３第４項，予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号）

― 806,400 ― ―

1041

登記処理システムの電子計算機賃
貸借及びプログラム・プロダクトの使
用権許諾に関する契約
一式

支出負担行為担当官代理
広島法務局総務管理官　永井
行雄
（広島市中区上八丁堀６－３０）

平成20年4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２
９条の３第４項，特例政令第１３条第１
項２号）

― 314,112,960 ― ―

1042

登記複合処理システムの電子計算
機賃貸借及びソフトウェアの使用に
関する契約（60か月）
一式

支出負担行為担当官代理
広島法務局総務管理官　永井
行雄
（広島市中区上八丁堀６－３０）

平成20年4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２
９条の３第４項，特例政令第１３条第１
項２号）

― 34,771,488 ― ―
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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
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予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1043
バックアップセンター業務ＳＥ支援契
約
一式

支出負担行為担当官代理
広島法務局総務管理官　永井
行雄
（広島市中区上八丁堀６－３０）

平成20年4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）

― 10,951,112 ― ―

1044
Ｖ７０システム稼動後ＳＥ支援契約
一式

支出負担行為担当官代理
広島法務局総務管理官　永井
行雄
（広島市中区上八丁堀６－３０）

平成20年4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）

― 10,002,522 ― ―

1045
後納郵便料
一式

支出負担行為担当官代理
広島法務局総務管理官　永井
行雄
（広島市中区上八丁堀６－３０）

平成20年4月1日

郵便事業株式会社広島支
店
広島市中区国泰寺町１－
４－１

郵便法又は民間事業者による信書の
送達に関する法律に規定する郵便及
び信書の送達が可能な事業者は，郵
便事業株式会社しかなく，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）

― 6,036,115 ― ―
単価契約
１通当たり
50円ほか

1046

登記記入処理システムの電子計算
機賃貸借及びソフトウェアの使用に
関する契約（60か月）
一式

支出負担行為担当官代理
広島法務局総務管理官　永井
行雄
（広島市中区上八丁堀６－３０）

平成20年4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

不動産登記記入処理システムは，契
約業者が独自に開発・構築し，当該機
器等については前年度から継続貸借
するものであり，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）

― 5,408,784 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1047
登記識別情報通知書作成用機器賃
貸借契約
一式

支出負担行為担当官代理
広島法務局総務管理官　永井
行雄
（広島市中区上八丁堀６－３０）

平成20年4月1日

リコーリース株式会社
東京都中央区銀座７－１６
－３

当該機器については，前年度に引き
続き継続貸借するものであり，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）

― 3,477,600 ― ―

1048

登記記入処理システムの電子計算
機賃貸借及びソフトウェアの使用に
関する契約（36か月）
一式

支出負担行為担当官代理
広島法務局総務管理官　永井
行雄
（広島市中区上八丁堀６－３０）

平成20年4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

不動産登記記入処理システムは，契
約業者が独自に開発・構築し，当該機
器等については前年度から継続貸借
するものであり，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）

― 3,195,360 ― ―

1049

広島法務局ＬＡＮシステム及びグ
ループウェアの運用管理等の役務
に係る契約
一式

支出負担行為担当官代理
広島法務局総務管理官　永井
行雄
（広島市中区上八丁堀６－３０）

平成20年4月1日

㈱トヨシマビジネスシステ
ム
名古屋市中区錦２丁目2-
24

一般競争入札を実施したところ，予定
価格を下回る者がいないことから，再
度入札を実施したが，，なお，予定価
格を下回る者がいなかったため不落
随意契約を行った（予算決算及び会計
令第９９条の２）。

― 3,622,500 ― ―

機器一式費
用（ソフトウェ
アを含む）と
運用管理費
用の合計額で
入札を実施し
た。

1050

登記複合処理システムの電子計算
機賃貸借及びソフトウェアの使用に
関する契約（36か月）
一式

支出負担行為担当官代理
広島法務局総務管理官　永井
行雄
（広島市中区上八丁堀６－３０）

平成20年4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２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 3,109,392 ― ―

1051
電子複写機保守契約
一式

支出負担行為担当官代理
広島法務局総務管理官　永井
行雄
（広島市中区上八丁堀６－３０）

平成20年4月1日
株式会社立芝
広島市西区楠木町２ー
４ー３

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な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）

― 2,896,810 ― ―
単価契約
１枚当たり
４．５円

1052
電子複写機保守契約
一式

支出負担行為担当官代理
広島法務局総務管理官　永井
行雄
（広島市中区上八丁堀６－３０）

平成20年4月1日
株式会社安西事務機
広島市西区楠木町３－１
０ー１５

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な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）

― 2,586,446 ― ―
単価契約
１枚当たり
４．５円
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1053
商業登記記入用印鑑装置賃貸借及
びソフトウェアの使用に関する契約
一式

支出負担行為担当官代理
広島法務局総務管理官　永井
行雄
（広島市中区上八丁堀６－３０）

平成20年4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２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 2,381,400 ― ―

1054

不動産登記複合処理システム管理
用サーバーの電子計算機賃貸借及
びソフトウェアの使用に関する契約
一式

支出負担行為担当官代理
広島法務局総務管理官　永井
行雄
（広島市中区上八丁堀６－３０）

平成20年4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２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 2,305,152 ― ―

1055
準備書面作成支援システムサー
バー貸借契約
一式

支出負担行為担当官代理
広島法務局総務管理官　永井
行雄
（広島市中区上八丁堀６－３０）

平成20年4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

当該機器等については，前年度から
継続して賃貸するものであり，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）

― 2,104,200 ― ―

1056
準備書面作成支援システム機器保
守契約
一式

支出負担行為担当官代理
広島法務局総務管理官　永井
行雄
（広島市中区上八丁堀６－３０）

平成20年4月1日

新日鉄ソリューションズ株
式会社
東京都中央区新川２－２０
－１５

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）

― 2,002,700 ― ―

1057

登記情報システム事務処理用統合
記入システム賃貸借及びソフトウェ
アの使用に関する契約
一式

支出負担行為担当官代理
広島法務局総務管理官　永井
行雄
（広島市中区上八丁堀６－３０）

平成20年4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２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 1,347,036 ― ―

1058
登記所記入装置稼動後ＳＥ支援契
約
一式

支出負担行為担当官代理
広島法務局総務管理官　永井
行雄
（広島市中区上八丁堀６－３０）

平成20年4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

対象機器は契約の相手方が独自に開
発・構築し，これを賃貸しているもので
あり，その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）

― 1,127,040 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1059
登記情報システム用印刷装置賃貸
借契約
一式

支出負担行為担当官代理
広島法務局総務管理官　永井
行雄
（広島市中区上八丁堀６－３０）

平成20年4月1日
ＮＴＴファイナンス株式会社
東京都港区芝浦１－２－１

当該機器については，前年度に引き
続き継続貸借するものであり，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）

― 1,092,000 ― ―

1060

受付番号票シールプリンタの電子計
算機賃貸借及びソフトウェアの使用
に関する契約
一式

支出負担行為担当官代理
広島法務局総務管理官　永井
行雄
（広島市中区上八丁堀６－３０）

平成20年4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

当該機器については，前年度に引き
続き継続貸借するものであり，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）

― 936,624 ― ―

1061
準備書面作成支援クライアント貸借
契約
一式

支出負担行為担当官代理
広島法務局総務管理官　永井
行雄
（広島市中区上八丁堀６－３０）

平成20年4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

当該機器等については，前年度から
継続して賃貸するものであり，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）

― 875,700 ― ―

1062
電子計算機の賃貸借及びプログラ
ム・プロダクトの使用権許諾に関す
る契約

支出負担行為担当官代理
山口地方法務局総務課長　古
門照憲
（山口県山口市中河原町６－１
６）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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）

― 247,005,360 ― ―

1063
不動産複合処理システムの電子計
算機賃貸借及びソフトウウェアの提
供に関する契約

支出負担行為担当官代理
山口地方法務局総務課長　古
門照憲
（山口県山口市中河原町６－１
６）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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）

― 21,041,064 ― ―

1064
不動産複合処理システムの電子計
算機賃貸借及びソフトウウェアの提
供に関する契約

支出負担行為担当官代理
山口地方法務局総務課長　古
門照憲
（山口県山口市中河原町６－１
６）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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）

― 5,120,496 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1065
不動産登記記入処理システムの電
子計算機賃貸借及びソフトウウェア
の提供に関する契約

支出負担行為担当官代理
山口地方法務局総務課長　古
門照憲
（山口県山口市中河原町６－１
６）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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）

― 2,452,332 ― ―

1066
不動産登記複合処理システム管理
サーバーの電子計算機賃貸借及び
ソフトウウェアの提供に関する契約

支出負担行為担当官代理
山口地方法務局総務課長　古
門照憲
（山口県山口市中河原町６－１
６）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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）

― 2,161,644 ― ―

1067
事務処理用統合記入システムの電
子計算機賃貸借及びソフトウウェア
の提供に関する契約

支出負担行為担当官代理
山口地方法務局総務課長　古
門照憲
（山口県山口市中河原町６－１
６）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
－４－２

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）

― 1,404,624 ― ―

1068
登記識別情報出力用プリンタ賃貸
借契約

支出負担行為担当官代理
山口地方法務局総務課長　古
門照憲
（山口県山口市中河原町６－１
６）

平成20年4月1日
リコーリース(株)
東京都中央区銀座７－１６
－３

契約業者は登記識別情報通知用プリ
ンタ開発業者であるメーカーと連携す
る当初からの供給事業者であるとこ
ろ，同プリンタの賃貸借業者は１社で
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，予決令第１０
２条の４第３号）

― 1,738,800 ― ―

1069
商業登記記入用印鑑装置の電子計
算機賃貸借及びソフトウウェアの提
供に関する契約

支出負担行為担当官代理
山口地方法務局総務課長　古
門照憲
（山口県山口市中河原町６－１
６）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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）

― 1,360,800 ― ―

1070
無停電電源設備保守業務委託
（分室）

支出負担行為担当官代理
山口地方法務局総務課長　古
門照憲
（山口県山口市中河原町６－１
６）

平成20年4月1日
東芝電機サービス（株）
東京都新宿区西新宿２－
７－１

当該設備は，登記情報システムの安
定稼動に必要不可欠な連動型付帯設
備であるところ，契約業者は，当該設
備の設置を行ったものであり，保守業
務を安全・確実かつ迅速に遂行可能
な者は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１０
２条の４第３号）

― 1,344,000 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1071
不動産登記記入処理システムの電
子計算機賃貸借及びソフトウウェア
の提供に関する契約

支出負担行為担当官代理
山口地方法務局総務課長　古
門照憲
（山口県山口市中河原町６－１
６）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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）

― 813,960 ― ―

1072
バックアップセンター業務ＳＥ支援契
約

支出負担行為担当官代理
山口地方法務局総務課長　古
門照憲
（山口県山口市中河原町６－１
６）

平成20年4月1日
富士通（株）
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，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，特例政令第１３
条第１項第２号）

― 11,091,995 ― ―

1073 Ｖ７０システム稼働後ＳＥ支援契約

支出負担行為担当官代理
山口地方法務局総務課長　古
門照憲
（山口県山口市中河原町６－１
６）

平成20年4月1日
富士通（株）
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，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）

― 6,684,000 ― ―

1074
平成２０年度供託金等警備輸送業
務一式

支出負担行為担当官代理
山口地方法務局総務課長　古
門照憲
（山口県山口市中河原町６－１
６）

平成20年4月1日
日本通運（株）
東京都港区東新橋１－９
－３

一般競争入札を実施し，再度入札を
実施したが，落札者がいなかったた
め。
（予決令第９９条の２）

― 1,139,040 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1075
電子計算機賃貸借，プログラム・プ
ロダクト使用権許諾契約

支出負担行為担当官代理
岡山地方法務局
総務課長　檜垣明美
（岡山市南方１－３－５８）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
丁目４－１

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃貸借可能な者は契約
相手方のみであるため。（会計法第２
９条の３第４項，特例政令第１３条第１
項第２号）

― 274,172,220 ― ―

1076
電子計算機（不動産登記複合処理
システム６０ヶ月）賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
岡山地方法務局
総務課長　檜垣明美
（岡山市南方１－３－５８）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
丁目４－１

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃貸借可能な者は契約
相手方のみであるため。（会計法第２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 28,794,312 ― ―

1077
バックアップセンター業務支援作業
契約

支出負担行為担当官代理
岡山地方法務局
総務課長　檜垣明美
（岡山市南方１－３－５８）

平成20年4月1日
富士通（株）
東京都港区東新橋１丁目
５－２

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
運用に携わって来たものであり，適正
かつ迅速な登記業務を遂行するため
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，技術情報等に詳細
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）

― 10,171,576 ― ―

1078
Ｖ７０システム稼動後業務支援作業
契約

支出負担行為担当官代理
岡山地方法務局
総務課長　檜垣明美
（岡山市南方１－３－５８）

平成20年4月1日
富士通（株）
東京都港区東新橋１丁目
５－２

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
かつ迅速な登記業務を遂行するため
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，技術情報等に詳細
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）

― 7,873,660 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1079
電子計算機（不動産登記複合処理
システム　３６ヶ月 ）賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
岡山地方法務局
総務課長　檜垣明美
（岡山市南方１－３－５８）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
丁目４－１

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃貸借可能な者は契約
相手方のみであるため。（会計法第２
９条の３第４項，特例政令第１３条第１
項第２号）

― 4,536,456 ― ―

1080
電子計算機（不動産記入処理シス
テム６０ヶ月）賃貸借及びソフトウエ
アに関する契約

支出負担行為担当官代理
岡山地方法務局
総務課長　檜垣明美
（岡山市南方１－３－５８）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
丁目４－１

不動産登記記入システムは，契約業
者が独自に開発・構築し，当該機器等
については前年度から継続賃貸借す
るものであり，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）

― 4,138,092 ― ―

1081
岡山地方法務局（本局）第２駐車場
のための敷地賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
岡山地方法務局
総務課長　檜垣明美
（岡山市南方１－３－５８）

平成20年4月1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，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 3,477,600 ― ―

1082
電子計算機（不動産記入処理シス
テム３６ヶ月）賃貸借及びソフトウエ
アに関する契約

支出負担行為担当官代理
岡山地方法務局
総務課長　檜垣明美
（岡山市南方１－３－５８）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
丁目４－１

不動産登記記入システムは，契約業
者が独自に開発・構築し，当該機器等
については前年度から継続賃貸借す
るものであり，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）

― 2,761,920 ― ―

1083 電子複写機保守契約

支出負担行為担当官代理
岡山地方法務局
総務課長　檜垣明美
（岡山市南方１－３－５８）

平成20年4月1日
オービックス（株）
岡山市新保１１９２－１

保守業務を安全・確実かつ迅速に遂
行可能であるのは契約業者のみであ
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）

― 2,759,009 ― ―
単価契約
１枚４．０円ほ
か

1084
登記識別情報通知用プリンター賃
貸借契約

支出負担行為担当官代理
岡山地方法務局
総務課長　檜垣明美
（岡山市南方１－３－５８）

平成20年4月1日
リコーリース（株）
東京都中央区銀座７丁目
１６－３

当該機器は，前年度に引き続き継続
賃借するものであり，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）

― 2,608,200 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1085
電子計算機（複合処理システム管理
サーバー）賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
岡山地方法務局
総務課長　檜垣明美
（岡山市南方１－３－５８）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
丁目４－１

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃借可能な者は契約相
手方のみである。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

― 2,163,924 ― ―

1086 電子複写機保守契約

支出負担行為担当官代理
岡山地方法務局
総務課長　檜垣明美
（岡山市南方１－３－５８）

平成20年4月1日
（株）ハタ事務機
岡山市辰巳２８５－１

保守業務を安全・確実かつ迅速に遂
行可能であるのは契約業者のみであ
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）

― 2,003,526 ― ―
単価契約
１枚４．５円

1087 ガス供給契約一式

支出負担行為担当官代理
岡山地方法務局
総務課長　檜垣明美
（岡山市南方１－３－５８）

平成20年4月1日
岡山瓦斯（株）
岡山市桜橋２丁目１－１

ガス事業法の規定に基づくガス事業を
経営する者が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）

― 1,995,068 ― ―

単価契約
１立方メート
ル当たり２５
２．７１円ほか

1088 電子複写機保守契約

支出負担行為担当官代理
岡山地方法務局
総務課長　檜垣明美
（岡山市南方１－３－５８）

平成20年4月1日
山陽事務機（株）
岡山市原尾島１丁目２－２
０

保守業務を安全・確実かつ迅速に遂
行可能であるのは契約業者のみであ
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）

― 1,937,403 ― ―
単価契約
１枚４．０円ほ
か

1089 料金後納郵便役務契約

支出負担行為担当官代理
岡山地方法務局
総務課長　檜垣明美
（岡山市南方１－３－５８）

平成20年4月1日
郵便局（株）岡山南方郵便
局
岡山市南方２丁目５－１２

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業株式会社から委託を受けて
いる郵便局株式会社のほかに一般信
書便事業を営むための許可を受けい
ている者がいないことから，競争を許さ
ないため，随意契約としたもの。（会計
法第２９条の４第４項，予決令第１０２
条の４第３号）

― 1,749,710 ― ―
単価契約
１件８０円ほ
か
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1090
岡山地方法務局分室及び岡山西出
張所庁舎の無停電電源装置（ＣＶＣ
Ｆ）保守点検業務委託

支出負担行為担当官代理
岡山地方法務局
総務課長　檜垣明美
（岡山市南方１－３－５８）

平成20年4月1日

富士電機システムズ（株）
西日本支社東中国営業所
岡山県倉敷市吉岡５７２番
地の１

当該設備は，登記情報システムの安
定稼働に必要不可欠な連動型付帯設
備であるところ，契約業者は当該設備
の製造メーカーであり，保守業務を安
全・確実かつ迅速に遂行可能な者は
契約業者のみであるため（会計法第２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）。

― 1,365,000 ― ―

1091
電子計算機（事務処理用統合記入
システム）賃貸借及びソフトウエアに
関する契約

支出負担行為担当官代理
岡山地方法務局
総務課長　檜垣明美
（岡山市南方１－３－５８）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
丁目４－１

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃貸借可能な者は契約
相手方のみであるため。（会計法第２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 1,336,452 ― ―

1092 電子複写機保守契約

支出負担行為担当官代理
岡山地方法務局
総務課長　檜垣明美
（岡山市南方１－３－５８）

平成20年4月1日
クラブン（株）岡山営業所
岡山市辰巳１１－１０６

保守業務を安全・確実かつ迅速に遂
行可能であるのは契約業者のみであ
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）

― 1,312,887 ― ―
単価契約
１枚１．５円ほ
か

1093
岡山地方法務局岡山西出張所第２
駐車場のための敷地賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
岡山地方法務局
総務課長　檜垣明美
（岡山市南方１－３－５８）

平成20年4月1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，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 1,200,000 ― ―

1094
電子計算機（登記所外設置　証明書
等発行請求機）賃貸借及びソフトウ
エアに関する契約

支出負担行為担当官代理
岡山地方法務局
総務課長　檜垣明美
（岡山市南方１－３－５８）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
丁目４－１

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃貸借可能な者は契約
相手方のみであるため。（会計法第２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 1,017,696 ― ―

1095
電子計算機の賃貸借及びプログラ
ム・プロダクトの使用権許諾に関す
る契約

支出負担行為担当官代理
　鳥取地方法務局総務課長
岩佐裕史
（鳥取県鳥取市東町2-302）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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）

― 148,945,860 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1096 ＩＰ－ＶＰＮ回線使用料

支出負担行為担当官代理
　鳥取地方法務局総務課長
岩佐裕史
（鳥取県鳥取市東町2-302）

平成20年4月1日

エヌ・ティ・ティコミュニケー
ションズ（株）
東京都千代田区内幸町1-
1-6

登記情報システム専用の回線網として
利用しているもので，同システムの
ネットワーク環境の互換性から契約業
者以外の者との競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 11,332,743 ― ―

1097

電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（（不動産）
登記複合処理システム＜６０ヶ月
＞）

支出負担行為担当官代理
　鳥取地方法務局総務課長
岩佐裕史
（鳥取県鳥取市東町2-302）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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，予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号）

― 10,569,348 ― ―

1098
バックアップセンター業務支援作業
契約

支出負担行為担当官代理
　鳥取地方法務局総務課長
岩佐裕史
（鳥取県鳥取市東町2-302）

平成20年4月1日
富士通（株）
東京都港区東新橋1-5-2

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
行った同業者のみであるため（会計法
第２９条の３第４項，予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号）

― 10,171,576 ― ―

1099 Ｖ７０システム稼動後支援作業契約

支出負担行為担当官代理
　鳥取地方法務局総務課長
岩佐裕史
（鳥取県鳥取市東町2-302）

平成20年4月1日
富士通（株）
東京都港区東新橋1-5-2

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
行った同業者のみであるため（会計法
第２９条の３第４項，予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号）

― 3,083,718 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1100 電話料等

支出負担行為担当官代理
　鳥取地方法務局総務課長
岩佐裕史
（鳥取県鳥取市東町2-302）

平成20年4月1日
東日本電信電話（株）
東京都新宿区西新宿3-
19-2

電話料金等については競争の余地は
あるものの，電話料金等の各プランは
いずれも関係業者の約款に定められ
ているものであり，一般競争入札によ
る価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの（会計
法第２９条の３第４項，予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号）

― 2,671,569 ― ―

1101

電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（（不動産）
登記複合処理システム管理用サー
バ一式）

支出負担行為担当官代理
　鳥取地方法務局総務課長
岩佐裕史
（鳥取県鳥取市東町2-302）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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，予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号）

― 2,163,912 ― ―

1102

電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（（不動産）
登記複合処理システム＜３６ヶ月
＞）

支出負担行為担当官代理
　鳥取地方法務局総務課長
岩佐裕史
（鳥取県鳥取市東町2-302）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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，予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号）

― 1,038,612 ― ―

1103 登記識別情報プリンタ賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　鳥取地方法務局総務課長
岩佐裕史
（鳥取県鳥取市東町2-302）

平成20年4月1日

リコーリース（株）
東京都中央区銀座7-16-3
（株）リコー
東京都大田区中馬込1-3-
6

当該機器については，前年度に引き
続き継続賃借するものであり，競争を
許さないため（会計法第２９条の３第４
項，予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号）

― 869,400 ― ―

1104

電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（（不動産）
登記記入処理システム＜６０ヶ月
＞）

支出負担行為担当官代理
　鳥取地方法務局総務課長
岩佐裕史
（鳥取県鳥取市東町2-302）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内3-
4-1

不動産登記記入処理システムは，契
約業者が独自に開発・構築し，当該機
器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 809,676 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1105
電子計算機の賃貸借及びプログラ
ム・プロダクトの使用権許諾に関す
る契約一式

支出負担行為担当官代理
　松江地方法務局総務課長
　　　谷口幸夫
（島根県松江市母衣町50）

平成20年4月1日
日本電子計算機㈱
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
等を継続して賃借可能な者は契約の
相手方のみであるため。（会計法第２
９条の３第４項，特例政令第１３条第１
項第２号）

― 201,551,700 ― ―

1106
電子計算機の賃貸借及びソフトウエ
アの提供に関する契約（登記複合処
理システム一式〔区分１））

支出負担行為担当官代理
　松江地方法務局総務課長
　　　谷口幸夫
（島根県松江市母衣町50）

平成20年4月1日
日本電子計算機㈱
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
等を継続して賃借可能な者は契約の
相手方のみであるため。（会計法第２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 15,029,856 ― ―

1107
バックアップセンター業務支援作業
請負委託契約一式

支出負担行為担当官代理
　松江地方法務局総務課長
　　　谷口幸夫
（島根県松江市母衣町50）

平成20年4月1日
富士通㈱
東京都港区東新橋1-5-2

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
行った同業者のみであるため。（会計
法第２９条の３第４項，予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号）

― 11,091,995 ― ―

1108
松江地方法務局Ｖ７０システム稼働
後支援作業請負委託契約一式

支出負担行為担当官代理
　松江地方法務局総務課長
　　　谷口幸夫
（島根県松江市母衣町50）

平成20年4月1日
富士通㈱
東京都港区東新橋1-5-2

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，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 5,682,184 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1109
電子計算機の賃貸借及びソフトウエ
アの提供に関する契約（登記複合処
理システム一式〔区分２））

支出負担行為担当官代理
　松江地方法務局総務課長
　　　谷口幸夫
（島根県松江市母衣町50）

平成20年4月1日
日本電子計算機㈱
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
等を継続して賃借可能な者は契約の
相手方のみであるため。（会計法第２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 4,102,284 ― ―

1110
電子計算機の賃貸借及びソフトウエ
アの提供に関する契約（登記複合処
理システム管理用サーバ一式）

支出負担行為担当官代理
　松江地方法務局総務課長
　　　谷口幸夫
（島根県松江市母衣町50）

平成20年4月1日
日本電子計算機㈱
東京都千代田区丸の内３
－４－１

登記複合処理システム管理用サーバ
は，契約業者が独自に開発・構築し，
当該機器等については前年度から継
続賃借するものであり，競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，
予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号）

― 2,506,752 ― ―

1111
電子計算機の賃貸借及びソフトウエ
アの提供に関する契約（登記記入処
理システム一式〔区分１〕）

支出負担行為担当官代理
　松江地方法務局総務課長
　　　谷口幸夫
（島根県松江市母衣町50）

平成20年4月1日
日本電子計算機㈱
東京都千代田区丸の内３
－４－１

不動産登記記入処理システムは，契
約業者が独自に開発・構築し，当該機
器等については前年度から継続賃借
するものであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 2,205,000 ― ―

1112 電話料等

支出負担行為担当官代理
　松江地方法務局総務課長
　　　谷口幸夫
（島根県松江市母衣町50）

平成20年4月1日
ＮＴＴ東日本㈱
東京都新宿区西新宿３-１
９-２

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。電気
事業者が供給する電気通信役務の提
供を受ける契約であることから，長期
継続契約ができるものに該当するた
め。（会計法第２９条の１２，予算決算
及び会計令第１０２条の２第４号）

― 1,910,586 ― ―
単価契約
13,411円ほか

1113
登記識別情報通知用プリンタ賃貸
借契約一式

支出負担行為担当官代理
　松江地方法務局総務課長
　　　谷口幸夫
（島根県松江市母衣町50）

平成20年4月1日

当該機器については，前年度に引き
続き継続貸借するものであり，競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第
４項，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 1,738,800 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1114

電子計算機の賃貸借及びソフトウエ
アの提供に関する契約（登記情報シ
ステム事務処理用統合記入システ
ム一式）

支出負担行為担当官代理
　松江地方法務局総務課長
　　　谷口幸夫
（島根県松江市母衣町50）

平成20年4月1日
日本電子計算機㈱
東京都千代田区丸の内３
－４－１

登記情報システム事務処理用統合記
入システムは，契約業者が独自に開
発・構築し，当該機器等については前
年度から継続賃借するものであり，競
争を許さないため。（会計法第２９条の
３第４項，予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

― 1,590,720 ― ―

1115
松江地方法務局登記情報システム
用無停電電源装置保守契約一式

支出負担行為担当官代理
　松江地方法務局総務課長
　　　谷口幸夫
（島根県松江市母衣町50）

平成20年4月1日
富士電機総設㈱
東京都中央区八丁堀２－
２０－８

当該設備は，登記情報システムの安
定稼働に必要不可欠な連動型付帯設
備であるところ，契約業者は，当該設
備の設置を行ったものであり，保守業
務を安全・確実かつ迅速に遂行可能
な者は契約業者のみであるため。（会
計法第２９条の３第４項,予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号）

― 1,365,000 ― ―

1116 電話料等

支出負担行為担当官代理
　松江地方法務局総務課長
　　　谷口幸夫
（島根県松江市母衣町50）

平成20年4月1日
ＮＴＴ西日本㈱
長崎県諫早市東小路町２
－３

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。電気
事業者が供給する電気通信役務の提
供を受ける契約であることから，長期
継続契約ができるものに該当するた
め。（会計法第２９条の１２，予算決算
及び会計令第１０２条の２第４号）

― 1,134,743 ― ―
単価契約
121,928円ほ
か

1117
電子計算機の賃貸借及びプログラ
ム・プロダクトの使用権許諾に関す
る契約　一式

支出負担行為担当官代理
福岡法務局民事行政部長　浜
辺幸二
（福岡市中央区舞鶴３－９－１
５）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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２
９条の３第４項，特例政令第１３条第１
項第２号）

― 299,251,260 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1118
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
ア（不動産登記複合処理システム一
式）の提供に関する契約　一式

支出負担行為担当官代理
福岡法務局民事行政部長　浜
辺幸二
（福岡市中央区舞鶴３－９－１
５）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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２
９条の３第４項，特例政令第１３条第１
項第２号）

― 53,992,704 ― ―

1119
Ｖ７０システム稼動後業務支援作業
に関する契約　一式

支出負担行為担当官代理
福岡法務局民事行政部長　浜
辺幸二
（福岡市中央区舞鶴３－９－１
５）

平成20年4月1日
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５
－２

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）

― 12,663,600 ― ―

1120
バックアップセンター業務支援作業
一式

支出負担行為担当官代理
福岡法務局民事行政部長　浜
辺幸二
（福岡市中央区舞鶴３－９－１
５）

平成20年4月1日
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５
－２

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）

― 10,951,112 ― ―

1121
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
ア（不動産登記記入処理システム一
式）の提供に関する契約　一式

支出負担行為担当官代理
福岡法務局民事行政部長　浜
辺幸二
（福岡市中央区舞鶴３－９－１
５）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
－４－１

不動産登記記入処理システムは，契
約業者が独自に開発・構築し，当該機
器等については前年度から継続貸借
するものであり，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）

― 7,234,008 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1122
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
ア（登記複合処理システム一式）の
提供に関する契約　一式

支出負担行為担当官代理
福岡法務局民事行政部長　浜
辺幸二
（福岡市中央区舞鶴３－９－１
５）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 7,888,932 ― ―

1123
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
ア（登記記入処理システム一式）の
提供に関する契約　一式

支出負担行為担当官代理
福岡法務局民事行政部長　浜
辺幸二
（福岡市中央区舞鶴３－９－１
５）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 4,249,980 ― ―

1124
登記識別情報通知用プリンター賃
貸借に関する契約　一式

支出負担行為担当官代理
福岡法務局民事行政部長　浜
辺幸二
（福岡市中央区舞鶴３－９－１
５）

平成20年4月1日

リコーリース（株）
東京都中央区銀座７－１６
－３
（株）リコー
東京都大田区中馬込１－
３－６

当該機器については，前年度に引き
続き継続貸借するものであり，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）

― 5,216,400 ― ―

1125

電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
ア（不動産登記複合処理システム管
理用サーバ一式）の提供に関する
契約　一式

支出負担行為担当官代理
福岡法務局民事行政部長　浜
辺幸二
（福岡市中央区舞鶴３－９－１
５）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 2,305,152 ― ―

1126
準備書面作成支援システムに係わ
る保守運用作業に関する請負契約
一式

支出負担行為担当官代理
福岡法務局民事行政部長　浜
辺幸二
（福岡市中央区舞鶴３－９－１
５）

平成20年4月1日

新日鉄ソリューションズ
（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

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）

― 2,632,980 ― ―

1127
準備書面作成支援システム装置一
式の賃貸借契約　一式

支出負担行為担当官代理
福岡法務局民事行政部長　浜
辺幸二
（福岡市中央区舞鶴３－９－１
５）

平成20年4月1日

新日鉄ソリューションズ
（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
－４－１

平成１８年度の一般競争入札におい
て，契約自体は単年度契約とするもの
の，５年間継続して同一金額で契約を
締結する条件で入札を実施したもので
ある。（会計法第２９条の３第４項，予
決令第１０２条の４第３号）

― 3,087,000 ― ―
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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
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1128
供託事務処理システムの保守業務
に関する請負契約　一式

支出負担行為担当官代理
福岡法務局民事行政部長　浜
辺幸二
（福岡市中央区舞鶴３－９－１
５）

平成20年4月1日

新日鉄ソリューションズ
（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

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）

― 1,081,836 ― ―

1129
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
ア（事務処理用統合記入システム一
式）の提供に関する契約　一式

支出負担行為担当官代理
福岡法務局民事行政部長　浜
辺幸二
（福岡市中央区舞鶴３－９－１
５）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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
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）

― 2,378,076 ― ―

1130
電子計算機の賃貸借（受付番号票
シールプリンタ一式）の提供に関す
る契約

支出負担行為担当官代理
福岡法務局民事行政部長　浜
辺幸二
（福岡市中央区舞鶴３－９－１
５）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
－４－１

当該機器については，前年度に引き
続き継続貸借するものであり，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）

― 1,471,848 ― ―

1131
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
ア（登記所外証明書等発行請求機
一式）の提供に関する契約　一式

支出負担行為担当官代理
福岡法務局民事行政部長　浜
辺幸二
（福岡市中央区舞鶴３－９－１
５）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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
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）

― 1,028,784 ― ―

1132
福岡法務局筑紫支局庁舎敷地賃貸
借契約　一式

支出負担行為担当官代理
福岡法務局民事行政部長　浜
辺幸二
（福岡市中央区舞鶴３－９－１
５）

平成20年4月1日 筑紫野市

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）

― 2,510,000 ― ―

1133
福岡法務局福間出張所庁舎敷地賃
貸借契約　一式

支出負担行為担当官代理
福岡法務局民事行政部長　浜
辺幸二
（福岡市中央区舞鶴３－９－１
５）

平成20年4月1日 福津市

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）

― 1,948,920 ― ―
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1134
福岡法務局粕屋出張所庁舎敷地賃
貸借契約　一式

支出負担行為担当官代理
福岡法務局民事行政部長　浜
辺幸二
（福岡市中央区舞鶴３－９－１
５）

平成20年4月1日 粕屋町

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）

― 1,698,000 ― ―

1135
福岡法務局箱崎出張所庁舎敷地賃
貸借契約　一式

支出負担行為担当官代理
福岡法務局民事行政部長　浜
辺幸二
（福岡市中央区舞鶴３－９－１
５）

平成20年4月1日
とびうめ信用組合
福岡市博多区博多駅東一
丁目１０番１号

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）

― 1,147,440 ― ―

1136 庁舎機械警備業務委託契約　一式

支出負担行為担当官代理
福岡法務局民事行政部長　浜
辺幸二
（福岡市中央区舞鶴３－９－１
５）

平成20年4月1日
総合警備保障（株）
東京都港区元赤坂１－６
－６

庁舎機械警備を行うために契約業者
の独自のシステムを設置しているとこ
ろ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及
び他の業者のシステムを設置するた
めの新たな経費が発生することから，
現契約業者と契約することが有利であ
るため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第４号ロ）

― 1,417,500 ― ―

1137 電子複写機保守契約　一式

支出負担行為担当官代理
福岡法務局民事行政部長　浜
辺幸二
（福岡市中央区舞鶴３－９－１
５）

平成20年4月1日
リコー九州（株）
福岡市博多区東比恵三丁
目９番１５号

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な者は契約業者のみであり，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）

― 8,648,099 ― ―
単価契約
１枚4.5円ほ
か８件

1138 電子複写機保守契約　一式

支出負担行為担当官代理
福岡法務局民事行政部長　浜
辺幸二
（福岡市中央区舞鶴３－９－１
５）

平成20年4月1日

キャノンマーケティング
ジャパン（株）
東京都港区港南二丁目１
６番６号

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な者は契約業者のみであり，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）

― 6,049,397 ― ―
単価契約
１枚4.5円ほ
か４件

1139 電子複写機保守契約　一式

支出負担行為担当官代理
福岡法務局民事行政部長　浜
辺幸二
（福岡市中央区舞鶴３－９－１
５）

平成20年4月1日
富士ゼロックス福岡（株）
福岡市博多区博多駅前一
丁目６番１６号

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な者は契約業者のみであり，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）

― 3,510,300 ― ―
単価契約
１枚4.7円ほ
か４件
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1140
商業登記記入用印鑑装置賃貸借契
約　一式

支出負担行為担当官代理
福岡法務局民事行政部長　浜
辺幸二
（福岡市中央区舞鶴３－９－１
５）

平成20年4月1日
日本電子計算機㈱
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
を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）

― 3,742,200 ― ―

1141
登記所記入装置稼動後支援作業
一式

支出負担行為担当官代理
福岡法務局民事行政部長　浜
辺幸二
（福岡市中央区舞鶴３－９－１
５）

平成20年4月1日
東芝ソリューション㈱
東京都港区芝浦一丁目１
番１号

対象機器は契約の相手方が独自に開
発・構築し，これを貸借しているもので
あり，その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）

― 1,690,560 ― ―

1142 都市ガス供給契約　一式

支出負担行為担当官代理
福岡法務局民事行政部長　浜
辺幸二
（福岡市中央区舞鶴３－９－１
５）

平成20年4月1日
西部瓦斯（株）
福岡市博多区千代１－１７
－１

ガス事業法の規程に基づき，当局にガ
ス供給可能な唯一のガス事業者であ
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）

― 8,202,449 ― ―
単価契約
180.43円/㎥
ほか６件

1143 水供給契約　一式

支出負担行為担当官代理
福岡法務局民事行政部長　浜
辺幸二
（福岡市中央区舞鶴３－９－１
５）

平成20年4月1日 福岡市水道局

水道法第６条の規定に基づく水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
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）

― 2,286,164 ― ―
単価契約
175円/㎥ほ
か５件

1144 電話料等

支出負担行為担当官代理
福岡法務局民事行政部長　浜
辺幸二
（福岡市中央区舞鶴３－９－１
５）

平成20年4月1日
東日本電信電話（株）
東京都新宿区西新宿３－
１９－２

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第２９条の３第４項，予決令第１０
２条の４第３号）

― 6,169,553 ― ―
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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
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落札率
（％）

再就職
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備　　考

1145
通信回線使用契約一式（ＩＰ－ＶＰ
Ｎ）

支出負担行為担当官代理
福岡法務局民事行政部長　浜
辺幸二
（福岡市中央区舞鶴３－９－１
５）

平成20年4月1日

エヌ・ティ・ティコミュニケー
ションズ（株）
東京都千代田区内幸町１
－１－６

登記情報システム専用の回線網として
利用しているもので，同システムの
ネットワーク環境の互換性から契約業
者以外の者との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）

― 45,584,801 ― ―

1146 後納郵便料

支出負担行為担当官代理
福岡法務局民事行政部長　浜
辺幸二
（福岡市中央区舞鶴３－９－１
５）

平成20年4月1日
郵便事業（株）
熊本県熊本市城東町１－
１

郵便法及び民間事業者による信書送
達に関する法律の規定に基づき，郵
便事業（株）のほかに一般信書便事業
を営むための許可を受けている者が
いないことから，競争を許さない，随意
契約としたもの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 4,430,000 ― ―
単価契約
１通80円ほか

1147
登記情報システム事務処理用印刷
装置賃貸借契約　一式

支出負担行為担当官代理
福岡法務局民事行政部長　浜
辺幸二
（福岡市中央区舞鶴３－９－１
５）

平成20年4月1日
ＮＴＴファイナンス（株）
東京都港区芝浦１－２－１

独自にシステム構築された当該機器
を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）

― 873,600 ― ―

1148
登記情報システム用電子計算機の
借入及びプログラム・プロダクトの使
用許諾権に関する契約

佐賀地方法務局
支出負担行為担当官
佐賀地方法務局長　岩井明広
（佐賀市城内2-10-20）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内3-
4-1

日本電子計算機（株）は，ハードウェア
及びソフトウェアの当初からの供給者
であり，供給者を変更することにより，
登記情報システムの稼動に支障が生
じることになるため。（会計法第２９条
の３第４項，特例政令第１３条第１項第
２号）

― 158,006,520 ― ―

1149 ＩＰ－ＶＰＮ回線

佐賀地方法務局
支出負担行為担当官
佐賀地方法務局長　岩井明広
（佐賀市城内2-10-20）

平成20年4月1日

エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ（株）
東京都千代田区内幸町1-
1-6

登記情報システム専用の回線網として
利用しているもので，同システムの
ネットワーク環境の互換性から契約業
者以外の者との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）

― 15,463,404 ― ―
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1150
電子計算機（（不動産）登記複合処
理システム）の賃貸借およびソフト
ウェアの提供に関する契約

佐賀地方法務局
支出負担行為担当官
佐賀地方法務局長　岩井明広
（佐賀市城内2-10-20）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内3-
4-1

日本電子計算機（株）は，ハードウェア
及びソフトウェアの当初からの供給者
であり，供給者を変更することにより，
登記情報システムの稼動に支障が生
じることになるため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

― 13,081,128 ― ―

1151
バックアップセンター業務支援作業
一式

佐賀地方法務局
支出負担行為担当官
佐賀地方法務局長　岩井明広
（佐賀市城内2-10-20）

平成20年4月1日
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

富士通（株）は，システムの開発業者
であり，当初からの支援業者であると
ころ，業者を変更することにより，登記
情報システムの稼動に支障が生じるこ
とになるため。（会計法第２９条の３第
４項，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３項）

― 10,171,576 ― ―

1152 Ｖ７０システム稼動後支援作業一式

佐賀地方法務局
支出負担行為担当官
佐賀地方法務局長　岩井明広
（佐賀市城内2-10-20）

平成20年4月1日
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-1

富士通（株）は，システムの開発業者
であり，当初からの支援業者であると
ころ，業者を変更することにより，登記
情報システムの稼動に支障が生じるこ
とになるため。（会計法第２９条の３第
４項，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３項）

― 4,148,150 ― ―

1153 複写機保守

佐賀地方法務局
支出負担行為担当官
佐賀地方法務局長　岩井明広
（佐賀市城内2-10-20）

平成20年4月1日
佐賀リコー（株）
佐賀市兵庫町瓦町四本松
1082

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な者は契約業者のみであり，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）

― 2,495,892 ― ―
単価契約
１枚当たり
5.0円ほか5件

1154
電子計算機（（不動産）登記記入処
理システム）の賃貸借およびソフト
ウェアの提供に関する契約

佐賀地方法務局
支出負担行為担当官
佐賀地方法務局長　岩井明広
（佐賀市城内2-10-20）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内3-
4-1

日本電子計算機（株）は，ハードウェア
及びソフトウェアの当初からの供給者
であり，供給者を変更することにより，
登記情報システムの稼動に支障が生
じることになるため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

― 2,381,400 ― ―
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1155

電子計算機（（不動産）登記複合処
理システム管理用サーバ）の賃貸借
およびソフトウェアの提供に関する
契約

佐賀地方法務局
支出負担行為担当官
佐賀地方法務局長　岩井明広
（佐賀市城内2-10-20）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内3-
4-1

日本電子計算機（株）は，ハードウェア
及びソフトウェアの当初からの供給者
であり，供給者を変更することにより，
登記情報システムの稼動に支障が生
じることになるため。（会計法第２９条
の３第４項，予決令第１０２条の４第３
号）

― 2,163,912 ― ―

1156 複写機保守

佐賀地方法務局
支出負担行為担当官
佐賀地方法務局長　岩井明広
（佐賀市城内2-10-20）

平成20年4月1日
キャノンマーケティング
ジャパン（株）
東京都港区港南2-16-6

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な者は契約業者のみであり，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）

― 1,595,160 ― ―
単価契約
１枚当たり
5.0円ほか2件

1157
登記識別情報通知用プリンタ賃貸
借

佐賀地方法務局
支出負担行為担当官
佐賀地方法務局長　岩井明広
（佐賀市城内2-10-20）

平成20年4月1日

リコーリース（株）
東京都中央区銀座7-16-3
（株）リコー
東京都大田区中馬込1-3-
6

当該機器については，前年度に引き
続き賃貸借するものであり，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）

― 1,449,000 ― ―

1158 後納郵便料

佐賀地方法務局
支出負担行為担当官
佐賀地方法務局長　岩井明広
（佐賀市城内2-10-20）

平成20年4月1日
郵便事業（株）
佐賀市松原2-1-35

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業株式会社のほかに一般信書
便事業を営むための許可を受けてい
る者がいないことから，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）

― 1,295,000 ― ―
単価契約
１件８０円ほ
か

1159 複写機保守

佐賀地方法務局
支出負担行為担当官
佐賀地方法務局長　岩井明広
（佐賀市城内2-10-20）

平成20年4月1日
富士ゼロックス（株）
東京都港区赤坂2-17-22

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な者は契約業者のみであり，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）

― 1,204,752 ― ―
単価契約
１枚当たり
5.0円ほか3件

1160
電子計算機の賃貸借及びプログラ
ム・プロダクトの使用権許諾に関す
る契約

支出負担行為担当官代理
　長崎地方法務局首席登記官
芝原芳孝
（長崎県長崎市万才町8-16）

平成20年4月1日
日本電子計算機(株)
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
継続して賃借可能な者は相手方のみ
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１０２条の４第３号）

― 195,976,620 ― ―

231 / 375 ページ



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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1161
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（不動産登記
複合処理システム）

支出負担行為担当官代理
　長崎地方法務局首席登記官
芝原芳孝
（長崎県長崎市万才町8-16）

平成20年4月1日
日本電子計算機(株)
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
継続して賃借可能な者は相手方のみ
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１０２条の４第３号）

― 19,052,508 ― ―

1162
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（登記複合処
理システム）

支出負担行為担当官代理
　長崎地方法務局首席登記官
芝原芳孝
（長崎県長崎市万才町8-16）

平成20年4月1日
日本電子計算機(株)
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
継続して賃借可能な者は相手方のみ
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１０２条の４第３号）

― 2,847,192 ― ―

1163

電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（不動産登記
複合処理システム管理用サーバ一
式）

支出負担行為担当官代理
　長崎地方法務局首席登記官
芝原芳孝
（長崎県長崎市万才町8-16）

平成20年4月1日
日本電子計算機(株)
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
継続して賃借可能な者は相手方のみ
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１０２条の４第３号）

― 2,163,912 ― ―

1164
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（不動産登記
記入処理システム一式）

支出負担行為担当官代理
　長崎地方法務局首席登記官
芝原芳孝
（長崎県長崎市万才町8-16）

平成20年4月1日
日本電子計算機(株)
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
継続して賃借可能な者は相手方のみ
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１０２条の４第３号）

― 4,282,860 ― ―

1165
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（登記所外設
置証明書発行請求機一式）

支出負担行為担当官代理
　長崎地方法務局首席登記官
芝原芳孝
（長崎県長崎市万才町8-16）

平成20年4月1日
日本電子計算機(株)
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
継続して賃借可能な者は相手方のみ
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１０２条の４第３号）

― 1,085,866 ― ―

1166
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（商業機入用
印鑑装置）

支出負担行為担当官代理
　長崎地方法務局首席登記官
芝原芳孝
（長崎県長崎市万才町8-16）

平成20年4月1日
日本電子計算機(株)
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
継続して賃借可能な者は相手方のみ
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１０２条の４第３号）

― 1,701,000 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1167
登記識別情報通知用プリンター一
式賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　長崎地方法務局首席登記官
芝原芳孝
（長崎県長崎市万才町8-16）

平成20年4月1日
リコーリース(株)
東京都中央区銀座7-16-3

当該機器は前年度に引き続き継続貸
借するものであり，競争をゆるさないた
め
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 2,318,400 ― ―

1168
バックアップセンターシステム技術
者支援作業請負契約

支出負担行為担当官代理
　長崎地方法務局首席登記官
芝原芳孝
（長崎県長崎市万才町8-16）

平成20年4月1日
富士通(株)
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-2

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
を行った契約業者のみであるため
(会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 10,171,576 ― ―

1169
Ｖ７０システム稼働後支援作業請負
契約

支出負担行為担当官代理
　長崎地方法務局首席登記官
芝原芳孝
（長崎県長崎市万才町8-16）

平成20年4月1日
富士通(株)
神奈川県川崎市中原区上
小田中4-1-2

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
を行った契約業者のみであるため
(会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 6,277,012 ― ―

1170
バックアップセンター無停電電源装
置保守契約

支出負担行為担当官代理
　長崎地方法務局首席登記官
芝原芳孝
（長崎県長崎市万才町8-16）

平成20年4月1日
富士電機総設(株)
東京都千代田区八丁堀2-
20-8

当該設備は，登記情報システムの安
定稼働に必要不可欠な連動型付帯設
備であるところ，契約業者は当該設瓶
設置を行ったものであり，保守業務を
安全・確実かつ迅速に遂行可能な者
は契約業者のみであるため
(会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 1,012,550 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1171
リコー製乾式電子複写機保守請負
契約

支出負担行為担当官代理
　長崎地方法務局首席登記官
芝原芳孝
（長崎県長崎市万才町8-16）

平成20年4月1日
エビス堂(株)
長崎市恵美須町6-14

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な者は契約業者のみであり，競争を許
さないため
(会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 4,780,395 ― ―

単価契約
モノクロ4.1円
ほか機種によ
り異なる。

1172
ゼロックス製乾式電子複写機保守
請負契約

支出負担行為担当官代理
　長崎地方法務局首席登記官
芝原芳孝
（長崎県長崎市万才町8-16）

平成20年4月1日
富士ゼロックス(株)
長崎市万才町3-5

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な者は契約業者のみであり，競争を許
さないため
(会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 1,478,849 ― ―

単価契約
モノクロ4.7円
ほか機種によ
り異なる。

1173 都市ガス供給契約

支出負担行為担当官代理
　長崎地方法務局首席登記官
芝原芳孝
（長崎県長崎市万才町8-16）

平成20年4月1日
西部ガス(株)
福岡市博多区千代1-17-1

ガス事業法の規定に基づき，当局にガ
スを供給可能な唯一のガス事業者で
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１０２条の４第３号）

― 3,550,457 ― ―

単価契約
1立方ﾒｰﾄﾙ当
たり204.85円
ほか

1174 電力供給契約

支出負担行為担当官代理
　長崎地方法務局首席登記官
芝原芳孝
（長崎県長崎市万才町8-16）

平成20年4月1日
九州電力(株)
福岡市中央区渡辺通二丁
目1-82

必要な電力を安定して供給できる唯一
の業者であるため（会計法第２９条の
３第４項，予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

― 9,493,711 ― ―

単価契約
基本料単価
1kw当たり
1260円ほか

1175 IP-VPN回線使用料

支出負担行為担当官代理
　長崎地方法務局首席登記官
芝原芳孝
（長崎県長崎市万才町8-16）

平成20年4月1日

エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ(株)
東京都千代田区内幸町1-
1-6

登記情報システム専用の回線網として
利用しているもので，同システムの
ネットワーク環境の互換性から契約業
者以外の者との競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 14,394,400 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1176 電話料

支出負担行為担当官代理
　長崎地方法務局首席登記官
芝原芳孝
（長崎県長崎市万才町8-16）

平成20年4月1日
東日本電信電話(株)
東京都新宿区西新宿3-
19-2

電話料については，競争の余地はあ
るものの，電話料金等の各プランはい
ずれも関係業者の約款に定められて
いるものであり，一般競争入札による
価格競争を行うことは現実的でない。
そこで，法務省においては，各業者の
料金プランを比較検討した上，法務省
の電話等の利用形態に合った も経
済的と考えられるプランを選定し，該
当の業者と随意契約したもの
（会計法第２９条の３第4項，予算決算
及び会計令第102条の４第３号）

― 3,739,135 ― ―

1177 後納郵便

支出負担行為担当官代理
　長崎地方法務局首席登記官
芝原芳孝
（長崎県長崎市万才町8-16）

平成20年4月1日
郵便事業(株)
東京都千代田区霞が関1-
3-2

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業(株)のほかに一般信書便事
業を営むための許可を受けている者
がいないため
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 2,918,409 ― ―
単価契約
1通当たり80
円ほか

1178
長崎地方法務局管内庁舎機械警備
業務委託契約

支出負担行為担当官代理
　長崎地方法務局首席登記官
芝原芳孝
（長崎県長崎市万才町8-16）

平成20年4月1日
長崎綜合警備(株)
長崎市旭町13-5

契約業者によって各種機器設置を
行っており，契約者を変更すると既設
機器の撤去及び新機器の設置工事が
必要となることが予想され，現契約業
者との契約が有利であるため
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第４号ロ）

― 1,102,500 ― ―

1179
電子計算機の賃貸借及びプログラ
ム・プロダクトの使用権許諾に関す
る契約

支出負担行為担当官代理
大分地方法務局総務課長
　　　　　　　　杉　本　了　介
（大分県大分市城崎町二丁目
３番２１号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
丁目４番１号

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２
９条の３第４項，特例政令第１３条第１
項第２号）

― 224,307,720 ― ―

1180 通信回線使用料（IP-VPN回線）

支出負担行為担当官代理
大分地方法務局総務課長
　　　　　　　　杉　本　了　介
（大分県大分市城崎町二丁目
３番２１号）

平成20年4月1日

NTTコミュニケーションズ
（株）
東京都千代田区内幸町１
－１－６

登記情報システム専用の回線網として
利用しているもので，同システムの
ネットワーク環境の互換性から契約業
者以外の者との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）

― 31,455,774 ― ―

単価契約
157,000円/回
線
外１２件
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1181
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（不動産登記
複合処理システム一式）

支出負担行為担当官代理
大分地方法務局総務課長
　　　　　　　　杉　本　了　介
（大分県大分市城崎町二丁目
３番２１号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
丁目４番１号

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２
９条の３第４項，特例政令第１３条第１
項第２号）

― 22,615,884 ― ―

1182 バックアップセンター業務支援作業

支出負担行為担当官代理
大分地方法務局総務課長
　　　　　　　　杉　本　了　介
（大分県大分市城崎町二丁目
３番２１号）

平成20年4月1日
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田４丁目１番１号

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
運用を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
行った同業者のみであるため。（会計
法第２９条の３第４項，予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号）

― 11,091,995 ― ―

1183
Ｖ７０システム稼働後業務支援作業
に関する契約

支出負担行為担当官代理
大分地方法務局総務課長
　　　　　　　　杉　本　了　介
（大分県大分市城崎町二丁目
３番２１号）

平成20年4月1日
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田４丁目１番１号

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
運用を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
行った同業者のみであるため。（会計
法第２９条の３第４項，予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号）

― 7,278,830 ― ―

1184 電子複写機保守契約

支出負担行為担当官代理
大分地方法務局総務課長
　　　　　　　　杉　本　了　介
（大分県大分市城崎町二丁目
３番２１号）

平成20年4月1日
大分リコー（株）
大分市萩原４丁目８番７号

当該機器の保守業務を迅速・確実に
遂行可能な者は契約相手方のみであ
り，競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 7,245,000 ― ―

単価契約
１枚当たり
4.8円
外３８件
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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
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1185
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（不動産登記
記入処理システム一式）

支出負担行為担当官代理
大分地方法務局総務課長
　　　　　　　　杉　本　了　介
（大分県大分市城崎町二丁目
３番２１号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
丁目４番１号

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２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 4,355,940 ― ―

1186
郵便事業株式会社が提供する運送
の役務に係る料金等の後納に関す
る契約

支出負担行為担当官代理
大分地方法務局総務課長
　　　　　　　　杉　本　了　介
（大分県大分市城崎町二丁目
３番２３号）

平成20年4月1日
郵便事業（株）大分支店
大分市府内町３丁目４－１

郵便法及び民間業者による信書の送
達に関する法律の規定に基づき，契
約業者のほかに一般信書便事業を営
むための許可を受けているものがいな
いことから，競争を許さないため，随意
契約としたもの。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３項）

― 3,120,000 ― ―
単価契約
80円
外１5件

1187 アクセス回線使用料（電話料等）

支出負担行為担当官代理
大分地方法務局総務課長
　　　　　　　　杉　本　了　介
（大分県大分市城崎町二丁目
３番２１号）

平成20年4月1日

東日本電信電話（株）
北海道支店
北海道札幌市中央区北一
条西６－１

通信回線については，競争の余地は
あるものの，回線使用料等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的では
ない。よって各業者の料金プランを比
較検討した上で通信回線の利用形態
にあった も経済的と考えられるプラ
ンを選定した。（会計法第２９条の３第
４項，予決令第１０２条の４第３号）

― 2,820,000 ― ―
単価契約
3,530円/回線
外４３件

1188
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約
（登記複合処理システム　一式）

支出負担行為担当官代理
大分地方法務局総務課長
　　　　　　　　杉　本　了　介
（大分県大分市城崎町二丁目
３番２１号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
丁目４番１号

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２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 2,633,640 ― ―

1189 登記識別情報プリンタ賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
大分地方法務局総務課長
　　　　　　　　杉　本　了　介
（大分県大分市城崎町二丁目
３番２１号）

平成20年4月1日
（株）リコーリース
東京都中央区銀座７丁目
１６番３号

対象機器は契約の相手方が独自に開
発・構築し，これを貸借しているものあ
り，その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１０２条の４第３号）

― 2,608,200 ― ―
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備　　考

1190

電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約
（不動産登記複合処理システム管理
用サーバ　一式）

支出負担行為担当官代理
大分地方法務局総務課長
　　　　　　　　杉　本　了　介
（大分県大分市城崎町二丁目
３番２１号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
丁目４番１号

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２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 2,163,912 ― ―

1191
大分地方法務局で使用するガス供
給契約

支出負担行為担当官代理
大分地方法務局総務課長
　　　　　　　　杉　本　了　介
（大分県大分市城崎町二丁目
３番２２号）

平成20年4月1日
大分瓦斯（株）
別府市北的ヶ浜町５－２５

ガス事業法の規定に基づくガス事業を
経営する者が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）

― 2,065,522 ― ―

単価契約
１㎥当たり
105.18円
外１件

1192 局内LAN通信費

支出負担行為担当官代理
大分地方法務局総務課長
　　　　　　　　杉　本　了　介
（大分県大分市城崎町二丁目
３番２３号）

平成20年4月1日

西日本電信電話（株）
大分支店
大分県大分市長浜町３－
１５－７

通信回線については，競争の余地は
あるものの，回線使用料等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的では
ない。よって各業者の料金プランを比
較検討した上で通信回線の利用形態
にあった も経済的と考えられるプラ
ンを選定した。（会計法第２９条の３第
４項，予決令第１０２条の４第３号）

― 1,494,492 ― ―
単価契約
4,300円/回線
外２件

1193
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約
（商業登記記入用印鑑装置）

支出負担行為担当官代理
大分地方法務局総務課長
　　　　　　　　杉　本　了　介
（大分県大分市城崎町二丁目
３番２１号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
丁目４番１号

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２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 1,360,800 ― ―

1194
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約
（事務処理用統合記入システム）

支出負担行為担当官代理
大分地方法務局総務課長
　　　　　　　　杉　本　了　介
（大分県大分市城崎町二丁目
３番２１号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
丁目４番１号

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２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 1,189,536 ― ―
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1195
バックアップセンター業務支援作業
契約

支出負担行為担当官代理
熊本地方法務局総務課長
　富　永　勝　盛
(熊本県熊本市大江３－１－５
３)

平成20年4月1日
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

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
行った同業者のみであるため。（会計
法第２９条の３第４項，予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号）

― 10,171,576 ― ―

1196 Ｖ７０システム稼動後支援作業契約

支出負担行為担当官代理
熊本地方法務局総務課長
　富　永　勝　盛
(熊本県熊本市大江３－１－５
３)

平成20年4月1日
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

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，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 8,405,874 ― ―

1197 登記所記入装置稼動後支援契約

支出負担行為担当官代理
熊本地方法務局総務課長
　富　永　勝　盛
(熊本県熊本市大江３－１－５
３)

平成20年4月1日
東芝ソリューション（株）
東京都港区芝浦一丁目１
－１

対象機器は契約の相手方が独自に開
発・構築し，これを貸借しているもので
あり，その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１０２条の４第３号）

― 1,033,120 ― ―

1198
電子計算機の賃貸借及びプログラ
ム・プロダクトの使用権許諾に関す
る契約一式

支出負担行為担当官代理
熊本地方法務局総務課長
　富　永　勝　盛
(熊本県熊本市大江３－１－５
３)

平成20年4月1日

日本電子計算機（株）
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）

― 237,501,180 ― ―
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1199

電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（(不動産)登
記複合処理システム一式〈６０ヶ
月〉）

支出負担行為担当官代理
熊本地方法務局総務課長
　富　永　勝　盛
(熊本県熊本市大江３－１－５
３)

平成20年4月1日

日本電子計算機（株）
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）

― 26,607,948 ― ―

1200

電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（(不動産)登
記記入処理システム一式〈６０ヶ
月〉）

支出負担行為担当官代理
熊本地方法務局総務課長
　富　永　勝　盛
(熊本県熊本市大江３－１－５
３)

平成20年4月1日

日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内
３－４－１

登記記入処理システムは，契約業者
が独自に開発・構築し，当該機器等に
ついては前年度から継続貸借するも
のであり，競争を許さないため。（会計
法第29条の３第４項，予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号）

― 4,034,760 ― ―

1201

電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（(不動産)登
記複合処理システム管理用サー
バー一式）

支出負担行為担当官代理
熊本地方法務局総務課長
　富　永　勝　盛
(熊本県熊本市大江３－１－５
３)

平成20年4月1日

日本電子計算機（株）
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，予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号）

― 2,163,912 ― ―

1202

電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（(不動産)登
記複合処理システム一式〈３６ヶ
月〉）

支出負担行為担当官代理
熊本地方法務局総務課長
　富　永　勝　盛
(熊本県熊本市大江３－１－５
３)

平成20年4月1日

日本電子計算機（株）
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，予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号）

― 1,576,740 ― ―

1203
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（商業登記記
入用印鑑装置一式）

支出負担行為担当官代理
熊本地方法務局総務課長
　富　永　勝　盛
(熊本県熊本市大江３－１－５
３)

平成20年4月1日

日本電子計算機（株）
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
を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，予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号）

― 1,360,800 ― ―

1204
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（事務処理用
統合記入システム一式）

支出負担行為担当官代理
熊本地方法務局総務課長
　富　永　勝　盛
(熊本県熊本市大江３－１－５
３)

平成20年4月1日

日本電子計算機（株）
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
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，予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号）

― 1,488,660 ― ―
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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
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在地
契約を締結した日
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募）
予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1205
登記識別情報プリンター賃貸借契
約

支出負担行為担当官代理
熊本地方法務局総務課長
　富　永　勝　盛
(熊本県熊本市大江３－１－５
３)

平成20年4月1日

リコーリース（株）
東京都中央区銀座
７－１６－３

当該機器については、前年度に引き
続き継続賃借するものであり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第
４項、予算決算及び会計令第１０２条
の４第３項）

― 3,187,800 ― ―

1206 電話料

支出負担行為担当官代理
熊本地方法務局総務課長
　富　永　勝　盛
(熊本県熊本市大江３－１－５
３)

平成20年4月1日
東日本電信電話（株）
東京都新宿区西新宿３－
１９－２

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第２９条の３第４項，予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

― 5,649,797 ― ―

1207 ＩＰ－ＶＰＮ回線使用契約一式

支出負担行為担当官代理
熊本地方法務局総務課長
　富　永　勝　盛
(熊本県熊本市大江３－１－５
３)

平成20年4月1日

エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ（株）
東京都千代田区内幸町１
－１－６

登記情報システム専用の回線網として
利用しているもので，同システムの
ネットワーク環境の互換性から契約業
者以外の者との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）

― 26,284,423 ― ―

1208 後納郵便料

支出負担行為担当官代理
熊本地方法務局総務課長
　富　永　勝　盛
(熊本県熊本市大江３－１－５
３)

平成20年4月1日
郵便事業(株)
東京都千代田区霞が関１
－３－２

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業(株)のほかに一般信書便事
業を営むための許可を受けている者
がいないことから，競争を許さないた
め，随意契約としたもの。（会計法第２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 1,622,300 ― ―
単価契約
１件８０円ほ
か

1209 リコー複写機保守業務一式

支出負担行為担当官代理
熊本地方法務局総務課長
　富　永　勝　盛
(熊本県熊本市大江３－１－５
３)

平成20年4月1日
熊本リコー(株)
熊本市下南部３－１０－３
２

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な者は契約業者のみであり，競争を許
さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 4,522,539 ― ―

単価契約
３．５円／枚
ほか
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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
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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
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募）
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落札率
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1210 キャノン複写機保守業務一式

支出負担行為担当官代理
熊本地方法務局総務課長
　富　永　勝　盛
(熊本県熊本市大江３－１－５
３)

平成20年4月1日
(株)レイメイ藤井
熊本市上熊本１－２－６

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な者は契約業者のみであり，競争を許
さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 3,965,526 ― ―

単価契約
２．４円／枚
ほか

1211
霧島支局出水出張所空気調和機器
設備保守業務委託契約

支出負担行為担当官代理
鹿児島地方法務局首席登記官
（不動産登記担当）田辺正知
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成20年4月1日
（株）アロエース鹿児島
鹿児島市中山二丁目２２
番５号

一般競争入札を行なったが不落のた
め，随意契約とした。
（予決令第９９条の２）

― 1,512,000 ― ―

1212 本局外１１箇所機械警備請負契約

支出負担行為担当官代理
鹿児島地方法務局首席登記官
（不動産登記担当）田辺正知
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成20年4月1日
セコム（株）
東京都渋谷区神宮前一丁
目５番１号

契約業者の警備機器が従来から設置
されており，業務を委託してきた。競争
に付して他の業者が落札した場合は，
機器の撤去及び設備費用の負担が生
じることから，当該契約業者と契約す
ることが有利であったため。（会計法第
２９条の３第４項，特例政令第１３条第
１項第２号）

― 2,111,760 ― ―

1213
登記情報システム用電子計算機の
賃貸借及びプログラムプロダクトの
使用許諾権一式

支出負担行為担当官代理
鹿児島地方法務局首席登記官
（不動産登記担当）田辺正知
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃借可能な者は契約の
相手方のみであるため。（会計法第２
９条の３第４項，特例政令第１３条第１
項第２号）

― 280,357,560 ― ―

1214
電子計算機の賃貸借及びソフトウエ
アの提供契約（不動産登記複合処
理システム＜６０ヶ月＞一式）

支出負担行為担当官代理
鹿児島地方法務局首席登記官
（不動産登記担当）田辺正知
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃借可能な者は契約の
相手方のみであるため。（会計法第２
９条の３第４項，特例政令第１３条第１
項第２号）

― 30,138,204 ― ―

1215
電子計算機の賃貸借及びソフトウエ
アの提供契約（不動産登記複合処
理システム＜３６ヶ月＞一式）

支出負担行為担当官代理
鹿児島地方法務局首席登記官
（不動産登記担当）田辺正知
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃借可能な者は契約の
相手方のみであるため。（会計法第２
９条の３第４項，特例政令第１３条第１
項第２号）

― 6,760,464 ― ―
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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
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の数

備　　考

1216
電子計算機の賃貸借及びソフトウエ
アの提供契約（不動産登記記入処
理システム＜６０ヶ月＞一式）

支出負担行為担当官代理
鹿児島地方法務局首席登記官
（不動産登記担当）田辺正知
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成20年4月1日

かごしま環境サービス
（株）
鹿児島市新屋敷町１９番３
号

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃借可能な者は契約の
相手方のみであるため。（会計法第２
９条の３第４項，特例政令第１３条第１
項第２号）

― 5,712,840 ― ―

1217
電子計算機の賃貸借及びソフトウエ
アの提供契約（不動産登記記入処
理システム＜３６ヶ月＞一式）

支出負担行為担当官代理
鹿児島地方法務局首席登記官
（不動産登記担当）田辺正知
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃借可能な者は契約の
相手方のみであるため。（会計法第２
９条の３第４項，特例政令第１３条第１
項第２号）

― 824,040 ― ―

1218
電子計算機の賃貸借及びソフトウエ
アの提供契約（事務処理用統合記
入システム一式）

支出負担行為担当官代理
鹿児島地方法務局首席登記官
（不動産登記担当）田辺正知
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃借可能な者は契約の
相手方のみであるため。（会計法第２
９条の３第４項，特例政令第１３条第１
項第２号）

― 2,796,504 ― ―

1219
電子計算機の賃貸借及びソフトウエ
アの提供契約（受付番号票シールプ
リンタ一式）

支出負担行為担当官代理
鹿児島地方法務局首席登記官
（不動産登記担当）田辺正知
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃借可能な者は契約の
相手方のみであるため。（会計法第２
９条の３第４項，特例政令第１３条第１
項第２号）

― 802,800 ― ―

1220
電子計算機の賃貸借及びソフトウエ
アの提供契約（商業登記記入用印
鑑装置一式）

支出負担行為担当官代理
鹿児島地方法務局首席登記官
（不動産登記担当）田辺正知
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃借可能な者は契約の
相手方のみであるため。（会計法第２
９条の３第４項，特例政令第１３条第１
項第２号）

― 2,381,400 ― ―

1221
電子計算機の賃貸借及びソフトウエ
アの提供契約（不動産登記複合処
理システム管理用サーバ）

支出負担行為担当官代理
鹿児島地方法務局首席登記官
（不動産登記担当）田辺正知
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃借可能な者は契約の
相手方のみであるため。（会計法第２
９条の３第４項，特例政令第１３条第１
項第２号）

― 2,163,912 ― ―
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1222
登記識別情報プリンター賃貸借契
約

支出負担行為担当官代理
鹿児島地方法務局首席登記官
（不動産登記担当）田辺正知
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成20年4月1日
リーコーリース（株）
東京都中央区銀座七丁目
１６番３号

当該機器については，前年度に引き
続き継続賃借するものであり，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）

― 3,477,600 ― ―

1223
登記情報システム事務処理用印刷
装置賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
鹿児島地方法務局首席登記官
（不動産登記担当）田辺正
知
（鹿児島市鴨池新町１番２
号）

平成20年4月1日
ＮＴＴファイナンス（株）
東京都港区芝浦一丁目２
番１号

当該機器については，前年度に引き
続き継続賃借するものであり，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）

― 873,600 ― ―

1224
システムエンジニアリング支援（バッ
クアップセンター業務支援作業）

支出負担行為担当官代理
鹿児島地方法務局首席登記官
（不動産登記担当）田辺正
知
（鹿児島市鴨池新町１番２
号）

平成20年4月1日
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

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
業務を遂行可能なものは，開発・構築
を行った上記契約者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 11,552,205 ― ―

1225
システムエンジニアリング支援（Ｖ７
０システム稼動後支援作業）

支出負担行為担当官代理
鹿児島地方法務局首席登記官
（不動産登記担当）田辺正知
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成20年4月1日
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

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
業務を遂行可能なものは，開発・構築
を行った上記契約者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 11,348,714 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1226
登記所備付地図作成作業現場事務
所建物賃貸借契約

支出負担行為担当官
鹿児島地方法務局長
内海洋治
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成20年4月30日 個人情報につき非公表

地図作成地域及びその隣接する地域
において，当該事業を適正に遂行でき
る物件を所有する者が，契約者のみで
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）

― 910,000 ― ―

1227
電子計算機の賃貸借及びプログラ
ム・プロダクト使用権許諾に関する
契約

支出負担行為担当官
宮崎地方法務局長
阿部利幸
宮崎市旭２丁目１番１８号

平成20年4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
丁目４－１

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃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）

― 223,021,260 ― ―

1228
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（不動産登記
複合処理システム一式）

支出負担行為担当官
宮崎地方法務局長
阿部利幸
宮崎市旭２丁目１番１８号

平成20年4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
丁目４－１

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃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）

― 17,508,372 ― ―

1229
バックアップセンター業務支援作業
委託契約

支出負担行為担当官
宮崎地方法務局長
阿部利幸
宮崎市旭２丁目１番１８号

平成20年4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丁目１番１号

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，集中システム導入に係る支
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）

― 10,171,576 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1230
Ｖ７０システム稼動後支援作業委託
契約

支出負担行為担当官
宮崎地方法務局長
阿部利幸
宮崎市旭２丁目１番１８号

平成20年4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丁目１番１号

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）

― 6,277,012 ― ―

1231
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（不動産登記
記入処理システム一式）

支出負担行為担当官
宮崎地方法務局長
阿部利幸
宮崎市旭２丁目１番１８号

平成20年4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
丁目４－１

不動産登記記入処理システムは，契
約業者が独自に開発・構築し，当該機
器等については前年度から継続貸借
するものであり，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）

― 3,775,212 ― ―

1232 電力供給契約（本局）

支出負担行為担当官
宮崎地方法務局長
阿部利幸
宮崎市旭２丁目１番１８号

平成20年4月1日
九州電力株式会社
福岡市中央区渡辺通２丁
目１番８２号

当該施設に安定的かつ継続的に電気
を供給できる業者は契約業者のみで
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）

― 3,939,479 ― ―

単価契約
１，９５３円
/KW

1233

電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（不動産登記
複合処理システム管理用サーバー
一式）

支出負担行為担当官
宮崎地方法務局長
阿部利幸
宮崎市旭２丁目１番１８号

平成20年4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
丁目４－１

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃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）

― 2,163,912 ― ―

1234 電力供給契約（都城）

支出負担行為担当官
宮崎地方法務局長
阿部利幸
宮崎市旭２丁目１番１８号

平成20年4月1日
九州電力株式会社
福岡市中央区渡辺通２丁
目１番８２号

当該施設に安定的かつ継続的に電気
を供給できる業者は契約業者のみで
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）

― 1,820,301 ― ―

単価契約
１，９５３円
/KW
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1235 ガス供給契約（本局）

支出負担行為担当官
宮崎地方法務局長
阿部利幸
宮崎市旭２丁目１番１８号

平成20年4月1日
宮崎ガス株式会社
宮崎市阿波岐原町野間３
１１－１

ガス事業法の規定に基づくガス事業を
経営する者が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）

― 2,245,011 ― ―
単価契約
８３．２１円/
㎥

1236
商業記入用印鑑装置賃貸借契約一
式

支出負担行為担当官
宮崎地方法務局長
阿部利幸
宮崎市旭２丁目１番１８号

平成20年4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
丁目４－１

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃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）

― 1,020,600 ― ―

1237
電子計算機の賃貸借及びプログラ
ム・プロダクトの使用許諾に関する
契約

  支出負担行為担当官代理
　那覇地方法務局首席登記官
三上達美
（沖縄県那覇市樋川1-15-15）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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）

― 160,971,300 ― ―

1238
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約

  支出負担行為担当官代理
　那覇地方法務局首席登記官
三上達美
（沖縄県那覇市樋川1-15-15）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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）

― 15,801,492 ― ―

1239
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約

  支出負担行為担当官代理
　那覇地方法務局首席登記官
三上達美
（沖縄県那覇市樋川1-15-15）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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）

― 3,848,796 ― ―

1240
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約

  支出負担行為担当官代理
　那覇地方法務局首席登記官
三上達美
（沖縄県那覇市樋川1-15-15）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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）

― 3,451,728 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1241
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約

  支出負担行為担当官代理
　那覇地方法務局首席登記官
三上達美
（沖縄県那覇市樋川1-15-15）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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）

― 2,161,644 ― ―

1242
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約

  支出負担行為担当官代理
　那覇地方法務局首席登記官
三上達美
（沖縄県那覇市樋川1-15-15）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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）

― 1,415,208 ― ―

1243
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約

  支出負担行為担当官代理
　那覇地方法務局首席登記官
三上達美
（沖縄県那覇市樋川1-15-15）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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）

― 1,020,600 ― ―

1244
バックアップセンター業務支援作業
契約

  支出負担行為担当官代理
　那覇地方法務局首席登記官
三上達美
（沖縄県那覇市樋川1-15-15）

平成20年4月1日
富士通（株）
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）

― 10,171,576 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1245 V70システム稼働後支援作業契約

  支出負担行為担当官代理
　那覇地方法務局首席登記官
三上達美
（沖縄県那覇市樋川1-15-15）

平成20年4月1日
富士通（株）
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）

― 4,680,366 ― ―

1246 登記識別情報プリンタ賃貸借契約

  支出負担行為担当官代理
　那覇地方法務局首席登記官
三上達美
（沖縄県那覇市樋川1-15-15）

平成20年4月1日
リコーリース（株）
東京都中央区銀座7-16-3

当該機器については，前年度に引き
続き継続貸借するものであり，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）

― 1,738,800 ― ―

1247 電力供給契約

  支出負担行為担当官代理
　那覇地方法務局首席登記官
三上達美
（沖縄県那覇市樋川1-15-15）

平成20年4月1日
（株）沖縄電力
沖縄県浦添市牧港5-2-1

電気事業法第3条の規定による電気
事業を営む者が，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）

― 22,681,336 ― ―
単価契約
１ｋｗｈ当たり
13．09円ほか

1248 バックアップセンター建物賃貸借

  支出負担行為担当官代理
　那覇地方法務局首席登記官
三上達美
（沖縄県那覇市樋川1-15-15）

平成20年4月1日
（有）藤ステンレス工業
沖縄県浦添市当山３－１
－２

当局ＢＣの仮庁舎として継続賃借する
ものであり，競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項，予決令第１０
２条の４第３号）

― 21,543,984 ― ―

1249 ＩＰ－ＶＰＮ回線使用

  支出負担行為担当官代理
　那覇地方法務局首席登記官
三上達美
（沖縄県那覇市樋川1-15-15）

平成20年4月1日

ＮＴＴコミュニケーションズ
（株）
愛媛県松山市山越３－１５
－１５

登記情報システム専用の回線網として
利用しているもので，同システムの
ネットワーク環境の互換性から契約業
者以外の者との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）

― 12,647,227 ― ― 　
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1250 電子複写機保守契約

  支出負担行為担当官代理
　那覇地方法務局首席登記官
三上達美
（沖縄県那覇市樋川1-15-15）

平成20年4月1日
富士ゼロックス（株）
東京都港区赤坂２－１７－
２２

当該機器の保守に必要な技術能力及
び保守部品を有する者が契約業者の
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）

― 5,049,713 ― ―
単価契約
１枚当たり4.7
円ほか

1251 電子複写機保守契約

  支出負担行為担当官代理
　那覇地方法務局首席登記官
三上達美
（沖縄県那覇市樋川1-15-15）

平成20年4月1日
沖縄リコー（株）
沖縄県那覇市寄宮１－３
－３７

当該機器の保守に必要な技術能力及
び保守部品を有する者が契約業者の
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）

― 4,081,479 ― ―
単価契約
１枚当たり4.5
円ほか

1252 後納郵便料

  支出負担行為担当官代理
　那覇地方法務局首席登記官
三上達美
（沖縄県那覇市樋川1-15-15）

平成20年4月1日
郵便事業（株）
沖縄県那覇市壺川３－３
－８

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
日本郵政公社のほかに一般信書便事
業を営むための許可を受けている者
がいないことから，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）

― 2,196,475 ― ―
単価契約
1件80円ほか

1253
名護地方合同庁舎ほか3庁機械警
備業務委託

  支出負担行為担当官代理
　那覇地方法務局首席登記官
三上達美
（沖縄県那覇市樋川1-15-15）

平成20年4月1日
セコム琉球（株）
沖縄県那覇市久米2-3-15

庁舎機械警備を行うために契約業者
の独自のシステムを設置しているとこ
ろ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及
び他の業者のシステムを設置するた
めの新たな経費が発生することから，
原契約業者と契約することが有利であ
るため。（会計法第29条の3第4項，予
決令第102条の4第4号ロ）

― 1,504,440 ― ―

1254
地図作成作業現場事務所賃貸借

  支出負担行為担当官代理
　那覇地方法務局首席登記官
三上達美
（沖縄県那覇市樋川1-15-15）

平成20年4月1日
那覇総合事務所ビル（有）
沖縄県那覇市楚辺１－５
－１７

事務所の設置場所が限定され，競争
になじまないため。（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

― 1,232,000 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1255
供託事務処理システム用機器保守
請負契約

  支出負担行為担当官代理
　那覇地方法務局首席登記官
三上達美
（沖縄県那覇市樋川1-15-15）

平成20年4月1日

新日鉄ソリューションズ
（株）
東京都中央区新川２－２０
－１５

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）

― 1,081,836 ― ―

1256
空調機械設備保守業務
（古川支局）

支出負担行為担当官代理
　仙台法務局民事行政部長
井上邦夫
（宮城県仙台市青葉区春日町
７－２５）

平成20年4月1日
（株）日本空調東北
仙台市太白区郡山五丁目
１４番１７号

一般競争を実施したが，落札者がいな
かったため。（予決令第９９条の２）

― 2,226,000 ― ―

1257 築館地方合同庁舎清掃業務委託

支出負担行為担当官代理
　仙台法務局民事行政部長
井上邦夫
（宮城県仙台市青葉区春日町
７－２５）

平成20年4月1日
同和興業(株)
仙台市青葉区一番町四丁
目６番１号

一般競争を実施したが，落札者がいな
かったため。（予決令第９９条の２）

― 1,715,700 ― ―

1258 仙台法務局庁舎総合管理業務委託

支出負担行為担当官代理
　仙台法務局民事行政部長
井上邦夫
（宮城県仙台市青葉区春日町
７－２５）

平成20年4月1日
同和興業(株)
仙台市青葉区一番町四丁
目６番１号

一般競争を実施したが，落札者がいな
かったため。（予決令第９９条の２）

― 2,486,400 ― ―

1259 料金後納郵便役務契約

支出負担行為担当官代理
　仙台法務局民事行政部長
井上邦夫
（宮城県仙台市青葉区春日町
７－２５）

平成20年4月1日

郵便局（株）仙台木町通郵
便局長
仙台市青葉区木町通一丁
目６番３２号

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
日本郵政公社のほかに一般信書便事
業を営むための許可を受けている者
がいないことから，競争を許さないた
め，随意契約としたもの。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 2,400,000 ― ―
単価契約
1通当たり80
円ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1260 登記識別情報プリンタ賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　仙台法務局民事行政部長
井上邦夫
（宮城県仙台市青葉区春日町
７－２５）

平成20年4月1日

リコーリース（株）
東京都中央区銀座７丁目
１６番３号
（株）リコー
東京都大田区中馬込一丁
目３番６号

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）

― 2,898,000 ― ―

1261
登記情報システム用電子計算機の
借入及びプログラム・プロダクトの使
用権許諾に関する契約

支出負担行為担当官代理
　仙台法務局民事行政部長
井上邦夫
（宮城県仙台市青葉区春日町
７－２５）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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）

― 231,857,640 ― ―

1262
（不動産）登記複合処理システム〈６
０ヶ月〉賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　仙台法務局民事行政部長
井上邦夫
（宮城県仙台市青葉区春日町
７－２５）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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）

― 28,781,784 ― ―

1263
（不動産）登記複合処理システム〈３
６ヶ月〉賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　仙台法務局民事行政部長
井上邦夫
（宮城県仙台市青葉区春日町
７－２５）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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）

― 3,268,044 ― ―

1264
（不動産）登記記入処理システム〈６
０ヶ月〉賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　仙台法務局民事行政部長
井上邦夫
（宮城県仙台市青葉区春日町
７－２５）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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）

― 4,195,536 ― ―

1265
（不動産）登記記入処理システム〈３
６ヶ月〉賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　仙台法務局民事行政部長
井上邦夫
（宮城県仙台市青葉区春日町
７－２５）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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）

― 1,595,160 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1266
（不動産）登記複合処理システム管
理用サーバ賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　仙台法務局民事行政部長
井上邦夫
（宮城県仙台市青葉区春日町
７－２５）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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）

― 2,163,912 ― ―

1267 商業登記記入用印鑑装置賃貸借

支出負担行為担当官代理
　仙台法務局民事行政部長
井上邦夫
（宮城県仙台市青葉区春日町
７－２５）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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）

― 1,020,600 ― ―

1268
事務処理用統合記入システム賃貸
借

支出負担行為担当官代理
　仙台法務局民事行政部長
井上邦夫
（宮城県仙台市青葉区春日町
７－２５）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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）

― 839,520 ― ―

1269
バックアップセンター業務支援作業
契約

支出負担行為担当官代理
　仙台法務局民事行政部長
井上邦夫
（宮城県仙台市青葉区春日町
７－２５）

平成20年4月1日
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

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）

― 10,951,112 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1270
Ｖ７０システム稼働後業務支援作業
契約

支出負担行為担当官代理
　仙台法務局民事行政部長
井上邦夫
（宮城県仙台市青葉区春日町
７－２５）

平成20年4月1日
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

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
行った同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）

― 7,873,660 ― ―

1271
準備書面作成支援システム保守運
用作業請負契約

支出負担行為担当官代理
　仙台法務局民事行政部長
井上邦夫
（宮城県仙台市青葉区春日町
７－２５）

平成20年4月1日

新日鉄ソリューションズ
（株）
東京都中央区新川二丁目
２０番１５号

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）

― 2,048,130 ― ―

1272
準備書面作成支援システムサーバ
機器の調達等一式賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　仙台法務局民事行政部長
井上邦夫
（宮城県仙台市青葉区春日町
７－２５）

平成20年4月1日

新日鉄ソリューションズ
（株）
東京都中央区新川二丁目
２０番１５号
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
－４－１

当該機器等については，前年度から
継続して賃借するものであり，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）

― 1,971,900 ― ―

1273
仙台法務局大河原支局庁舎敷地借
料

支出負担行為担当官代理
　仙台法務局民事行政部長
井上邦夫
（宮城県仙台市青葉区春日町
７－２５）

平成20年4月1日 大河原町

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）

― 1,905,240 ― ―

1274 仙台法務局塩竃支局庁舎敷地借料

支出負担行為担当官代理
　仙台法務局民事行政部長
井上邦夫
（宮城県仙台市青葉区春日町
７－２５）

平成20年4月1日 塩竃市

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）

― 1,566,800 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1275 仙台法務局利用者駐車場

支出負担行為担当官代理
　仙台法務局民事行政部長
井上邦夫
（宮城県仙台市青葉区春日町
７－２５）

平成20年4月1日
アパホテル(株)
東京都港区赤坂三丁目２
番３号

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）

― 2,187,000 ― ―

1276 仙台法務局利用者駐車場

支出負担行為担当官代理
　仙台法務局民事行政部長
井上邦夫
（宮城県仙台市青葉区春日町
７－２５）

平成20年4月1日
井坂　剛
仙台市青葉区木町通一丁
目１－３２　１０階

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）

― 1,500,000 ― ―

1277 電子複写機保守契約

支出負担行為担当官代理
　仙台法務局民事行政部長
井上邦夫
（宮城県仙台市青葉区春日町
７－２５）

平成20年4月1日

リコー東北(株)宮城事業本
部
仙台市青葉区五橋１－５
－３

当該機器の保守業務等を迅速・確実
に遂行可能な者は相手方のみであり，
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）

― 4,200,000 ― ―

単価契約
1枚当たり
5.05円ほか15
件

1278 電子複写機保守契約

支出負担行為担当官代理
　仙台法務局民事行政部長
井上邦夫
（宮城県仙台市青葉区春日町
７－２５）

平成20年4月1日
(株)セント
仙台市青葉区上杉１丁目
１７番地２０号

当該機器の保守業務等を迅速・確実
に遂行可能な者は相手方のみであり，
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）

― 5,900,000 ― ―
単価契約
1枚当たり5.1
円ほか１件

1279 電子複写機保守契約

支出負担行為担当官代理
　仙台法務局民事行政部長
井上邦夫
（宮城県仙台市青葉区春日町
７－２５）

平成20年4月1日

東芝テックビジネスソ
リューション(株)
仙台市泉区泉中央四丁目
１番５号

当該機器の保守業務等を迅速・確実
に遂行可能な者は相手方のみであり，
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）

― 1,300,000 ― ―
単価契約
1枚当たり2.3
円ほか２件

1280 電子複写機保守契約

支出負担行為担当官代理
　仙台法務局民事行政部長
井上邦夫
（宮城県仙台市青葉区春日町
７－２５）

平成20年4月1日
松本事務機(株)
仙台市宮城野区幸町２－
１１－２３

当該機器の保守業務等を迅速・確実
に遂行可能な者は相手方のみであり，
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）

― 2,000,000 ― ―
単価契約
1枚当たり5.1
円
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1281 水道・下水道使用料等契約

支出負担行為担当官代理
　仙台法務局民事行政部長
井上邦夫
（宮城県仙台市青葉区春日町
７－２５）

平成20年4月1日 仙台市

　下水道法の規定に基づき契約の相
手方が決められていることから競争が
存在しない。
（会計法第29条の３第4項，予決令第
102条の４第3項）

― 2,000,000 ― ―

単価契約
1ｍ3当たり
205円
ほか3件

1282 福島合同庁舎機械警備業務契約

支出負担行為担当官代理
　福島地方法務局戸籍課長
齊藤成一
（福島市霞町１－４６）

平成20年4月1日
福島綜合警備保障（株）
郡山市喜久田町字松ヶ作
１６－９８

庁舎機械警備を行うために契約業者
の独自のシステムを設置しているとこ
ろ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及
び他の業者のシステムを設置するた
めの新たな経費が発生することから，
現契約業者と契約することが有利であ
るため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第４号ロ）

― 1,414,152 ― ―

1283
福島地方法務局相馬支局・分室機
械警備業務契約

支出負担行為担当官代理
　福島地方法務局戸籍課長
齊藤成一
（福島市霞町１－４６）

平成20年4月1日
福島綜合警備保障（株）
郡山市喜久田町字松ヶ作
１６－９８

庁舎機械警備を行うために契約業者
の独自のシステムを設置しているとこ
ろ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及
び他の業者のシステムを設置するた
めの新たな経費が発生することから，
現契約業者と契約することが有利であ
るため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第４号ロ）

― 1,270,080 ― ―

1284 郡山支局ほか機械警備業務

支出負担行為担当官代理
　福島地方法務局戸籍課長
齊藤成一
（福島市霞町１－４６）

平成20年4月1日
福島綜合警備保障（株）
郡山市喜久田町字松ヶ作
１６－９８

庁舎機械警備を行うために契約業者
の独自のシステムを設置しているとこ
ろ，契約の相手方を他の業者に変更
する場合には，当該システムの撤去及
び他の業者のシステムを設置するた
めの新たな経費が発生することから，
現契約業者と契約することが有利であ
るため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第４号ロ）

― 2,205,000 ― ―

1285 複写機保守契約

支出負担行為担当官代理
　福島地方法務局戸籍課長
齊藤成一
（福島市霞町１－４６）

平成20年4月1日
福島リコピー販売（株）
福島県福島市鎌田字卸町
２１－２

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な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）

― 7,630,021 ― ―
単価契約
1枚当たり
４．９５円ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1286 複写機保守契約

支出負担行為担当官代理
　福島地方法務局戸籍課長
齊藤成一
（福島市霞町１－４６）

平成20年4月1日

（株）鈴弥洋行
福島市瀬上町東町１－１
－３

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な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）

― 1,964,574 ― ―
単価契約
1枚当たり
５．１円ほか

1287 後納郵便契約

支出負担行為担当官代理
　福島地方法務局戸籍課長
齊藤成一
（福島市霞町１－４６）

平成20年4月1日
郵便事業（株）
東京都霞が関一丁目３番
２号

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
日本郵政公社のほかに一般信書便事
業を営むための許可を受けている者
がいないことから，競争を許さないた
め，随意契約としたもの。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 3,635,000 ― ―

1288 電気通信役務提供契約

支出負担行為担当官代理
　福島地方法務局戸籍課長
齊藤成一
（福島市霞町１－４６）

平成20年4月1日
東日本電信電話（株）
東京都新宿区西新宿３－
１９－２

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 4,128,168 ― ―

1289
電気通信役務提供契約
（ＩＰーＶＰＮ回線）

支出負担行為担当官代理
　福島地方法務局戸籍課長
齊藤成一
（福島市霞町１－４６）

平成20年4月1日

エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーシヨンズ（株）
東京都千代田区内幸町１
－１－６

登記情報システム専用の回線網として
利用しているもので，同システムの
ネットワーク環境の互換性から契約業
者以外の者との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）

― 24,131,904 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1290 いわき合同庁舎ガス供給契約

支出負担行為担当官代理
　福島地方法務局戸籍課長
齊藤成一
（福島市霞町１－４６）

平成20年4月1日
東部ガス(株)
いわき市平字新田前１－
１

年間使用量１０万立方メートル未満の
契約については，一般ガス事業者の
みがその供給元となり，一般ガス事業
者は供給区域が固定されている上，
一区域一事業者であることから，競争
を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 2,238,810 ― ―

単価契約
1㎥当たり
１５０．２１円
ほか

1291
登記識別情報用プリンタ賃貸借契
約

支出負担行為担当官代理
　福島地方法務局戸籍課長
齊藤成一
（福島市霞町１－４６）

平成20年4月1日
リコーリース（株）
東京都中央区銀座７－１６
－３

当該機器については，前年度に引き
続き継続貸借するものであり，競争を
許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 2,608,200 ― ―

1292
不動産登記複合処理システム管理
用サーバ賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　福島地方法務局戸籍課長
齊藤成一
（福島市霞町１－４６）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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
等を継続して賃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，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 2,163,912 ― ―

1293
（不動産）登記複合処理システム＜
６０ヶ月＞賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　福島地方法務局戸籍課長
齊藤成一
（福島市霞町１－４６）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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
等を継続して賃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）

― 29,019,120 ― ―

1294
（不動産）登記複合処理システム＜
３６ヶ月＞賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　福島地方法務局戸籍課長
齊藤成一
（福島市霞町１－４６）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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
等を継続して賃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，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 5,557,572 ― ―

1295
事務処理用統合記入システム賃貸
借契約

支出負担行為担当官代理
　福島地方法務局戸籍課長
齊藤成一
（福島市霞町１－４６）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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
を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，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 2,562,804 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1296 商業登記記入用鑑装置賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　福島地方法務局戸籍課長
齊藤成一
（福島市霞町１－４６）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）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
を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，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 1,360,800 ― ―

1297
（不動産）登記記入処理システム＜
６０ヶ月＞賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　福島地方法務局戸籍課長
齊藤成一
（福島市霞町１－４６）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
－４－１

記入処理システムは，契約者が独自
に開発・構築し，当該機器等について
は前年度から継続賃貸するのもであ
り，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 5,518,920 ― ―

1298
（不動産）登記記入処理システム＜
３６ヶ月＞賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　福島地方法務局戸籍課長
齊藤成一
（福島市霞町１－４６）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
－４－１

記入処理システムは，契約者が独自
に開発・構築し，当該機器等について
は前年度から継続賃貸するのもであ
り，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 4,092,480 ― ―

1299
登記情報システム用電子計算機の
借入及びプログラム・プロダクトの使
用権許諾に関する契約

支出負担行為担当官代理
　福島地方法務局戸籍課長
齊藤成一
（福島市霞町１－４６）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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
等を継続して賃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）

― 321,903,540 ― ―

1300
登記所外設置証明書等発行請求機
賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　福島地方法務局戸籍課長
齊藤成一
（福島市霞町１－４６）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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
等を継続して賃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，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 1,025,892 ― ―

1301
受付番号票シールプリンター賃貸借
契約

支出負担行為担当官代理
　福島地方法務局戸籍課長
齊藤成一
（福島市霞町１－４６）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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
等を継続して賃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，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 1,070,484 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1302
バックアップセンター業務支援作業
委託契約

支出負担行為担当官代理
　福島地方法務局戸籍課長
齊藤成一
（福島市霞町１－４６）

平成20年4月1日
富士通（株）
東京都港区東新橋一丁目
５－２

登記情報システムは，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視線
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。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 11,091,995 ― ―

1303
Ｖ７０システム稼働後支援作業委託
契約

支出負担行為担当官代理
　福島地方法務局戸籍課長
齊藤成一
（福島市霞町１－４６）

平成20年4月1日
富士通（株）
東京都港区東新橋一丁目
５－２

登記情報システムは，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視線
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。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 8,875,476 ― ―

1304 バックアップセンター業務支援作業

支出負担行為担当官代理
山形地方法務局次長　寒河江
晃
（山形県山形市緑町１－５－４
８）

平成20年4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）

― 10,631,786 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1305
Ｖ７０システム稼働後支援作業に関
する契約

支出負担行為担当官代理
山形地方法務局次長　寒河江
晃
（山形県山形市緑町１－５－４
８）

平成20年4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）

― 5,744,796 ― ―

1306
電子複写機保守契約

支出負担行為担当官代理
山形地方法務局次長　寒河江
晃
（山形県山形市緑町１－５－４
８）

平成20年4月1日
山形リコー株式会社
山形県山形市流通セン
ター１－４－１

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な者は契約業者のみであり，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）

― 6,233,597 ― ―
単価契約
1枚当たり
4.5円ほか

1307
不動産登記複合処理システム〈６
０ヶ月〉賃貸借

支出負担行為担当官代理
山形地方法務局次長　寒河江
晃
（山形県山形市緑町１－５－４
８）

平成20年4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２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 15,296,472 ― ―

1308
不動産登記複合処理システム〈３
６ヶ月〉賃貸借（本局を除く）

支出負担行為担当官代理
山形地方法務局次長　寒河江
晃
（山形県山形市緑町１－５－４
８）

平成20年4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２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 3,051,192 ― ―

1309
不動産登記複合処理システム管理
用サーバ賃貸借（ＢＣ）

支出負担行為担当官代理
山形地方法務局次長　寒河江
晃
（山形県山形市緑町１－５－４
８）

平成20年4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２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 2,161,644 ― ―

261 / 375 ページ



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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1310
不動産登記記入処理システム〈６
０ヶ月〉賃貸借(新庄を除く）

支出負担行為担当官代理
山形地方法務局次長　寒河江
晃
（山形県山形市緑町１－５－４
８）

平成20年4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

不動産登記記入処理システムは，契
約業者が独自に開発・構築し，当該機
器等については前年度から継続貸借
するものであり，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）

― 2,995,392 ― ―

1311
事務処理用統合記入システム賃貸
借（寒河江，米沢，酒田，村山）

支出負担行為担当官代理
山形地方法務局次長　寒河江
晃
（山形県山形市緑町１－５－４
８）

平成20年4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２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 3,969,720 ― ―

1312
商業登記記入用印鑑装置賃貸借
（寒河江，鶴岡，酒田）

支出負担行為担当官代理
山形地方法務局次長　寒河江
晃
（山形県山形市緑町１－５－４
８）

平成20年4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
を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）

― 1,020,600 ― ―

1313 登記識別情報用印刷装置賃貸借

支出負担行為担当官代理
山形地方法務局次長　寒河江
晃
（山形県山形市緑町１－５－４
８）

平成20年4月1日

リコーリース株式会社
東京都中央区銀座７－１６
－３
株式会社リコー
東京都大田区中馬込１－
３－６

独自にシステム構築された当該機器
を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）

― 2,028,600 ― ―

1314 後納郵便料

支出負担行為担当官代理
山形地方法務局次長　寒河江
晃
（山形県山形市緑町１－５－４
８）

平成20年4月1日
郵便事業株式会社
東京都千代田区霞が関１
－３－２

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業株式会社のほかに一般信書
便事業を営むための許可を受けてい
る者がいないことから，競争を許さない
ため，随意契約としたもの。（会計法第
２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

― 3,950,040 ― ―

単価契約
定型郵便
1件当たり
８０円ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1315 電話料等

支出負担行為担当官代理
山形地方法務局次長　寒河江
晃
（山形県山形市緑町１－５－４
８）

平成20年4月1日
東日本電信電話株式会社
東京都新宿区西新宿３－
１９－２

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第２９条の３第４項，予決令第１０
２条の４第３号）

― 3,794,976 ― ―
単価契約
回線使用料
3,530円ほか

1316 ＩＰ－ＶＰＮ回線利用契約

支出負担行為担当官代理
山形地方法務局次長　寒河江
晃
（山形県山形市緑町１－５－４
８）

平成20年4月1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

登記情報システム専用の回線網として
利用しているもので，同システムの
ネットワーク環境の互換性から契約業
者以外の者との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）

― 21,348,696 ― ―

単価契約
基本額２Ｍ
157,000円
ほか

1317
電子計算機の賃貸借及びプログラ
ム・プロダクトの使用権許諾に関す
る契約

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

平成20年4月1日
日本電子計算機(株)
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
等を継続して賃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）

― 240,763,320 ― ―

1318
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（不動産登記
複合処理システム６０ヶ月）

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

平成20年4月1日
日本電子計算機(株)
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
等を継続して賃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）

― 21,973,848 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1319 バックアップセンター業務支援契約

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

平成20年4月1日
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５
－２

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，予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号）

― 10,171,576 ― ―

1320
V70システム稼働後業務支援作業
に関する契約

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

平成20年4月1日
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５
－２

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，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 7,341,444 ― ―

1321
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（不動産登記
複合処理システム３６ヶ月）

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

平成20年4月1日
日本電子計算機(株)
東京都千代田区丸の内３
－４－１

不動産登記記入処理システムは，契
約業者が独自に開発・構築し，当該機
器等については前年度から継続賃借
するものであり，競争を許さないため。
（会計法第29条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 1,685,232 ― ―

1322
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（不動産登記
複合処理システム６０ヶ月）

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

平成20年4月1日
日本電子計算機(株)
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
等を継続して賃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，予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号）

― 4,552,380 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1323
不動産登記複合処理システム管理
用サーバー一式の借料（ＢＣ）

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

平成20年4月1日
日本電子計算機(株)
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
等を継続して賃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，予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号）

― 2,163,912 ― ―

1324
商業登記記入用印鑑装置賃貸借契
約

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

平成20年4月1日
日本電子計算機(株)
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
を賃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，予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号）

― 2,041,200 ― ―

1325
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（登記事務処
理用統合記入システム）

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

平成20年4月1日
日本電子計算機(株)
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
を賃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，予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号）

― 3,423,996 ― ―

1326
登記所外設置証明書等発行請求機
賃貸借等契約

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

平成20年4月1日
日本電子計算機(株)
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
等を継続して賃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，予算決算及び会計令第
１０２条の４第３号）

― 1,025,892 ― ―

1327
登記識別情報通知用プリンター賃
貸借に関する契約

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

平成20年4月1日

リコーリース（株）
東京都中央区銀座７－１６
－３
（株）リコー
東京都大田区中馬込１－
３－６

当該機器については，前年度に引き
続き継続貸借するものであり，競争を
許さないため。（会計法第29条の３第４
項，予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号）

― 2,608,200 ― ―

1328
電子計算機の賃貸借及びプログラ
ム・プロダクトの使用権許諾に関す
る契約

支出負担行為担当官
　秋田地方法務局長　古舘芳
廣
（秋田県秋田市山王７－１－３）

平成20年4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，特例政令
第１３条第１項第２号）

― 236,777,940 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1329 IP-VPN回線使用契約一式

支出負担行為担当官
　秋田地方法務局長　古舘芳
廣
（秋田県秋田市山王７－１－３）

平成20年4月1日

エヌ・ティ・ティコミュニケー
ションズ（株）
東京都千代田区内幸町1-
1-6

登記情報システム専用の回線網として
利用しているもので，同システムの
ネットワーク環境の互換性から契約業
者以外の者との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）

― 20,391,589 ― ―

1330
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約

支出負担行為担当官
　秋田地方法務局長　古舘芳
廣
（秋田県秋田市山王７－１－３）

平成20年4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，特例政令
第１３条第１項第２号）

― 17,746,320 ― ―

1331
秋田地方法務局分室建物賃貸借契
約

支出負担行為担当官
　秋田地方法務局長　古舘芳
廣
（秋田県秋田市山王７－１－３）

平成20年4月1日
猿田興業株式会社
秋田県秋田市山王6-10-9

契約の目的物件が，バックアップセン
ターの施設として諸要件を満たす物件
であり，他に代替を求めることができな
いため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 16,192,734 ― ―

1332 バックアップセンター業務支援契約

支出負担行為担当官
　秋田地方法務局長　古舘芳
廣
（秋田県秋田市山王７－１－３）

平成20年4月1日
富士通株式会社
東京都港区東新橋１－５
－２

当該機器の保守を適正かつ迅速に行
うことができ，かつ，必要な技術能力
及び保守部品等を有する者が契約業
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）

― 11,091,995 ― ―

1333 V70システム稼動後支援作業

支出負担行為担当官
　秋田地方法務局長　古舘芳
廣
（秋田県秋田市山王７－１－３）

平成20年4月1日
富士通株式会社
東京都港区東新橋１－５
－２

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）

― 6,746,614 ― ―
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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
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予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1334
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約

支出負担行為担当官
　秋田地方法務局長　古舘芳
廣
（秋田県秋田市山王７－１－３）

平成20年4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）

― 4,870,488 ― ―

1335
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約

支出負担行為担当官
　秋田地方法務局長　古舘芳
廣
（秋田県秋田市山王７－１－３）

平成20年4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）

― 4,040,820 ― ―

1336
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約

支出負担行為担当官
　秋田地方法務局長　古舘芳
廣
（秋田県秋田市山王７－１－３）

平成20年4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）

― 3,883,920 ― ―

1337 電子複写機保守契約

支出負担行為担当官
　秋田地方法務局長　古舘芳
廣
（秋田県秋田市山王７－１－３）

平成20年4月1日
秋田リコー株式会社
秋田県秋田市卸町４－９
－１

当該機器の保守に必要な技術能力及
び保守部品を有する者が契約業者の
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１０２条
の４第３号）

― 3,407,964 ― ―

単価契約　コ
ピー1カウント
当たり4.10円
ほか7件

1338 電子複写機保守契約

支出負担行為担当官
　秋田地方法務局長　古舘芳
廣
（秋田県秋田市山王７－１－３）

平成20年4月1日

キャノンシステムアンドサ
ポート株式会社秋田支店
秋田県秋田市川尻御休町
９－１

当該機器の保守に必要な技術能力及
び保守部品を有する者が契約業者の
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１０２条
の４第３号）

― 3,392,712 ― ―

単価契約　コ
ピー1カウント
当たり5.10円
ほか11件
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1339 通信回線使用契約一式

支出負担行為担当官
　秋田地方法務局長　古舘芳
廣
（秋田県秋田市山王７－１－３）

平成20年4月1日
東日本電信電話（株）
東京都新宿区西新宿3-
19-2

通信回線については，競争の余地は
あるものの，回線使用料等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，当局においては，各業者
の料金プランを比較検討した上，通信
回線の利用形態に合った も経済的
と考えられるプランを選定し，該当の
業者と随意契約したもの。（会計法第２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 3,062,293 ― ―

1340
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約

支出負担行為担当官
　秋田地方法務局長　古舘芳
廣
（秋田県秋田市山王７－１－３）

平成20年4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）

― 2,163,912 ― ―

1341 登記識別情報プリンタ賃貸借

支出負担行為担当官
　秋田地方法務局長　古舘芳
廣
（秋田県秋田市山王７－１－３）

平成20年4月1日
リコーリース株式会社
東京都中央区銀座７－１６
－３

当該機器については，前年度に引き
続き継続貸借するものであり，競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第
４項，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 2,028,600 ― ―

1342
秋田地方法務局大館支局土地賃貸
借契約

支出負担行為担当官
　秋田地方法務局長　古舘芳
廣
（秋田県秋田市山王７－１－３）

平成20年4月1日 大館市

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）

― 1,937,807 ― ―

1343
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約

支出負担行為担当官
　秋田地方法務局長　古舘芳
廣
（秋田県秋田市山王７－１－３）

平成20年4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）

― 1,701,000 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1344 レギュラーガソリン供給

支出負担行為担当官
　 青森地方法務局長　高　橋
洋
（青森県青森市長島１ー３ー５）

平成20年4月8日
青森県石油商業共同組合
青森県青森市柳川１ー
４ー１

一般競争入札に付したが，落札者が
なかったため，随意契約によらざるを
得なかった。
（会計法第２９条の３第５項，予決令第
９９条の２）

― 1,620,832 ― ―
単価契約
１リットル１２３
円

1345 バックアップセンター業務支援作業

支出負担行為担当官
　 青森地方法務局総務課長
木　村　　　勉
（青森県青森市長島１ー３ー５）

平成20年4月1日
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４ー１ー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
を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３，予決令第１０２
条の４第３項）

― 10,631,786 ― ―

1346 Ｖ７０システム稼動後支援作業

支出負担行為担当官
　 青森地方法務局総務課長
木　村　　　勉
（青森県青森市長島１ー３ー５）

平成20年4月1日
富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中４ー１ー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
を行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３，予決令第１０２
条の４第３項）

― 5,149,968 ― ―

1347
不動産登記複合処理システム＜６
０ヶ月＞賃貸借

支出負担行為担当官
　 青森地方法務局総務課長
木　村　　　勉
（青森県青森市長島１ー３ー５）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内
３ー４ー１

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃借可能な者は，契約の
相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３，予決令第１０２
条の４第３項）

― 16,578,528 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1348
不動産登記複合処理システム＜３
６ヶ月＞賃貸借

支出負担行為担当官
　 青森地方法務局総務課長
木　村　　　勉
（青森県青森市長島１ー３ー５）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内
３ー４ー１

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃借可能な者は，契約の
相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３，予決令第１０２
条の４第３項）

― 2,336,136 ― ―

1349
不動産登記複合処理システム管理
サーバ賃貸借

支出負担行為担当官
　 青森地方法務局総務課長
木　村　　　勉
（青森県青森市長島１ー３ー５）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内
３ー４ー１

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃借可能な者は，契約の
相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３，予決令第１０２
条の４第３項）

― 2,504,484 ― ―

1350
不動産登記記入処理システム＜６
０ヶ月＞賃貸借

支出負担行為担当官
　 青森地方法務局総務課長
木　村　　　勉
（青森県青森市長島１ー３ー５）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内
３ー４ー１

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃借可能な者は，契約の
相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３，予決令第１０２
条の４第３項）

― 2,513,064 ― ―

1351 商業登記記入用印鑑装置賃貸借

支出負担行為担当官
　 青森地方法務局総務課長
木　村　　　勉
（青森県青森市長島１ー３ー５）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内
３ー４ー１

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃借可能な者は，契約の
相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３，予決令第１０２
条の４第３項）

― 1,360,800 ― ―

1352
事務処理用統合記入システム賃貸
借

支出負担行為担当官
　 青森地方法務局総務課長
木　村　　　勉
（青森県青森市長島１ー３ー５）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内
３ー４ー１

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃借可能な者は，契約の
相手方のみであるため。
（会計法第２９条の３，予決令第１０２
条の４第３項）

― 3,373,128 ― ―

1353 弘前支局の都市ガス需給

支出負担行為担当官
　 青森地方法務局総務課長
木　村　　　勉
（青森県青森市長島１ー３ー５）

平成20年4月1日
弘前ガス（株）
青森県弘前市大字松ヶ枝
１ー２ー１

ガス事業法の規定に基づき，当局にガ
スを供給可能な唯一のガス事業者で
あるため。
（会計法第２９条の３，予決令第１０２
条の４第３項）

― 1,899,039 ― ―

単価契約
1立方メートル
当たり６０.２３
円ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1354 五所川原支局の都市ガス需給

支出負担行為担当官
　 青森地方法務局総務課長
木　村　　　勉
（青森県青森市長島１ー３ー５）

平成20年4月1日
五所川原ガス（株）
青森県五所川原市大字唐
笠柳字藤巻６１１

ガス事業法の規定に基づき，当局にガ
スを供給可能な唯一のガス事業者で
あるため。
（会計法第２９条の３，予決令第１０２
条の４第３項）

― 2,219,872 ― ―

単価契約
1立方メートル
当たり１２０.４
０円ほか

1355
登記情報システム・成年後見システ
ム回線使用料

支出負担行為担当官
　 青森地方法務局総務課長
木　村　　　勉
（青森県青森市長島１ー３ー５）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内
３ー４ー１

通信回線については，競争の余地は
あるものの，回線使用料等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，各業者の料金プランを比
較検討したうえ，通信回線の利用形態
に合った も経済的と考えられるプラ
ンを選定し，当該業者と随意契約した
もの。
（会計法第２９条の３，予決令第１０２
条の４第３項）

― 5,631,481 ― ―

1356 電話使用料

支出負担行為担当官
　 青森地方法務局総務課長
木　村　　　勉
（青森県青森市長島１ー３ー５）

平成20年4月1日
東日本電信電話（株）
東京都新宿区西新宿３ー
１９ー２

通信回線については，競争の余地は
あるものの，回線使用料等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，各業者の料金プランを比
較検討したうえ，通信回線の利用形態
に合った も経済的と考えられるプラ
ンを選定し，当該業者と随意契約した
もの。
（会計法第２９条の３，予決令第１０２
条の４第３項）

― 1,363,578 ― ―

1357 料金後納郵便

支出負担行為担当官
　 青森地方法務局総務課長
木　村　　　勉
（青森県青森市長島１ー３ー５）

平成20年4月1日
郵便事業（株）
東京都千代田区霞が関
１ー３ー２

郵便法及び民間事業者による信書の
送信に関する法律に基づき，当該業
者のほかに一般信書郵便事業を営む
ための許可を受けている者がいないこ
とから，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３，予決令第１０２
条の４第３項）

― 1,416,000 ― ―
単価契約
１通８０円ほ
か
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1358 登記識別情報プリンタ賃貸借

支出負担行為担当官
　 青森地方法務局総務課長
木　村　　　勉
（青森県青森市長島１ー３ー５）

平成20年4月1日
リコーリース（株）
東京都中央区銀座７ー１
６ー３

当該機器については，前年度から継
続して賃借するものであり，競争を許
さないため。
（会計法第２９条の３，予決令第１０２
条の４第３項）

― 1,449,000 ― ―

1359
弘前支局及び八戸合同庁舎機械警
備業務

支出負担行為担当官
　 青森地方法務局総務課長
木　村　　　勉
（青森県青森市長島１ー３ー５）

平成20年4月1日
セコム（株）
東京都渋谷区神宮前１ー
５ー１

一般競争入札に付したが，落札者が
なかったため，随意契約によらざるを
得なかった。
（会計法第２９条の３第５項，予決令第
９９条の２）

― 990,000 ― ―

1360 弘前支局土地賃貸借

支出負担行為担当官
　 青森地方法務局総務課長
木　村　　　勉
（青森県青森市長島１ー３ー５）

平成20年4月1日
青森県住宅供給公社
青森県青森市新町２ー
４ー１

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，予決令第１０２
条の４第３項）

― 10,359,468 ― ―

1361 五所川原支局土地賃貸借

支出負担行為担当官
　 青森地方法務局総務課長
木　村　　　勉
（青森県青森市長島１ー３ー５）

平成20年4月1日 五所川原市

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，予決令第１０２
条の４第３項）

― 3,030,616 ― ―

1362
準備書面作成支援システム関連機
器の賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局総務管理官　工
藤聡
（北海道札幌市北区北8条西2
丁目1-１）

平成20年4月1日
北海道リコー株式会社
札幌市北区北７条西４丁
目１２番地

当該機器等については，前年度から
継続して賃借するものであり，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）

― 2,860,200 ― ―

1363
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

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局総務管理官　工
藤聡
（北海道札幌市北区北8条西2
丁目1-１）

平成20年4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
丁目４番１号

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）

― 214,992,540 ― ―

272 / 375 ページ



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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1364

電子計算機の賃貸借およびソフト
ウェアの提供に関する契約（登記複
合処理システム一式（区分1）の賃貸
料）

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局総務管理官　工
藤聡
（北海道札幌市北区北8条西2
丁目1-１）

平成20年4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
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃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）

― 36,864,816 ― ―

1365

電子計算機の賃貸借およびソフト
ウェアの提供に関する契約（登記複
合処理システム管理用サーバ一式
の賃貸料）

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局総務管理官　工
藤聡
（北海道札幌市北区北8条西2
丁目1-１）

平成20年4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
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃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）

― 2,163,912 ― ―

1366
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（登記情報シ
ステム事務処理用端末装置）

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局総務管理官　工
藤聡
（北海道札幌市北区北8条西2
丁目1-１）

平成20年4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
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃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）

― 1,207,932 ― ―

1367
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（登記複合処
理システム一式（区分２）の賃貸料）

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局総務管理官　工
藤聡
（北海道札幌市北区北8条西2
丁目1-１）

平成20年4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
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃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）

― 3,045,516 ― ―

1368
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（登記記入処
理システム一式（区分１）の賃貸料）

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局総務管理官　工
藤聡
（北海道札幌市北区北8条西2
丁目1-１）

平成20年4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
丁目４番１号

不動産登記記入処理システムは，契
約業者が独自に開発・構築し，当該機
器等については，前年度から継続賃
貸するものであり，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）

― 5,336,844 ― ―

1369
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供に関する契約（商業記入用
印刷装置一式の賃貸料）

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局総務管理官　工
藤聡
（北海道札幌市北区北8条西2
丁目1-１）

平成20年4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
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機機
を賃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）

― 2,381,400 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1370 登記所記入装置稼働後支援契約

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局総務管理官　工
藤聡
（北海道札幌市北区北8条西2
丁目1-１）

平成20年4月1日

東芝ソリューション株式会
社
東京都港区芝浦１丁目１
番１号

対象機器は契約の相手方が独自に開
発・構築し，これを賃借しているもので
あり，その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）

― 1,314,880 ― ―

1371
富士通システムエンジニアリング支
援契約（バックアップセンター業務支
援作業）

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局総務管理官　工
藤聡
（北海道札幌市北区北8条西2
丁目1-１）

平成20年4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丁目１番１号

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，道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）

― 10,951,112 ― ―

1372
システムエンジニアリング支援契約
（Ｖ７０システム稼動御支援作業）

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局総務管理官　工
藤聡
（北海道札幌市北区北8条西2
丁目1-１）

平成20年4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丁目１番１号

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，道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）

― 9,470,306 ― ―

1373
登記識別情報通知用プリンターの
賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局総務管理官　工
藤聡
（北海道札幌市北区北8条西2
丁目1-１）

平成20年4月1日
リコーリース株式会社
東京都中央区銀座７丁目
１６番３号

独自にシステム構築された当該機器
等を継続して賃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）

― 4,057,200 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1374 ＩＰ－ＶＰＮ使用回線契約一式

支出負担行為担当官代理
　札幌法務局総務管理官　工
藤聡
（北海道札幌市北区北8条西2
丁目1-１）

平成20年4月1日

ＮＴＴコミュニケーション株
式会社
東京都千代田区内幸町１
－１－６

登記情報システム専用の回線網として
利用しているもので，同システムの
ネットワーク環境の互換性から契約業
者以外の者との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）

― 26,033,625 ― ―

1375
登記所備付地図作成作業事務所賃
貸借契約

支出負担行為担当官
　札幌法務局長　佐藤努
（北海道札幌市北区北8条西2
丁目1-１）

平成20年4月30日 個人情報につき非公表

公募したところ１社のみであったため。
また，地図作成地域及びその隣接す
る地域において，作業を適正に遂行で
きる面積を有した貸事務所を所有した
者が契約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）
（公募手続実施）

― 1,050,000 ― ―
月額
13,1250円

1376
登記情報システム用電子計算機の
借入およびプログラム・プロダクトの
使用許諾権に関する契約

支出負担行為担当官代理
　函館地方法務局総務課長
吉岡　欣三
（北海道函館市新川町２５番１
８号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
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）

― 118,412,280 ― ―

1377

電子計算機の賃貸借およびソフト
ウェアの提供に関する契約
（不動産）登記複合処理システム〈６
０ヶ月〉

支出負担行為担当官代理
　函館地方法務局総務課長
吉岡　欣三
（北海道函館市新川町２５番１
８号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
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）

― 8,983,608 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1378

電子計算機の賃貸借およびソフト
ウェアの提供に関する契約
（不動産）登記記入処理システム〈６
０ヶ月〉

支出負担行為担当官代理
　函館地方法務局総務課長
吉岡　欣三
（北海道函館市新川町２５番１
８号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
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）

― 2,167,200 ― ―

1379

電子計算機の賃貸借およびソフト
ウェアの提供に関する契約
（不動産）登記複合処理システム管
理用サーバ

支出負担行為担当官代理
　函館地方法務局総務課長
吉岡　欣三
（北海道函館市新川町２５番１
８号）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内三
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
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）

― 1,997,712 ― ―

1380
バックアップセンター業務支援作業
一式

支出負担行為担当官代理
　函館地方法務局総務課長
吉岡　欣三
（北海道函館市新川町２５番１
８号）

平成20年4月1日

富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

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）

― 10,171,576 ― ―

1381 Ｖ７０システム稼動後支援作業一式

支出負担行為担当官代理
　函館地方法務局総務課長
吉岡　欣三
（北海道函館市新川町２５番１
８号）

平成20年4月1日

富士通（株）
神奈川県川崎市中原区上
小田中四丁目１番１号

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）

― 3,083,718 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1382
登記識別情報通知用プリンタ賃貸
借に関する契約一式

支出負担行為担当官代理
　函館地方法務局総務課長
吉岡　欣三
（北海道函館市新川町２５番１
８号）

平成20年4月1日

リコーリース株式会社
東京都中央区銀座７丁目
１６番３号
株式会社リコー
東京都大田区中馬込１丁
目３番６号

当該機器については，前年度に引き
続き継続貸借するものであり，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）

― 1,449,000 ― ―

1383 ＩＰ－ＶＰＮ回線

支出負担行為担当官代理
　函館地方法務局総務課長
吉岡　欣三
（北海道函館市新川町２５番１
８号）

平成20年4月1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
丁目１番６号

登記情報システム専用の回線網として
利用しているもので，同システムの
ネットワーク環境の互換性から契約業
者以外の者との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）

― 15,794,352 ― ―

1384
登記情報システム用電子計算機の
借入及びプログラム・プロダクトの使
用権許諾に関する契約

支出負担行為担当官代理
旭川地方法務局上席訟務官
播谷秀樹
（北海道旭川市花咲町4丁目
2272）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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）

― 151,234,020 ― ―

1385 登記複合処理システム賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
旭川地方法務局上席訟務官
播谷秀樹
（北海道旭川市花咲町4丁目
2272）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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）

― 14,665,224 ― ―

1386 ＩＰ－ＶＰＮ回線

支出負担行為担当官代理
旭川地方法務局上席訟務官
播谷秀樹
（北海道旭川市花咲町4丁目
2272）

平成20年4月1日

ＮＴＴコミュニケーションズ
（株）
東京都千代田区内幸町１
－１－６

登記情報システム専用の回線網として
利用しているもので，同システムの
ネットワーク環境の互換性から契約業
者以外の者との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）

― 12,357,045 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1387
ＢＣシステムエンジニアリング支援
作業契約

支出負担行為担当官代理
旭川地方法務局上席訟務官
播谷秀樹
（北海道旭川市花咲町4丁目
2272）

平成20年4月1日
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５
－２

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）

― 10,171,576 ― ―

1388
旭川地方法務局分室建物賃貸借契
約

支出負担行為担当官代理
旭川地方法務局上席訟務官
播谷秀樹
（北海道旭川市花咲町4丁目
2272）

平成20年4月1日

北海道ｼﾞｪｲ･ｱｰﾙ都市開
発（株）
北海道札幌市北区北７条
西１丁目１－５

契約の目的物が，分室の施設として諸
要件を満たす物件であり，ほかに代替
を求めることができないため，契約業
者と随意契約したもの。（会計法第29
条の3第4項，予決令第102条の4第3
号）

― 7,967,610 ― ―

1389 Ｖ７０システム稼働後支援作業契約

支出負担行為担当官代理
旭川地方法務局上席訟務官
播谷秀樹
（北海道旭川市花咲町4丁目
2272）

平成20年4月1日
富士通（株）
東京都港区東新橋１－５
－２

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）

― 4,680,366 ― ―

1390 旭川地方法務局分室電気需給

支出負担行為担当官代理
旭川地方法務局上席訟務官
播谷秀樹
（北海道旭川市花咲町4丁目
2272）

平成20年4月1日
北海道旅客鉄道（株）
北海道札幌市中央区北１
１条西１５－１－１

契約業者から賃借している施設で使
用する電力の分担金を支払うものであ
り，同者と随意契約したもの。（会計法
第29条の3第4項，予決令第102条の4
第3号）

― 3,422,261 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1391 登記記入処理システム賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
旭川地方法務局上席訟務官
播谷秀樹
（北海道旭川市花咲町4丁目
2272）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
－４－１

登記記入処理システムは，契約業者
が独自に開発・構築し，当該機器等に
ついては前年度から継続貸借するも
のであり，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）

― 3,113,460 ― ―

1392
登記複合処理システム管理用サー
バ賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
旭川地方法務局上席訟務官
播谷秀樹
（北海道旭川市花咲町4丁目
2272）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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）

― 2,163,912 ― ―

1393
登記識別情報通知用プリンター賃
貸借契約

支出負担行為担当官代理
旭川地方法務局上席訟務官
播谷秀樹
（北海道旭川市花咲町4丁目
2272）

平成20年4月1日

リコーリース(株)
東京都中央区銀座７－１６
－３
(株)リコー
東京都大田区中馬込１－
３－６

当該機器については，前年度に引き
続き継続貸借するものであり，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）

― 1,738,800 ― ―

1394 後納郵便料

支出負担行為担当官代理
旭川地方法務局上席訟務官
播谷秀樹
（北海道旭川市花咲町4丁目
2272）

平成20年4月1日
郵便事業（株）旭川支店
北海道旭川市６条通６－２
８－１

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業（株）のほかに一般信書便事
業を営むための許可を受けている者
がいないことから，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）

― 1,483,585 ― ―

単価契約
80円ほか
郵便法等の
規定に基づく
金額

1395 登記複合処理システム賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
旭川地方法務局上席訟務官
播谷秀樹
（北海道旭川市花咲町4丁目
2272）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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）

― 1,289,460 ― ―

1396
旭川地方法務局名寄支局庁舎敷地
賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
旭川地方法務局上席訟務官
播谷秀樹
（北海道旭川市花咲町4丁目
2272）

平成20年4月1日
名寄市土地開発公社
北海道名寄市大通南１－
１

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）

― 1,255,920 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1397
商業登記記入用印鑑装置賃貸借契
約

支出負担行為担当官代理
旭川地方法務局上席訟務官
播谷秀樹
（北海道旭川市花咲町4丁目
2272）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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
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）

― 1,020,600 ― ―

1398
不動産登記法第14条地図作成作業
現地事務所建物賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
旭川地方法務局上席訟務官
播谷秀樹
（北海道旭川市花咲町4丁目
2272）

平成20年4月1日 個人情報につき非公表

当局が定める地理的条件等の仕様を
満たす唯一の物件であったため。（会
計法第29条の3第4項，予決令第102
条の4第3号）

― 990,000 ― ―

1399
事務処理用統合記入システム賃貸
借契約

支出負担行為担当官代理
旭川地方法務局上席訟務官
播谷秀樹
（北海道旭川市花咲町4丁目
2272）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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
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）

― 846,696 ― ―

1400 法務省型鋼製書架の購入

支出負担行為担当官
旭川地方法務局長　篠原　睦
（北海道旭川市花咲町4丁目
2272）

平成20年4月30日
（財）矯正協会
東京都中野区新井３－３７
－２

法務局書庫で使用する書架は，法務
省型鋼製書架と定められているが，こ
の書架を製作してしているのは契約の
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）

― 5,307,939 ― 19

1401
電子計算機の賃貸借及びプログラ
ム・プロダクトの使用権許諾

支出負担行為担当官代理
釧路地方法務局次長　橋元光
司
（北海道釧路市幸町１０丁目３
番地）

平成20年4月1日
日本電子計算機 (株)
東京都千代田区丸の内３
丁目４番１号

　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。
(会計法第第２９条の３第４項，特例政
令第１３条第１項第２号)

― 161,548,380 ― ―

1402

電子計算機の賃貸借及びソフトウエ
アの提供
（登記複合処理システム一式＜６
０ヶ月＞）

支出負担行為担当官代理
釧路地方法務局次長　橋元光
司
（北海道釧路市幸町１０丁目３
番地）

平成20年4月1日
日本電子計算機 (株)
東京都千代田区丸の内３
丁目４番１号

　独自にシステム構築された当該機器
を貸借可能な者は契約の相手方のみ
であるため。
(会計法第第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第３号)

― 15,528,840 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1403 バックアップセンター業務支援

支出負担行為担当官代理
釧路地方法務局次長　橋元光
司
（北海道釧路市幸町１０丁目３
番地）

平成20年4月1日
富士通 (株)
東京都港区東新橋１丁目
５番２号

　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。
(会計法第第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第３号)

― 10,171,576 ― ―

1404 ＩＰ－ＶＰＮ使用回線契約一式

支出負担行為担当官代理
釧路地方法務局次長　橋元光
司
（北海道釧路市幸町１０丁目３
番地）

平成20年4月1日
ＮＴＴコミュニケーション㈱
東京都千代田区内幸町１
－１－６

登記情報システム専用の回線網として
利用しているもので，同システムの
ネットワーク環境の互換性から契約業
者以外の者との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）

― 9,765,492 ― ―

1405 Ｖ７０システム稼動後支援

支出負担行為担当官代理
釧路地方法務局次長　橋元光
司
（北海道釧路市幸町１０丁目３
番地）

平成20年4月1日
富士通 (株)
東京都港区東新橋１丁目
５番２号

　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。
(会計法第第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第３号)

― 4,680,366 ― ―

1406
電子計算機の賃貸借及びソフトウエ
アの提供
（登記記入処理システム６０ヶ月）

支出負担行為担当官代理
釧路地方法務局次長　橋元光
司
（北海道釧路市幸町１０丁目３
番地）

平成20年4月1日
日本電子計算機 (株)
東京都千代田区丸の内３
丁目４番１号

　独自にシステム構築された当該機器
を貸借可能な者は契約の相手方のみ
であるため。
(会計法第第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第３号)

― 3,183,012 ― ―

281 / 375 ページ



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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1407 通信回線使用料

支出負担行為担当官代理
釧路地方法務局次長　橋元光
司
（北海道釧路市幸町１０丁目３
番地）

平成20年4月1日
東日本電信電話㈱
東京都新宿区西新宿３－
１９－２

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態にあった
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第２９条の３第４項，予決令第１０
２条の４第３号）

― 3,119,088 ― ―

1408

電子計算機の賃貸借及びソフトウエ
アの提供
（登記情報システム事務処理用端末
装置）

支出負担行為担当官代理
釧路地方法務局次長　橋元光
司
（北海道釧路市幸町１０丁目３
番地）

平成20年4月1日
日本電子計算機 (株)
東京都千代田区丸の内３
丁目４番１号

　独自にシステム構築された当該機器
を貸借可能な者は契約の相手方のみ
であるため。
(会計法第第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第３号)

― 2,441,340 ― ―

1409

電子計算機の賃貸借及びソフトウエ
アの提供
（登記複合処理システム一式＜３
６ヶ月＞）

支出負担行為担当官代理
釧路地方法務局次長　橋元光
司
（北海道釧路市幸町１０丁目３
番地）

平成20年4月1日
日本電子計算機 (株)
東京都千代田区丸の内３
丁目４番１号

　独自にシステム構築された当該機器
を貸借可能な者は契約の相手方のみ
であるため。
(会計法第第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第３号)

― 2,413,632 ― ―

1410

電子計算機の賃貸借及びソフトウエ
アの提供
（登記複合処理システム管理用サー
バー一式）

支出負担行為担当官代理
釧路地方法務局次長　橋元光
司
（北海道釧路市幸町１０丁目３
番地）

平成20年4月1日
日本電子計算機 (株)
東京都千代田区丸の内３
丁目４番１号

　独自にシステム構築された当該機器
を貸借可能な者は契約の相手方のみ
であるため。
(会計法第第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第３号)

― 2,161,644 ― ―

1411
登記識別情報通知用プリンタ一式
賃貸借

支出負担行為担当官代理
釧路地方法務局次長　橋元光
司
（北海道釧路市幸町１０丁目３
番地）

平成20年4月1日
リコーリース (株)
東京都中央区銀座７丁目
１６番３号

　当該機器については，前年度に引き
続き継続貸借するものであり，競争を
許さないため。
(会計法第第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第３号)

― 1,738,800 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1412
電子計算機の賃貸借及びソフトウエ
アの提供
（商業記入用印鑑装置一式）

支出負担行為担当官代理
釧路地方法務局次長　橋元光
司
（北海道釧路市幸町１０丁目３
番地）

平成20年4月1日
日本電子計算機 (株)
東京都千代田区丸の内３
丁目４番１号

　独自にシステム構築された当該機器
を貸借可能な者は契約の相手方のみ
であるため。
(会計法第第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第３号)

― 1,360,800 ― ―

1413
登記情報システム用電子計算機の
借入及びプログラムプロダクトの使
用権許諾に関する契約　一式

支出負担行為担当官
　高松法務局総務管理官　山
室祐一
（香川県高松市丸の内１－１）

平成20年4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，特例政令
第１３条第１項第２号）

― 126,310,800 ― ―

1414 ＩＰ－ＶＰＮ回線　一式

支出負担行為担当官
　高松法務局総務管理官　山
室祐一
（香川県高松市丸の内１－１）

平成20年4月1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

登記情報システム専用の回線網として
利用しているもので，同システムの
ネットワーク環境の互換性から契約業
者以外の者との競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 17,201,711 ― ―

1415
（不動産）登記複合処理システム〈６
０か月〉借料　一式

支出負担行為担当官
　高松法務局総務管理官　山
室祐一
（香川県高松市丸の内１－１）

平成20年4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，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 12,487,080 ― ―

1416
富士通システムエンジニアリング支
援契約一式（バックアップセンター業
務支援）

支出負担行為担当官
　高松法務局総務管理官　山
室祐一
（香川県高松市丸の内１－１）

平成20年4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
行った同業者のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 9,125,927 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1417
リコー製複写機保守に関する委託
契約　一式

支出負担行為担当官
　高松法務局総務管理官　山
室祐一
（香川県高松市丸の内１－１）

平成20年4月1日
四国リコー株式会社
香川県高松市番町１－６
－８

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な者は契約業者のみであり，競争を許
さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 8,097,096 ― ―

単価契約
1枚当たり2.5
円
ほか11件

1418 丸亀支局庁舎敷地借料　一式

支出負担行為担当官
　高松法務局総務管理官　山
室祐一
（香川県高松市丸の内１－１）

平成20年4月1日
丸亀市
香川県丸亀市大手町２－
３－１

契約の目的物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，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 5,822,676 ― ―

1419
Ｖ７０システム稼動後業務支援作業
に関する契約　一式

支出負担行為担当官
　高松法務局総務管理官　山
室祐一
（香川県高松市丸の内１－１）

平成20年4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，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 3,905,523 ― ―

1420 一般電話回線　一式

支出負担行為担当官
　高松法務局総務管理官　山
室祐一
（香川県高松市丸の内１－１）

平成20年4月1日
東日本電信電話株式会社
東京都新宿区西新宿３－
１９－２

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 3,746,808 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1421
（不動産）登記記入処理システム〈６
０か月〉借料　一式

支出負担行為担当官
　高松法務局総務管理官　山
室祐一
（香川県高松市丸の内１－１）

平成20年4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

不動産登記記入処理システムは，契
約業者が独自に開発・構築し，当該機
器等については前年度から継続貸借
するものであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 2,819,560 ― ―

1422
準備書面作成支援システム機器借
料　一式

支出負担行為担当官
　高松法務局総務管理官　山
室祐一
（香川県高松市丸の内１－１）

平成20年4月1日

四国リコー株式会社
香川県高松市番町１－６
－８
リコーリース株式会社
東京都中央区銀座７－１６
－３

当該機器については，前年度に引き
続き継続貸借するものであり，競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第
４項，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 2,772,000 ― ―

1423
（不動産）登記複合処理システム管
理用サーバ借料　一式

支出負担行為担当官
　高松法務局総務管理官　山
室祐一
（香川県高松市丸の内１－１）

平成20年4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，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 1,799,900 ― ―

1424
登記識別情報通知用プリンタ借料
一式

支出負担行為担当官
　高松法務局総務管理官　山
室祐一
（香川県高松市丸の内１－１）

平成20年4月1日

リコーリース株式会社
東京都中央区銀座７－１６
－３
株式会社リコー
東京都大田区中馬込１－
３－６

当該機器については，前年度に引き
続き継続貸借するものであり，競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第
４項，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 1,738,800 ― ―

1425 後納郵便　一式

支出負担行為担当官
　高松法務局総務管理官　山
室祐一
（香川県高松市丸の内１－１）

平成20年4月1日
郵政事業株式会社
東京都千代田区霞が関１
－３－２

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業株式会社のほかに一般信書
便事業を営むための許可を受けてい
る者がいないことから，競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予
算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

― 1,512,660 ― ―

単価契約
郵便法等の
規定に基づく
金額

1426 土庄出張所庁舎敷地借料　一式

支出負担行為担当官
　高松法務局総務管理官　山
室祐一
（香川県高松市丸の内１－１）

平成20年4月1日
土庄町
香川県小豆郡土庄町甲５
５９－２

契約の目的物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，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 1,200,000 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1427
（不動産）登記複合処理システム〈３
６か月〉借料　一式

支出負担行為担当官
　高松法務局総務管理官　山
室祐一
（香川県高松市丸の内１－１）

平成20年4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，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 1,165,370 ― ―

1428 カラー印刷機借料　一式

支出負担行為担当官
　高松法務局総務管理官　山
室祐一
（香川県高松市丸の内１－１）

平成20年4月1日
石井事務機株式会社
香川県高松市松島町２－
４－８

当該機器については，前年度に引き
続き継続貸借するものであり，競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第
４項，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 1,038,240 ― ―

1429
登記情報システム用電子計算機の
借入及びプログラム・プロダクトの使
用権許諾　一式

支出負担行為担当官代理
　徳島地方法務局総務課長
　谷田智昭
（徳島県徳島市徳島町城内６
－６）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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
等を継続して賃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）

― 190,576,260 ― ―

1430
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供（（不動産）登記複合処理
システム〈６０ケ月〉）　一式

支出負担行為担当官代理
　徳島地方法務局総務課長
　谷田智昭
（徳島県徳島市徳島町城内６
－６）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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
等を継続して賃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）

― 11,962,008 ― ―

1431
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供（（不動産）登記複合処理
システム〈３６ケ月〉）　一式

支出負担行為担当官代理
　徳島地方法務局総務課長
　谷田智昭
（徳島県徳島市徳島町城内６
－６）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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
等を継続して賃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）

― 808,788 ― ―

1432
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供（（不動産）登記複合処理
システム管理用サーバ）　一式

支出負担行為担当官代理
　徳島地方法務局総務課長
　谷田智昭
（徳島県徳島市徳島町城内６
－６）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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
等を継続して賃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）

― 2,163,912 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1433
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供（（不動産）登記記入処理
システム〈６０ケ月〉）　一式

支出負担行為担当官代理
　徳島地方法務局総務課長
　谷田智昭
（徳島県徳島市徳島町城内６
－６）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
－４－１

不動産登記記入処理システムは，契
約業者が独自に開発・構築し，当該機
器等については前年度から継続貸借
するものであり，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）

― 3,385,740 ― ―

1434
電子計算機の賃貸借及びソフトウェ
アの提供（商業登記記入用印鑑装
置）　一式

支出負担行為担当官代理
　徳島地方法務局総務課長
　谷田智昭
（徳島県徳島市徳島町城内６
－６）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
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
を賃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）

― 1,020,600 ― ―

1435
バックアップセンター業務支援作業
一式

支出負担行為担当官代理
　徳島地方法務局総務課長
　谷田智昭
（徳島県徳島市徳島町城内６
－６）

平成20年4月1日
富士通（株）
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）

― 10,171,576 ― ―

1436
Ｖ７０システム稼動後支援作業（分
室ほか５庁）　一式

支出負担行為担当官代理
　徳島地方法務局総務課長
　谷田智昭
（徳島県徳島市徳島町城内６
－６）

平成20年4月1日
富士通（株）
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）

― 4,680,366 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1437 ＩＰ－ＶＰＮ回線使用料

支出負担行為担当官代理
　徳島地方法務局総務課長
　谷田智昭
（徳島県徳島市徳島町城内６
－６）

平成20年4月1日

エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ（株）
東京都千代田区内幸町一
丁目１番６号

登記情報システム専用の回線網として
利用しているもので，同システムの
ネットワーク環境の互換性から契約業
者以外の者との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）

― 14,936,167 ― ―

1438 通信回線使用料

支出負担行為担当官代理
　徳島地方法務局総務課長
　谷田智昭
（徳島県徳島市徳島町城内６
－６）

平成20年4月1日
東日本電信電話（株）
東京都新宿区西新宿３－
１９－２

通信回線使用料については，競争の
余地はあるものの，電話料金等の各
プランはいずれも関係業者の約款に
定められているものであり，一般競争
入札による価格競争を行うことは現実
的でない。そこで，当局においては，各
業者の料金プランを比較検討した上，
当局の通信回線の利用形態に合った

も経済的と考えられるプランを選定
し，該当の業者と随意契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 3,246,458 ― ―

1439 後納郵便料

支出負担行為担当官代理
　徳島地方法務局総務課長
　谷田智昭
（徳島県徳島市徳島町城内６
－６）

平成20年4月1日
郵便事業（株）
東京都千代田区霞が関１
－３－２

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業株式会社のほかに一般信書
便事業を営むための許可を受けてい
る者がいないことから，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）

― 1,944,520 ― ―
単価契約
基本料金８０
円外

1440
電子計算機の賃貸借及びプログラ
ム・プロダクトの使用権許諾に関す
る契約書

支出負担行為担当官代理
高知地方法務局次長　村川広
視
（高知市小津町４－３０）

平成20年4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，特例政令
第１３条第１項第２号）

― 190,019,340 ― ―

1441
不動産登記複合処理システム一式
借料

支出負担行為担当官代理
高知地方法務局次長　村川広
視
（高知市小津町４－３０）

平成20年4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）

― 16,530,288 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1442
不動産登記記入処理システム一式
借料

支出負担行為担当官代理
高知地方法務局次長　村川広
視
（高知市小津町４－３０）

平成20年4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）

― 3,710,700 ― ―

1443
不動産登記複合処理システム管理
用サーバ一式借料

支出負担行為担当官代理
高知地方法務局次長　村川広
視
（高知市小津町４－３０）

平成20年4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）

― 2,163,912 ― ―

1444
不動産登記複合処理システム一式
借料

支出負担行為担当官代理
高知地方法務局次長　村川広
視
（高知市小津町４－３０）

平成20年4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）

― 1,339,116 ― ―

1445
システムエンジニアリング支援契約
（バックアップセンター業務支援）

支出負担行為担当官代理
高知地方法務局次長　村川広
視
（高知市小津町４－３０）

平成20年4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）

― 10,171,576 ― ―

289 / 375 ページ



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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1446
システムエンジニアリング支援契約
(V70システム稼動後支援）

支出負担行為担当官代理
高知地方法務局次長　村川広
視
（高知市小津町４－３０）

平成20年4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）

― 5,212,582 ― ―

1447
不動産登記識別情報プリンター借
料

支出負担行為担当官代理
高知地方法務局次長　村川広
視
（高知市小津町４－３０）

平成20年4月1日
リコーリース株式会社
東京都中央区銀座７－１６
－３

当該機器については，前年度に引き
続き継続貸借するものであり，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）

― 1,738,800 ― ―

1448 ＩＰ－ＶＰＮ回線一式

支出負担行為担当官代理
高知地方法務局次長　村川広
視
（高知市小津町４－３０）

平成20年4月1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

登記情報システム専用の回線網として
利用しているもので，同システムの
ネットワーク環境の互換性から契約業
者以外の者との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）

― 18,752,974 ― ―

1449 通信回線使用料

支出負担行為担当官代理
高知地方法務局次長　村川広
視
（高知市小津町４－３０）

平成20年4月1日
東日本電信電話株式会社
東京都新宿区西新宿３－
１９－２

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 5,152,576 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1450 複写機保守料

支出負担行為担当官代理
高知地方法務局次長　村川広
視
（高知市小津町４－３０）

平成20年4月1日
四国リコー株式会社
高松市番町１－６－８

契約対象である複写機の保守業務等
を迅速・確実に遂行可能な者は契約
業者のみであり，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）

― 4,590,844 ― ―

単価契約
１枚当たり
４．８８円
ほか５件

1451 後納郵便料

支出負担行為担当官代理
高知地方法務局次長　村川広
視
（高知市小津町４－３０）

平成20年4月1日
郵便事業株式会社
東京都千代田区霞が関１
－３－２

郵便法及び民間業者による信書の送
達に関する法律の規定に基づき，郵
便事業株式会社のほかに一般信書便
事業を営むための許可を受けている
者がいないことから，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）

― 2,629,180 ― ―
単価契約
１件当たり
８０円ほか

1452
清掃管理請負契約
（四万十支局）

支出負担行為担当官代理
高知地方法務局次長　村川広
視
（高知市小津町４－３０）

平成20年4月1日
株式会社ビル環境衛生管
理
高知市桟橋通４－７－１７

一般競争入札によって落札した者が
契約を締結しないため，落札金額の制
限内で随意契約したもの。
（予決令第９９条の３）

― 2,625,000 ― ―

1453
本局登記部門外８庁電子計算機賃
借料及びプログラムプロダクト使用
権許諾

  支出負担行為担当官
　松山地方法務局長
　武下　満
　　（松山市宮田町１８８－６）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
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）

― 225,972,180 ― ―

1454 ＢＣ室外ＩＰ－ＶＰＮ回線使用料

  支出負担行為担当官
　松山地方法務局長
　武下　満
　　（松山市宮田町１８８－６）

平成20年4月1日

ＮＴＴコミュニケーションズ
（株）
東京都千代田区内幸町１
丁目１番６号

登記情報システム専用の回線網として
利用しているもので，同システムの
ネットワーク環境の互換性から契約業
者以外の者との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）

― 34,668,000 ― ―

1455
登記部門外７庁不動産登記複合処
理システム賃借料

  支出負担行為担当官
　松山地方法務局長
　武下　満
　　（松山市宮田町１８８－６）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
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）

― 20,924,112 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1456
バックアップセンター業務運用ＳＥ支
援作業

  支出負担行為担当官
　松山地方法務局長
　武下　満
　　（松山市宮田町１８８－６）

平成20年4月1日
富士通（株）
東京都港区東新橋１丁目
５番２号

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）

― 10,171,576 ― ―

1457
登記部門外７庁登記所システム及
びＢＣ室不動産集中処理システムＣ
ＰＵ稼働後ＳＥ支援作業

  支出負担行為担当官
　松山地方法務局長
　武下　満
　　（松山市宮田町１８８－６）

平成20年4月1日
富士通（株）
東京都港区東新橋１丁目
５番２号

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）

― 6,809,228 ― ―

1458 複写機保守料

  支出負担行為担当官
　松山地方法務局長
　武下　満
　　（松山市宮田町１８８－６）

平成20年4月1日
(株)クロダ商会
松山市宮田町１０８番地１

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な者は契約業者のみであり，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）

― 5,747,829 ― ―
単価契約
1枚当たり4.5
円　他７件

1459 ガス供給契約一式

  支出負担行為担当官
　松山地方法務局長
　武下　満
　　（松山市宮田町１８８－６）

平成20年4月1日
四国ガス(株)
今治市南大門町２丁目２
番地４

ガス事業法の規定に基づくガス事業を
経営する者が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）

― 4,411,844 ― ―

単価契約
１立法メート
ル当たり
５３．７８円外
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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
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在地
契約を締結した日
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（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1460
大洲支局外７庁不動産登記記入処
理システム賃借料

  支出負担行為担当官
　松山地方法務局長
　武下　満
　　（松山市宮田町１８８－６）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
丁目４番１号

不動産登記記入処理システムは，契
約業者が独自に開発・構築し，当該機
器等については前年度から継続賃借
するものであり，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）

― 4,287,900 ― ―

1461 電話料等

  支出負担行為担当官
　松山地方法務局長
　武下　満
　　（松山市宮田町１８８－６）

平成20年4月1日

東日本電信電話（株）
東京都新宿区西新宿３丁
目１９番２号
ＮＴＴコミュニケーションズ
（株）
東京都千代田区内幸町１
丁目１番６号

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第２９条の３第４項，予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

― 4,034,000 ― ―

1462
登記所外設置証明書等発行請求機
賃借料

  支出負担行為担当官
　松山地方法務局長
　武下　満
　　（松山市宮田町１８８－６）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
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）

― 2,380,512 ― ―

1463
本局登記部門外６庁の不動産登記
複合処理システム賃借料

  支出負担行為担当官
　松山地方法務局長
　武下　満
　　（松山市宮田町１８８－６）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
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）

― 2,334,264 ― ―

1464
登記識別情報通知用プリンター賃
貸借に関する契約

  支出負担行為担当官
　松山地方法務局長
　武下　満
　　（松山市宮田町１８８－６）

平成20年4月1日
リコーリース株式会社
東京都中央区銀座７－１
－６－３

器機については，前年度に引き続き継
続貸借するものであり，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）

― 2,318,400 ― ―
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1465 複写機保守料

  支出負担行為担当官
　松山地方法務局長
　武下　満
　　（松山市宮田町１８８－６）

平成20年4月1日
富士ゼロックス四国(株)
香川県高松市磨屋町８番
地１

保守業務等を迅速・確実に遂行可能
な者は契約業者のみであり，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）

― 2,185,535 ― ―
単価契約
1枚当たり4.7
円　他３件

1466
バックアップセンター不動産登記複
合処理システム管理用サーバ賃借
料

  支出負担行為担当官
　松山地方法務局長
　武下　満
　　（松山市宮田町１８８－６）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
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）

― 2,161,644 ― ―

1467 水供給契約一式

  支出負担行為担当官
　松山地方法務局長
　武下　満
　　（松山市宮田町１８８－６）

平成20年4月1日
松山市公営企業局
松山市二番町四丁目７番
地２

水道法第６条の規定に基づく水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
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）

― 1,807,075 ― ―

単価契約
１立法メート
ル当たり
２７８円外

1468 後納郵便料

  支出負担行為担当官
　松山地方法務局長
　武下　満
　　（松山市宮田町１８８－６）

平成20年4月1日
郵便事業(株)
東京都千代田区霞が関１
丁目３－２

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業株式会社のほかに一般信書
便事業を営むための許可を受けてい
る者がいないことから，競争を許さない
ため，随意契約としたもの。（会計法第
２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

― 1,652,320 ― ―
単価契約
1件当たり80
円

1469 郵便切手類及び印紙

  支出負担行為担当官
　松山地方法務局長
　武下　満
　　（松山市宮田町１８８－６）

平成20年4月1日
松山法務会
松山市宮田町１８８番地６

券種ごとの販売価格が法律により定
められており，価格競争の余地がない
ため。（会計法第29条の3第4項，予決
令第１０２条の４第３号)

― 1,650,750 ― ―
単価契約
1件当たり80
円　他

1470 八幡浜支局庁舎敷地借料

  支出負担行為担当官
　松山地方法務局長
　武下　満
　　（松山市宮田町１８８－６）

平成20年4月1日 八幡浜市外

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
達成しないため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

― 1,200,000 ― ―
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1471
宇和島支局外４庁の登記情報シス
テム事務処理用端末装置賃貸借契
約

  支出負担行為担当官
　松山地方法務局長
　武下　満
　　（松山市宮田町１８８－６）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
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）

― 1,189,536 ― ―

1472
大洲支局外２庁商業記入用印鑑装
置賃貸借

  支出負担行為担当官
　松山地方法務局長
　武下　満
　　（松山市宮田町１８８－６）

平成20年4月1日
日本電子計算機（株）
東京都千代田区丸の内３
丁目４番１号

独自にシステム構築された当該機器
を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）

― 1,020,600 ― ―

1473 砥部出張所借上駐車場代

  支出負担行為担当官
　松山地方法務局長
　武下　満
　　（松山市宮田町１８８－６）

平成20年4月1日 個人情報により非開示

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
達成しないため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

― 840,000 ― ―

1474
水道供給等契約
3,372㎥
（平成20年度使用見込量）

支出負担行為担当官
　仙台矯正管区長　岩下充雄
　仙台市若林区古城3-23-1

平成20年4月1日
仙台市水道局
宮城県仙台市太白区南大
野田29-1

　水道法第6条の規定に基づき，水道
事業を経営する者が契約の相手方の
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）。

― 2,052,291 ― ―
単価契約
205円/㎥ほ
か10件

1475 固定電話回線使用及び通話
支出負担行為担当官
　仙台矯正管区長　岩下充雄
　仙台市若林区古城3-23-1

平成20年4月1日
東日本電信電話㈱
新宿区西新宿3-19-2

　電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの（会計
法第29条の3第4項，予決令第102条
の4第3号）。

― 1,192,968 ― ―
単価契約
回線使用料
2,500円ほか
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1476 複写機2台保守契約
支出負担行為担当官
　仙台矯正管区長　岩下充雄
　仙台市若林区古城3-23-1

平成20年4月1日
㈱太陽事務機
仙台市宮城野区高砂
1丁目10-2

　契約業者は当該複写機の納入業者
であり，他に保守及び消耗品の安定
供給を行う業者が他にないため（会計
法第29条の3第4項，予決令第102条
の4第3号）。

― 1,042,610 ― ―
単価契約
4.70円/枚
ほか

1477 後納郵便料
支出負担行為担当官
名古屋矯正管区長　古川髙志
名古屋市東区白壁1-15-1

平成20年4月1日
郵便事業㈱
名古屋市中区大須３－１
－１０

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業株式会社のほかに一般信書
便事業を営むための許可を受けてい
る者がいないことから，競争を許さない
ため，随意契約としたもの。（会計法第
２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

― 1,200,000 ― ―
単価契約
1件８０円　他

1478 水道供給等契約

支出負担行為担当官
　福岡矯正管区長　児玉一雄
福岡県福岡市東区若宮５－３
－５３

平成20年4月1日

財福岡市水道サービス公
社
福岡市東区箱崎２丁目５４
番８号

水道法第６条の規定に基づき契約の
相手方が決められていることから競争
が存在しない。（会計法第２９条の３第
４項，予決令第１０２条の４第３号）

― 3,677,992 ― ―

単価契約
上水道
１７５円／１㎥
下水道
１３円／１㎥

1479 旭川刑務所公共上水道基本契約

支出負担行為担当官
旭川刑務所長　松田　治
北海道旭川市東鷹栖3線20号
620番地

平成20年4月1日

旭川市水道事業管理者
旭川市上常磐町1丁目

水道法第6条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため（会計法２９条の３第４項及
び予決令１０２条の４第３号）

― 27,777,101 ― ―

単価契約
127.5円/㎥
(基本料金)
ほか

1480
帯広刑務所　上水道
81,408m3

支出負担行為担当官
　帯広刑務所長　澤村佳夫
帯広市別府町南１３－３３

平成20年4月1日
帯広市水道局
北海道帯広市西５条南７
丁目１番地

水道法第６条により他に認可業者が
いない（会計法29条の3第4項及び予
決令102条の4第3号による）

― 54,906,739 ― ―
単価契約
１ｍ３
３５７円

1481
帯広刑務所　下水道
77,855m3

支出負担行為担当官
　帯広刑務所長　澤村佳夫
帯広市別府町南１３－３３

平成20年4月1日
帯広市水道局
北海道帯広市西５条南７
丁目１番地

水道法第６条により他に認可業者が
いない（会計法29条の3第4項及び予
決令102条の4第3号による）

― 27,170,715 ― ―
単価契約
１ｍ３
２９４円
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1482
帯広刑務所医療検査
３９７件

支出負担行為担当官
　帯広刑務所長　澤村佳夫
帯広市別府町南１３－３３

平成20年4月1日
㈲十勝臨床検査センター
北海道帯広市西１９条北１
丁目１－１３

十勝地方には他に検査可能な業者が
いない（会計法29条の3第4項及び予
決令102条の4第3号による）

― 1,225,826 ― ―

単価契約
血清淡白
９６円外２４７
件

1483 釧路刑務支所　上下水道
支出負担行為担当官
　帯広刑務所長　澤村佳夫
帯広市別府町南１３－３３

平成20年4月1日
釧路市上下水道部
釧路市南大通2-1

水道法第６条により他に認可業者が
いない（会計法29条の3第4項及び予
決令102条の4第3号による）

― 27,016,107 ― ―

単価契約
上水道１m3
235.2円
下水道１ｍ3
373.8円

1484 公共上下水道供給契約
支出負担行為担当官
網走刑務所長　茂木　嘉則
北海道網走市字三眺

平成20年4月1日
網走市水道事業
北海道網走市南６条東３
丁目

水道法第６条の規定に基づき、水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため（会計法２９条の３第４項及
び予決令１０２条の４第３号）

― 86,631,507 ― ―
単価契約
２６７円/㎥
他基本料金

1485
自家用電気工作物に係る保安
管理業務の委託契約

支出負担行為担当官
網走刑務所長　茂木　嘉則
北海道網走市字三眺

平成20年4月1日
財団法人北海道電気保安
協会北海道札幌市中央区
北１条東３丁目１番地１

当所は電気主任技術者を選任してい
ないことから、昭和６３年５月２日付け
６３札通施第１３０号に基づき（財）北
海道電気保安協会に電気工作物に係
る保安管理業務を委託している。（会
計法第２９条の３第４号、予決令第１０
２条の４第３号）

― 1,755,180 ― ― 　

1486
オフセット印刷機借入契約
（平成２０年度契約分）

支出負担行為担当官
　月形刑務所長　矢　鳴　信
行
北海道樺戸郡月形町１０１１番
地

平成20年4月1日
中道リース㈱
北海道札幌市中央区北１
条東３丁目３番地

契約の性質若しくは目的が競争を許さ
ない場合。
（会計法２９条の３第４項及び予決令１
０２条の４第３号）
※平成１９年１０月４日一般競争入札
実施の上契約（借入期間５年）

― 16,632,000 ― ―

原契約日
平成１９年10
月4日
借入期間
平成１９年１２
月１日～平成
２４年１１月３
０日

1487
公共上下水道供給
（１６０，０００㎥）

支出負担行為担当官
　函館少年刑務所長　新井英
敏
北海道函館市金堀町６－１１

平成20年4月1日
函館市水道局
北海道函館市末広町５－
１４

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
でありため。（会計法第２９条の３第４
項及び予決令第１０２条の４第３号）

― 59,458,000 ― ―
単価契約
153.30円/㎥
ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1488 臨床検査料

支出負担行為担当官代理
宮城刑務所処遇部長 伊藤武
美
仙台市若林区古城２－３－１

平成20年4月1日

宮城県医師会健康セン
ター
仙台市宮城野区安養寺3-
７-5

検査項目が多岐に渡り，全ての検査
に対応できる業者が限定されることか
ら，予決令第102条の4の三の規定に
より随意契約とした。

― 2,775,699 ― ―

単価契約
生化学検査
Ⅰ・１５５円ほ
か

1489 上下水道料

支出負担行為担当官代理
宮城刑務所処遇部長 伊藤武
美
仙台市若林区古城２－３－１

平成20年4月1日
仙台市水道局
仙台市太白区南大野田２
９－１

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため（会計法第２９条の３第４項
及び予決令１０２条の４第３号）

― 107,115,133 ― ―
単価契約
1503円/m３

1490 都市ガス

支出負担行為担当官代理
宮城刑務所処遇部長 伊藤武
美
仙台市若林区古城２－３－１

平成20年4月1日
仙台市ガス局
仙台市宮城野区幸町５－
１３－１

ガス事業法の規定に基づく，ガス事業
を経営する者が契約の相手方のみで
あるため（会計法第２９条の３第４項及
び予決令１０２条の４第３号）

― 8,362,081 ― ―
単価契約
152.65円/m３

1491 物品運送契約

支出負担行為担当官
　秋田刑務所長　　　浦　　　寛
美
秋田県秋田市川尻新川町１－
１

平成20年4月1日
東北福山通運㈱　秋田県
秋田市御所野湯本6丁目
1-1

予決令99の8，運送又は保管をさせる
とき，を適用した。

― 4,494,000 ― ―
単価契約
１０kgまで903
円ほか

1492 A重油供給契約

支出負担行為担当官
　盛岡少年刑務所長　松村憲
一
盛岡市上田字松屋敷１１－１１

平成20年4月1日
北日本石油㈱盛岡支店
盛岡市川目町１－５

一般競争入札に付したが落札者がい
なかったため。
（予決令第９９条の２）

― 20,170,500 ― ―
単価契約
１リットル
89.25円

1493 臨床心理（処遇）業務委託契約

支出負担行為担当官代理
　栃木刑務所総務部長　田村
徹太郎
栃木県栃木市惣社町２４８４

平成20年4月1日 個人情報につき非公表
公募を行い随意契約とした。（会計法
第２９条の３及び予決令第１０２条の４
第３号）

― 2,319,444 ― ―
単価契約
4935円／時
間（税別）

298 / 375 ページ



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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1494 上水道供給契約

支出負担行為担当官代理
　栃木刑務所総務部長　田村
徹太郎
栃木県栃木市惣社町２４８４

平成20年4月1日
栃木市長　日向野義幸
栃木市薗部３－１３－２４
栃木市役所水道庁舎

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため（会計法２９条の３第４項及
び予決令１０２条の４第３号）

― 1,767,870 ― ―
単価契約
１９５円／㎥
ほか

1495
喜連川社会復帰促進センター内診
療所管理運営業務

支出負担行為担当官
喜連川社会復帰促進センター
長　室井誠一
栃木県さくら市喜連川5547番
地

平成20年4月1日

栃木県厚生農業協同組合
連合会
栃木県宇都宮市戸祭町
2574番地

喜連川社会復帰促進センター内の同
連合会における医療管理委託につい
ては，栃木県が構造改革特別区域法
に基づき，内閣府に特区申請を行い，
本体制で実施することを認められたた
め。（会計法第29条の3第4項，予決令
第102条の4第3号）

― 163,127,060 ― ―

1496 総務系業務民間委託(用度）

支出負担行為担当官
　前橋刑務所処遇部長　鍬田
修
群馬県前橋市南町１－２３－７

平成20年4月1日
テンプスタッフグロウ㈱
群馬県前橋市南町３－３８
－１

再度の入札をしても落札者がなかった
ため随意契約した。（予決令第99条の
2）

― 2,296,350 ― ―

1497 総務系業務民間委託(用度給養）

支出負担行為担当官
　前橋刑務所処遇部長　鍬田
修
群馬県前橋市南町１－２３－７

平成20年4月1日
アデコ㈱
埼玉県さいたま市大宮区
桜木町１－１０－１６

再度の入札をしても落札者がなかった
ため随意契約した。（予決令第99条の
2）

― 2,551,500 ― ―

1498 前橋刑務所上下水道

支出負担行為担当官
　前橋刑務所処遇部長　鍬田
修
群馬県前橋市南町１－２３－７

平成20年4月1日
前橋市水道局
前橋市岩神３－１３－１５

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため（会計法第２９条の３第４項
及び予決令１０２条の４第３号）

― 16,491,794 ― ―

単価契約
１立方メート
ル当たり１１
６．５５円
ほか

1499 高崎拘置支所上下水道

支出負担行為担当官
　前橋刑務所処遇部長　鍬田
修
群馬県前橋市南町１－２３－７

平成20年4月1日
高崎市水道局
高崎市高松３５－１

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため（会計法第２９条の３第４項
及び予決令１０２条の４第３号）

― 2,077,973 ― ―

単価契約
１立方メート
ル当たり１２
２．８５円
ほか
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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
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落札率
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1500 太田拘置支所上下水道

支出負担行為担当官
　前橋刑務所処遇部長　鍬田
修
群馬県前橋市南町１－２３－７

平成20年4月1日
太田市水道局
太田市浜町２－３５

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため（会計法第２９条の３第４項
及び予決令１０２条の４第３号）

― 1,627,989 ― ―

単価契約
１立方メート
ル当たり８４
円
ほか

1501 電話契約

支出負担行為担当官代理
　千葉刑務所総務部長　大當
紀彦
千葉県県千葉市貝塚町１９２番
地

平成20年4月1日
東日本電信電話㈱
東京都新宿区西新宿３－
１９－２

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的では
ない。そこで，法務省においては，各
業者の料金プランを比較検討した上，
法務省の電話等の利用形態に合った

も経済的と考えられるプランを選定
し，当該の業者と随意契約したもの。
（会計法２９条の３第４項及び予決令１
０２条の４第３号）

― 3,486,813 ― ―
単価契約
4.5円／分
ほか

1502
公共上水道契約
（松戸拘置支所含む）

支出負担行為担当官代理
　千葉刑務所総務部長　大當
紀彦
千葉県県千葉市貝塚町１９２番
地

平成20年4月1日
千葉県水道局
千葉県千葉市中央区南町
1-4-7

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため（会計法２９条の３第４項及
び予決令１０２条の４第３号）

― 96,265,170 ― ―
単価契約
441円／㎥
ほか

1503 公共下水道契約

支出負担行為担当官代理
　千葉刑務所総務部長　大當
紀彦
千葉県県千葉市貝塚町１９２番
地

平成20年4月1日
千葉市
千葉県千葉市中央区1-1

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため（会計法２９条の３第４項及
び予決令１０２条の４第３号）

― 63,305,751 ― ―
単価契約
342円／㎥
ほか

1504
公共下水道契約
（松戸拘置支所分）

支出負担行為担当官代理
　千葉刑務所総務部長　大當
紀彦
千葉県県千葉市貝塚町１９２番
地

平成20年4月1日
松戸市
千葉県松戸市387-5

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため（会計法２９条の３第４項及
び予決令１０２条の４第３号）

― 9,671,944 ― ―
単価契約
464円／㎥
ほか
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1505
公共上下水道契約
（木更津拘置支所分）

支出負担行為担当官代理
　千葉刑務所総務部長　大當
紀彦
千葉県県千葉市貝塚町１９２番
地

平成20年4月1日
木更津市
千葉県木更津市2-8

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため（会計法２９条の３第４項及
び予決令１０２条の４第３号）

― 2,040,026 ― ―

単価契約
上470円／㎥
下230円／㎥
ほか

1506 水道供給契約

支出負担行為担当官
　八王子医療刑務所長　岩堀
武司
東京都八王子市子安町3－26
－1

平成20年4月1日
八王子市水道部業務課
東京都八王子市元本郷町
３－２４－１

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため。（会計法第29条の3第4項
及び予決令第102条の4第3号）

― 27,374,119 ― ―
基本料金
189,136円
ほか

1507
超音波白内障手術装置一式賃貸借
契約

支出負担行為担当官
　八王子医療刑務所長　岩堀
武司
東京都八王子市子安町3－26
－1

平成20年4月1日
住商リース㈱
東京都千代田区一ツ橋２
－１－１

契約業者は，当初からの供給者であ
り，供給者を変更することにより，機器
の稼動に支障が生じることになるた
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）

― 4,026,960 ― ―

1508
超伝導磁気共鳴診断装置一式賃貸
借契約

支出負担行為担当官
　八王子医療刑務所長　岩堀
武司
東京都八王子市子安町3－26
－1

平成20年4月1日
芙蓉総合リース㈱
東京都千代田区三崎町３
－３－２３

契約業者は，当初からの供給者であ
り，供給者を変更することにより，機器
の稼動に支障が生じることになるた
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）

― 23,375,520 ― ―

1509 X線テレビ装置一式賃貸借契約

支出負担行為担当官
　八王子医療刑務所長　岩堀
武司
東京都八王子市子安町3－26
－1

平成20年4月1日
東芝医用ファイナンス㈱
東京都文京区本郷３－１５
－２

契約業者は，当初からの供給者であ
り，供給者を変更することにより，機器
の稼動に支障が生じることになるた
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）

― 2,090,340 ― ―

1510 自動免疫測定装置一式賃貸借契約

支出負担行為担当官
　八王子医療刑務所長　岩堀
武司
東京都八王子市子安町3－26
－1

平成20年4月1日
協同リース㈱
東京都千代田区神田駿河
台２－９－１７

契約業者は，当初からの供給者であ
り，供給者を変更することにより，機器
の稼動に支障が生じることになるた
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）

― 2,421,084 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1511
生化学自動分析装置一式賃貸借契
約

支出負担行為担当官
　八王子医療刑務所長　岩堀
武司
東京都八王子市子安町3－26
－1

平成20年4月1日
協同リース㈱
東京都千代田区神田駿河
台２－９－１７

契約業者は，当初からの供給者であ
り，供給者を変更することにより，機器
の稼動に支障が生じることになるた
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）

― 3,081,324 ― ―

1512 X線CT検査装置一式賃貸借契約

支出負担行為担当官
　八王子医療刑務所長　岩堀
武司
東京都八王子市子安町3－26
－1

平成20年4月1日

ジーイーキャピタルリーシ
ング㈱
東京都港区赤坂５－２－２
０

契約業者は，当初からの供給者であ
り，供給者を変更することにより，機器
の稼動に支障が生じることになるた
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）

― 9,568,440 ― ―

1513
厨房排水処理設備保守業務委託契
約一式

支出負担行為担当官
府中刑務所長　村上　淸正
東京都府中市晴見町４－１０

平成20年4月1日
三洋設備工業㈱
東京都千代田区大手町２
－６－２

本件の厨房排水処理は,設置業者であ
る三洋設備工業㈱が特許承認済みの
処理業者と技術供与契約を締結して
処理を行うため,三洋設備工業㈱以外
に処理を行う者がないため。
（会計法第２９条の３第４項,予算令第
１０２条の４第３号）

― 3,654,000 ― ―

1514 新聞購読契約一式
支出負担行為担当官
府中刑務所長　村上　淸正
東京都府中市晴見町４－１０

平成20年4月1日

㈲読売新聞府中北部専売
所
東京都府中市新町１－１
－３

本件は読売新聞の購読購買契約で対
象地区が確立されており,当所の所在
する地域は㈲読売新聞府中北部専売
所とされ,一般競争に参加する者が他
にないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 3,626,700 ― ―
読売新聞７６
部ほか1件

1515
警備業務委託契約
（業務管理責任者）

支出負担行為担当官
府中刑務所長　村上　淸正
東京都府中市晴見町４－１０

平成20年4月1日

首都圏ビルサービス協同
組合
東京都港区赤坂１－１－１
６

本件は現在継続中の国庫債務負担行
為契約に業務管理責任者を常駐化さ
せる契約であり，現契約の相手方以外
に契約できる者がないため。
（会計法第２９条の３弟４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 3,213,000 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1516
警備業務委託契約
（６業務）

支出負担行為担当官
府中刑務所長　村上　淸正
東京都府中市晴見町４－１０

平成20年4月1日

首都圏ビルサービス協同
組合
東京都港区赤坂１－１－１
６

本件は現在継続中の国庫債務負担行
為の警備業務委託契約に６業務の追
加を行うものであるが，現契約には業
務管理責任者が配置されるところ，仮
に競争により他の者が契約を行う場合
は６業務の従事者のほかに業務管理
責任者を配置させることとなり，複数請
負による業務管理責任者の重複配置
経費の支出を避ける必要から，現契
約の相手方以外に契約できる者がな
いため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第４号）

― 17,067,456 ― ―

1517
都市ガス需給契約（空調用）ほか１
件

支出負担行為担当官
府中刑務所長　村上　淸正
東京都府中市晴見町４－１０

平成20年4月1日
東京ガス㈱
東京都港区海岸１－５－２
０

ガスの使用量が入札の対象となる量
に達していないところ，ガスを安定的か
つ継続的に供給できる者は契約の相
手方以外にないと判断したため。（会
計法第２９条の３第４項,予決令第１０２
条の４第３号）

― 6,370,564 ― ―
単価契約
１ｍ3当たり
139.74円ほか

1518 上下水道契約（１５０㎜）ほか１件
支出負担行為担当官
府中刑務所長　村上　淸正
東京都府中市晴見町４－１０

平成20年4月1日
東京都水道局
東京都府中市幸町２－２４

水道法法の規定に基づく水道事業者
が東京都水道局のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項,予決令第
１０２条の４第３号）

― 27,335,441 ― ―
単価契約
１ｍ3当たり
424.2円ほか

1519 下水道契約　一式
支出負担行為担当官
府中刑務所長　村上　淸正
東京都府中市晴見町４－１０

平成20年4月1日
東京都水道局
東京都府中市幸町２－２４

水道法法の規定に基づく水道事業者
が東京都水道局のみであるため。
（会計法第２９条の３第４項,予決令第
１０２条の４第３号）

― 104,762,059 ― ―
単価契約
１ｍ3当たり
174.3円ほか

1520 電話（一般電話）契約　一式
支出負担行為担当官
府中刑務所長　村上　淸正
東京都府中市晴見町４－１０

平成20年4月1日
東日本電信電話㈱
北海道札幌市中央区南十
四条西１３－３－３３

電話料金は競争の余地があるが,約款
により定められた料金の競争を行うこ
とは現実的ではないため,当所の利用
形態に合った も経済的なプランの業
者と随意契約としたもの。
（会計法第２９条の３第４項,予決令第
１０２条の４第４号ロ）

― 1,638,677 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1521 郵便物後納契約　一式
支出負担行為担当官
府中刑務所長　村上　淸正
東京都府中市晴見町４－１０

平成20年4月1日
郵便事業㈱武蔵府中支店
東京都府中市寿町１－７

郵便事業㈱のほかに一般信書便事業
を営むための許可を受けた者がなく，
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）

― 1,839,495 ― ―

単価契約
封書１通当た
り
８０円ほか

1522 冷温水器保守点検契約一式
支出負担行為担当官
府中刑務所長　村上　淸正
東京都府中市晴見町４－１０

平成20年4月1日
ムサシノアロー㈱
東京都小金井市緑町５－
２１－２３

公募を実施したが，現契約の相手方
以外に申し込みがなかったところ，本
件の保守契約については，対象地域
が確立されており，当所が所在する地
域はムサシノアロー㈱のみが保守点
検を行っており，一般競争に参加する
者が他にないため。
（会計法第２９条の３第４項,予決令第
１０２条の４第３号）

― 2,313,150 ― ―

1523 横浜刑務所臨床検査委託契約

支出負担行為担当官代理
横浜刑務所処遇部長　佐々木
久男　　神奈川県横浜市港南
区港南４－２－２

平成20年4月1日

㈱ビー・エム・エル代表取
締役　荒井　裕　　　　　東
京都渋谷区千駄ヶ谷５-２
１-３

昨年度一般競争入札を実施したが，
検査項目が多岐にわたること及び契
約対象施設が，広域に点在しているこ
と等から，入札参加業者が１社だけで
あったため，公募を実施したところ，１
社のみの応募であった。（会計法第２９
条の３第４項，予決令第102条の４第
三号）

― 3,257,759 ― ―

1524 食物残さ収集運搬代

支出負担行為担当官代理
横浜刑務所処遇部長　佐々木
久男　　神奈川県横浜市港南
区港南４－２－２

平成20年4月1日
㈱　滝田商会
横浜市港南区笹下１－７
－２０

当該契約の対象業者は，横浜市での
営業許可を有し，かつ港南区の収集
業務を請け負う業者に限定される等の
理由による。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４の三）

― 4,348,512 ― ―
単価契約
１㎏当たり
１５．１２円

1525 可燃物廃棄物収集運搬代

支出負担行為担当官代理
横浜刑務所処遇部長　佐々木
久男　　神奈川県横浜市港南
区港南４－２－２

平成20年4月1日
㈱　滝田商会
横浜市港南区笹下１－７
－２０

当該契約の対象業者は，横浜市での
営業許可を有し，かつ港南区の収集
業務を請け負う業者に限定される等の
理由による。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４の三）

― 1,813,560 ― ―
単価契約
１㎏当たり
１７．８５円

1526 産業廃棄物収集運搬代

支出負担行為担当官代理
横浜刑務所処遇部長　佐々木
久男　　神奈川県横浜市港南
区港南４－２－２

平成20年4月1日
㈱　滝田商会
横浜市港南区笹下１－７
－２０

当該契約の対象業者は，横浜市での
営業許可を有し，かつ港南区の収集
業務を請け負う業者に限定される等の
理由による。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４の三）

― 1,961,400 ― ―
単価契約
１㎏当たり
２１円
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1527
横須賀刑務支所
一般廃棄物・産業廃棄物及び食物
残さ収集運搬代

支出負担行為担当官代理
横浜刑務所処遇部長　佐々木
久男　　神奈川県横浜市港南
区港南４－２－２

平成20年4月1日
有限会社　山西
横須賀市深田台５８

当該契約の対象業者は，横須賀市で
の営業許可を有し，かつ横須賀市の
収集業務を請け負う業者に限定される
等の理由による。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４の三）

― 1,965,103 ― ―
単価契約
１㎏当たり
２７円

1528 電子複写機保守点検

支出負担行為担当官代理
横浜刑務所処遇部長　佐々木
久男　　神奈川県横浜市港南
区港南４－２－２

平成20年4月1日
富士ゼロクス㈱
横浜市西区みなとみらい２
－２－１－１

複写機の製造元以外に競争に参入す
る企業が存在しないため（会計法第29
条の3第4項,予決令第102条の4第三)

― 4,426,332 ― ―
単価契約
１枚当たり
４．６円ほか

1529 小荷物専用昇降機保守点検代

支出負担行為担当官代理
横浜刑務所処遇部長　佐々木
久男　　神奈川県横浜市港南
区港南４－２－２

平成20年4月1日
フジテック㈱横浜支店
横浜市神奈川区栄町５－
１

昇降機の製造元以外に競争に参入す
る企業が存在しないため（会計法第29
条の3第4項,予決令第102条の4第三)

― 1,355,760 ― ―

1530 小荷物専用昇降機保守点検代

支出負担行為担当官代理
横浜刑務所処遇部長　佐々木
久男　　神奈川県横浜市港南
区港南４－２－２

平成20年4月1日
日本エレベ－タ－製造㈱
東京都千代田区東神田１
－９－９

昇降機の製造元以外に競争に参入す
る企業が存在しないため（会計法第29
条の3第4項,予決令第102条の4第三)

― 2,449,440 ― ―

1531
横須賀刑務支所プロパンガス供給
契約

支出負担行為担当官代理
横浜刑務所処遇部長
佐々木久男
　神奈川県横浜市港南区港南
４－２－２

平成20年4月1日
㈱奥村商会
横浜市港南区笹下１－４
－８

昨年度に引き続き，今年度も公募を実
施したが，ガス事業法により，経済産
業省の許可を有し，かつ横須賀刑務
支所にプロパンガスを供給できる業者
を対象に，公募を実施したが，１社の
みの応募であった。(予決令第102条の
４第三）

― 2,153,995 ― ―
単価契約
１㎡当たり
３０２．４円

1532 上下水道料金

支出負担行為担当官代理
横浜刑務所処遇部長　佐々木
久男　　神奈川県横浜市港南
区港南４－２－２

平成20年4月1日
横浜市水道局港南営業所
横浜市港南区日野１－３
－１０

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため（会計法２９条の３第４項・
予決令１０２条の４第３号）

― 254,059,263 ― ―
単価契約
３６９円／㎡
ほか
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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
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再就職
の役員
の数

備　　考

1533 上下水道料金

支出負担行為担当官代理
横浜刑務所処遇部長　佐々木
久男　　神奈川県横浜市港南
区港南４－２－２

平成20年4月1日
横須賀市上下水道局
横須賀市小川町１１番地

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため（会計法２９条の３第４項・
予決令１０２条の４第３号）

― 24,082,211 ― ―
単価契約
３２６円／㎡
ほか

1534 都市ガス料金

支出負担行為担当官代理
横浜刑務所処遇部長　佐々木
久男　　神奈川県横浜市港南
区港南４－２－２

平成20年4月1日
東京ガス㈱
東京都港区海岸１－５－２
０

ガス事業法の規定に基づく，ガス事業
を経営する者が契約の相手方のみで
あるため（会計法２９条の３第４項・予
決令１０２条の４第３号）

― 6,873,535 ― ―
単価契約
１４１．９６円
／㎡ほか

1535 郵便料金

支出負担行為担当官代理
横浜刑務所処遇部長　佐々木
久男　　神奈川県横浜市港南
区港南４－２－２

平成20年4月1日
郵便事業㈱港南支店
横浜市港南区 戸１－２０
－６

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律に規定する郵便及
び信書の送達が可能な事業者は郵便
事業株式会社以外になく，競争を許さ
ないことから会計法第２９条の３第４項
に該当する。

― 1,809,290 ― ―
単価契約
８０円／１通
ほか

1536 上水道需給

支出負担行為担当官代理
　新潟刑務所総務部長　岡林
博彰
新潟県新潟市江南区山二ツ３
８１－４

平成20年4月1日
新潟市水道局
新潟県新潟市中央区関屋
下川原１－３３

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため（会計法第２９条の３第４項
及び予決令１０２条の４の第３号）

― 22,736,222 ― ―
単価契約
１７２円／㎥
ほか

1537 水道供給等契約

支出負担行為担当官代理
甲府刑務所総務部長　菅原国
穂
（山梨県甲府市堀之内町５００
番地）

平成20年4月1日 甲府市水道局

水道方第６条の規定により契約の相
手方が決められていることから競争が
存在しない。（皆生法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

― 56,535,046 ― ―

単価契約
基本料金
７６，２００円
他

1538 複写機保守契約一式

支出負担行為担当官代理
　長野刑務所総務部長　奥谷
憲幸
長野県須坂市大字須坂1200

平成20年4月1日
長野リコー㈱
長野市風間２０３４－５

本件の保守契約については対象地域
が確立されており，本件機器の知識・
技術及び部品等は当該業者でしか取
扱いがなく，競争を許さない。（会計法
第２９条の３第４項，予決令第１０２条
の４第３号）

― 2,170,178 ― ―
単価契約
3.9円／枚ほ
か
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1539
収容棟等エレベーター設備保守点
検契約

支出負担行為担当官代理
　長野刑務所総務部長　奥谷
憲幸
長野県須坂市大字須坂1200

平成20年4月1日

三菱電機ビルテクノサービ
ス㈱長野支店
長野市栗田源田窪１０００
－１

本件の保守点検については，製造業
者の技術・知識を熟知し，かつ本件機
器の部品等の取扱いも当該業社しか
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）

― 2,003,400 ― ―

1540 水道供給等契約

支出負担行為担当官代理
　長野刑務所総務部長　奥谷
憲幸
長野県須坂市大字須坂1200

平成20年4月1日 須坂市水道事業

水道法第６条の規定に基づき契約の
相手方が決められていることから競争
が存在しない。（会計法第２９条の３第
４項，予決令第１０２条の４第３号）

― 32,691,290 ― ―
単価契約
100.8円／㎥
ほか

1541 水道供給等契約

支出負担行為担当官代理
　長野刑務所総務部長　奥谷
憲幸
長野県須坂市大字須坂1200

平成20年4月1日 長野市水道局

水道法第６条の規定に基づき契約の
相手方が決められていることから競争
が存在しない。（会計法第２９条の３第
４項，予決令第１０２条の４第３号）

― 4,514,032 ― ―
単価契約
38.85円／㎥
ほか

1542 水道供給等契約

支出負担行為担当官代理
　長野刑務所総務部長　奥谷
憲幸
長野県須坂市大字須坂1200

平成20年4月1日 上田市上下水道事業

水道法第６条の規定に基づき契約の
相手方が決められていることから競争
が存在しない。（会計法第２９条の３第
４項，予決令第１０２条の４第３号）

― 2,030,341 ― ―
単価契約
177.45円／㎥
ほか

1543 公共上下水道契約

支出負担行為担当官代理
　川越少年刑務所総務部長
　川村　宣公
埼玉県川越市南大塚１５０８番
地

平成20年4月1日
さいたま市さいｔま水道局
さいたま市浦和区常盤６
－１４－１６

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため随意契約とした。（会計法２
９条の３第４項及び予決令１０２条の４
第３号）

― 29,103,966 ― ―

単価契約
１㎥=325.20
円

1544 臨床心理業務委託

支出負担行為担当官代理
　川越少年刑務所総務部長
　川村　宣公
埼玉県川越市南大塚１５０８番
地

平成20年4月1日 個人情報につき非公表

公募を行い，応募者の拡大を図った
が，当該契約者のみであったため随
意契約とした。
（会計法第２９条の３第４項及び予決
令１０２条の４第３号）

― 2,493,120 ― ―
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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
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（％）

再就職
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の数

備　　考

1545 臨床心理業務委託

支出負担行為担当官代理
　川越少年刑務所総務部長
　川村　宣公
埼玉県川越市南大塚１５０８番
地

平成20年4月1日 個人情報につき非公表

公募を行い，応募者の拡大を図った
が，当該契約者のみであったため随
意契約とした。
（会計法第２９条の３第４項及び予決
令１０２条の４第３号）

― 2,493,120 ― ―

1546 臨床心理業務委託

支出負担行為担当官代理
　川越少年刑務所総務部長
　川村　宣公
埼玉県川越市南大塚１５０８番
地

平成20年4月1日 個人情報につき非公表

公募を行い，応募者の拡大を図った
が，当該契約者のみであったため随
意契約とした。
（会計法第２９条の３第４項及び予決
令１０２条の４第３号）

― 2,493,120 ― ―

1547 臨床心理業務委託

支出負担行為担当官代理
　川越少年刑務所総務部長
　川村　宣公
埼玉県川越市南大塚１５０８番
地

平成20年4月1日 個人情報につき非公表

公募を行い，応募者の拡大を図った
が，当該契約者のみであったため随
意契約とした。
（会計法第２９条の３第４項及び予決
令１０２条の４第３号）

― 2,493,120 ― ―

1548
矯正情報ネットワークシステム機器
保守契約

支出負担行為担当官代理
　川越少年刑務所総務部長
　川村　宣公
埼玉県川越市南大塚１５０８番
地

平成20年4月1日

NECネクサソリューション
ズ㈱
東京都港区三田１－４－２
８

当所の矯正情報ネットワークシステム
（以下「システム」という。）のメインサー
バーは，NECネクサソリューションズ製
であり，システム構成やアプリケーショ
ンは著作権に保護されているため，契
約の相手方以外には行えず，競争を
許さないため
（予決令第２９条の３第４項，予決令１
０２条の４第３号）

― 2,469,600 ― ―

1549 ETC通行料等

支出負担行為担当官代理
　川越少年刑務所総務部長
　川村　宣公
埼玉県川越市南大塚１５０８番
地

平成20年4月1日

東日本高速道路㈱
東京都大東区北上野１－
１０－１４住友不動産上野
ビル５号館

高速道路等利用料金は一律であり，
競争の余地はないため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令１
０２条の４第３号）

― 2,106,000 ― ― 単価契約

1550 後納郵便契約

支出負担行為担当官代理
　川越少年刑務所総務部長
　川村　宣公
埼玉県川越市南大塚１５０８番
地

平成20年4月1日
日本郵政公社
横浜市中央区桜木町１－
１

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律に基づき，日本郵
政公社のほかに一般信書郵便事業を
営むための許可を受けている者がい
ないことから，競争を許さないため随
意契約とした。（会計法２９条の３第４
項及び予決令１０２条の４第３号）

― 1,608,000 ― ―
単価契約
1件80円
他120件
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1551 臨床心理業務委託

支出負担行為担当官代理
　川越少年刑務所総務部長
　川村　宣公
埼玉県川越市南大塚１５０８番
地

平成20年4月1日 個人情報につき非公表

公募を行い，応募者の拡大を図った
が，当該契約者のみであったため随
意契約とした。
（会計法第２９条の３第４項及び予決
令１０２条の４第３号）

― 1,424,640 ― ―

1552 臨床心理業務委託

支出負担行為担当官代理
　川越少年刑務所総務部長
　川村　宣公
埼玉県川越市南大塚１５０８番
地

平成20年4月1日 個人情報につき非公表

公募を行い，応募者の拡大を図った
が，当該契約者のみであったため随
意契約とした。
（会計法第２９条の３第４項及び予決
令１０２条の４第３号）

― 1,424,640 ― ―

1553 就労支援スタッフ業務委託

支出負担行為担当官代理
　川越少年刑務所総務部長
　川村　宣公
埼玉県川越市南大塚１５０８番
地

平成20年4月1日 個人情報につき非公表

公募を行い，応募者の拡大を図った
が，当該契約者のみであったため随
意契約とした。
（会計法第２９条の３第４項及び予決
令１０２条の４第３号）

― 1,008,000 ― ―

1554 東京拘置所清掃業務委託
支出負担行為担当官
　東京拘置所長　福岡　久
東京都葛飾区小菅１－３５－１

平成20年4月1日
不二興産㈱
東京都新宿区百人町１－
２２－２６

当該案件は一般入札に付したところ，
再度入札をもってしても予定価格の制
限内に達せず，かつ，４月当初から業
務を行う必要があったことから，再度
公告入札を行ういとまもなかったた
め。（予決令第９９条の２）

― 73,710,000 ― ―

1555
東京拘置所総合監視システム保守
契約

支出負担行為担当官
　東京拘置所長　福岡　久
東京都葛飾区小菅１－３５－１

平成20年4月1日

富士通㈱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

本システムは，東京拘置所警備システ
ムとして富士通㈱が開発したシステム
であり，契約内容として障害対応が含
まれており，富士通㈱以外の会社が
保守点検業務を請負うことが不可能で
あり，競争を許さないため（会計法２９
条の３第4項，予決令第１０２条の４第
３号）

― 50,934,492 ― ―

1556 公共下水道料金  一式
支出負担行為担当官
　富山刑務所長　倉本修一
富山県富山市西荒屋285-1

平成20年4月1日

富山市上下水道事業管理
者
富山市牛島本町2丁目1番
20号

水道法第6条の規定に基づき,，水道
事業を経営する者が契約の相手方の
み出るため。（会計法29条の3第4項及
び予決令第102条の4第3号）

― 30,877,000 ― ―
単価契約
362.25/m3 ほ
か
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1557
パン（コッペパン）物品供給
　　　　　　　　　　　4,230Ｋｇ

支出負担行為担当官
　富山刑務所長　倉本修一
富山県富山市西荒屋285-1

平成20年4月1日 富山製パン㈱
一般競争入札を実施したが参加業者
がなし（会計法第29条の3第5項及び
予決令第99条の2）

― 2,009,250 ― ―
単価契約
475/Ｋｇ

1558 下水道　126,049㎥

支出負担行為担当官代理
金沢刑務所処遇部長　服部善
郎
石川県金沢市田上町公１番地

平成20年4月1日
金沢市企業局
金沢市広岡町3-3-30

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため（会計法第２９条の４第３
号，予決令１０２条の３第４号）

― 16,276,337 ― ―
単価契約
150円/㎥

1559
上下水道
上水　22,024㎥
下水　19,636㎥

支出負担行為担当官代理
金沢刑務所処遇部長　服部善
郎
石川県金沢市田上町公１番地

平成20年4月1日
金沢市企業局
金沢市広岡町3-3-30

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため（会計法第２９条の４第３
号，予決令１０２条の３第４号）

― 6,669,358 ― ―
単価契約
156円/㎥ほ
か

1560 総務系（給養）業務

支出負担行為担当官代理
金沢刑務所処遇部長　服部善
郎
石川県金沢市田上町公１番地

平成20年4月1日
㈱人材派遣北陸
石川県金沢市芳斉２－５
－３８

一般競争入札を行い，再度入札した
が落札者がいなかった。（予決令弟99
条の２）

― 2,694,384 ― ―
単価契約
1，386円/ｈ

1561 ガス供給

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丁目３４番
地

平成20年4月1日
東邦瓦斯㈱岐阜支店
岐阜市加納坂井町２番地

ガス供給について，安定かつ継続的に
供給できる者がいないため（会計法２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）。

― 5,215,678 ― ―
単価契約
１㎥あたり１２
６．２３円

1562 水道等供給（岐阜刑務所）

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丁目３５番
地

平成20年4月1日 岐阜市

水道法第６条の規定に基づき契約の
相手が決められているため（会計法２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）。

― 26,107,935 ― ―
単価契約
１㎥あたり１４
０円
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1563 水道等供給（岐阜拘置支所）

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丁目３６番
地

平成20年4月1日 岐阜市

水道法第６条の規定に基づき契約の
相手が決められているため（会計法２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）。

― 4,778,062 ― ―
単価契約
１㎥あたり１４
０円

1564
一般廃棄物処理請負（収集，運搬及
び処理施設への搬入）

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丁目３６番
地

平成20年4月1日
中日本クリーナー㈱　岐阜
市大菅北４番２０号

競争に参加すべき者がいないため（会
計法２９条の３第４項，予決令第１０２
条の４第３号）。

― 2,457,420 ― ―

1565
複写機保守等請負（保守及び消耗
品供給）

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丁目３６番
地

平成20年4月1日
㈱岐東オフィス
各務原市那加大東町５４
番地

保守点検等について，常時継続的に
点検することができる者がいないため
（会計法２９条の３第４項，予決令第１
０２条の４第３号）。

― 1,562,391 ― ―
単価契約
１枚あたり４．
４円他

1566
複写機保守等請負（保守及び消耗
品供給）

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丁目３６番
地

平成20年4月1日
東陽システムサービス㈱
羽島郡岐南町八剣１丁目
１９０番

保守点検等について，常時継続的に
点検することができる者がいないため
（会計法２９条の３第４項，予決令第１
０２条の４第３号）。

― 1,099,308 ― ―

単価契約
基本８，４００
円
１枚あたり２
円他

1567 浄化槽汚泥引抜き請負

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丁目３６番
地

平成20年4月1日
トバナ産業㈱岐阜支店
岐阜市西河渡２丁目６７番
地

競争に参加すべき者がいないため（会
計法２９条の３第４項，予決令第１０２
条の４第３号）。

― 4,788,000 ― ―

1568 笠松刑務所公共下水道の契約

支出負担行為担当官代理
笠松刑務所総務部長　郷戸
巌
岐阜県羽島郡笠松町中川町2
３

平成20年4月1日
岐阜県羽島郡笠松町
岐阜県羽島郡笠松町東陽
町４４－１

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約」の相手方の
みであるため。
（会計法２９条の３第４項及び予決令１
０２条の４第３号）

― 10,991,448 ― ―
単価契約
９２円／㎥他
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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
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落札率
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1569 被収容者カウンセラー業務委託

支出負担行為担当官代理
笠松刑務所総務部長　郷戸
巌
岐阜県羽島郡笠松町中川町2
３

平成20年4月1日 個人情報につき非公開

臨床心理士の有資格者の公募を実施
したが，当所での勤務を希望する臨床
心理士が他にいなかったため。（会計
法２９条の３第４項及び予決令１０２条
の４第３号）

― 2,400,000 ― ―
単価契約
１時間当たり
５，０００円

1570 生ごみ廃棄処理業務委託

支出負担行為担当官代理
笠松刑務所総務部長　郷戸
巌
岐阜県羽島郡笠松町中川町2
３

平成20年4月1日
高島衛生工業　有限会社
岐阜県岐阜市境川１丁目
１７２番地

通常の生ごみ処理料より，安価な価格
をもって運搬及び処理をし，笠松町内
での指定業者であるため。（会計法２９
条の３第４項，予決令第１０２号の４第
４ロ号）

― 1,053,360 ― ―

1571
Ａ重油継続的売買契約

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４－２４－１
６

平成20年4月1日
㈱大成商会
愛知県名古屋市熱田区玉
の井町１２番１３号

本件の継続的売買契約は会計法第２
９条の３第１項に基づき，一般競争入
札に付したが，再度の入札をしても落
札者がなかったため（予決令第９９条
の２）

― 2,116,800 ― ―

単価契約
１リットル当た
り
８８．２０円

1572 胸部検診車賃貸借契約

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４－２４－１
６

平成20年4月1日

日立キャピタル
オートリース㈱
東京都港区西新橋２－１５
－１２

本件の賃貸借契約は入札により契約
を締結したものであるが，５年間の賃
貸借期間を想定した単年度契約とした
もので，想定期間中に機種変更を行う
と多額の費用が必要となり，一般競争
に付すことは不利と認められるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 6,364,050 ― ―
リース契約
月額
５７８，５５０円

1573 上下水道契約

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４－２４－１
６

平成20年4月1日
岡崎市水道局
愛知県岡崎市十王町２－
９

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため（会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３号）

― 14,944,811 ― ―
単価契約
１立方当たり
２１６円ほか

1574
名古屋刑務所におけるエレベーター
設備の保守契約

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長　高橋　裕紀
愛知県西加茂郡三好町ひば
りヶ丘１－１

平成20年4月1日

㈱　日立ビルシステム中
部支社
愛知県名古屋市中村区名
駅１－１－４ＪＲセントラル
タワーズ２１階

本契約は日立製エレベーターの保守
契約であり，遠隔操作システムによる
保守を行うため，他の業者では遠隔操
作システムに対応できず，保守が難し
いため。
目的が競争を許さない場合
会計法　第２９条の３第４項
予決令　第１０２条の４第３号

― 2,205,000 ― ―
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No. 物品役務等の名称及び数量
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再就職
の役員
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1575
名古屋刑務所における残飯処理契
約

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長　高橋　裕紀
愛知県西加茂郡三好町ひば
りヶ丘１－１

平成20年4月1日
有限会社　堀田畜産
愛知県豊田市西広瀬町小
麦生６３７－３

通常の廃棄物処理に比べ，著しく有利
な価格をもって残飯を引き取ることが
できる養豚業者との契約である。公募
を実施したが，応えたのは契約者のみ
であった。
会計法　第２９条の３第４項
予決令　第１０２条の４第４号（ロ）

― 4,080,000 ― ―

公募を実施
単価契約
１ｋｇ当り
１７円

1576 主食（米）運搬契約

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長　高橋　裕紀
愛知県西加茂郡三好町ひば
りヶ丘１－１

平成20年4月1日
有限会社　水野運送
愛知県西加茂郡三好町大
字福谷字花立１８－１

運送　保管に関する契約のため随意
契約にすることができるため
予決令９９条の８号

― 1,680,000 ― ―
単価契約
１ｋｇ当り
７円

1577 被収容者カウンセラー業務委託

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長　高橋　裕紀
（愛知県西加茂郡三好町ひば
りヶ丘１－１）

平成20年4月1日 個人情報につき非公開

本件業務委託は，刑務所におけるカウ
ンセリングという特殊な技術を有する
者であることから，公募を実施したが，
応えたのは契約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

― 3,438,750 ― ―
単価契約
１時間当り
５，２５０円

1578 被収容者カウンセラー業務委託

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長　高橋　裕紀
（愛知県西加茂郡三好町ひば
りヶ丘１－1）

平成20年4月1日 個人情報につき非公開

本件業務委託は，刑務所におけるカウ
ンセリングという特殊な技術を有する
者であることから，公募を実施したが，
応えたのは契約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

― 2,409,750 ― ―
単価契約
１時間当り
５，２５０円

1579 新聞購読契約

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長　高橋　裕紀
愛知県西加茂郡三好町ひば
りヶ丘１－１

平成20年4月1日
㈱長谷川
愛知県西加茂郡三好町三
好ヶ丘５丁目１－１８

本件は，中日新聞の購入契約である
ところ，販売店の対象地域が確立され
ており，他に参入する者がないため。
会計法　第２９条の３第４項
予決令　第１０２条の４第３号

― 4,511,100 ― ―

1580 電話の契約

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長　高橋　裕紀
愛知県西加茂郡三好町ひば
りヶ丘１－１

平成20年4月1日
東日本電子電話㈱
東京都新宿区西新宿３丁
目１９番２号

業者の料金プランを比較検討した上，
法務省の電話等の利用形態に合った

も経済的と考えられるプランを選定
し，契約したもの
会計法第２９条の３第４項
予決令第１０２条の４第３号

― 1,625,346 ― ―
単価契約
2.975円/分
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1581 岡崎拘置支所都市ガスの契約

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長　高橋　裕紀
愛知県西加茂郡三好町ひば
りヶ丘１－１

平成20年4月1日
東邦ガス㈱岡崎支店
愛知県岡崎市久後崎字本
郷５３

ガス事業法の規定に基づくガス事業を
経営する者が契約の相手方のみであ
る。
会計法第２９条の３第４項
予決令第１０２条の４第３号

― 2,260,725 ― ―

1582 岡崎拘置支所公共上下水道の契約

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長　高橋　裕紀
愛知県西加茂郡三好町ひば
りヶ丘１－１

平成20年4月1日
岡崎市水道局
愛知県岡崎市若宮町2丁
目１－１

水道法第６条の規定に基づく水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
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

― 6,296,511 ― ―

1583 豊橋刑務支所公共上水道の契約

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長　高橋　裕紀
愛知県西加茂郡三好町ひば
りヶ丘１－１

平成20年4月1日
豊橋市上下水道局
愛知県豊橋市牛川町字下
田２９－１

水道法第６条の規定に基づく水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
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

― 10,278,366 ― ―

1584 豊橋刑務支所公共下水道の契約

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長　高橋　裕紀
愛知県西加茂郡三好町ひば
りヶ丘１－１

平成20年4月1日
豊橋市上下水道局
愛知県豊橋市牛川町字下
田２９－１

水道法第６条の規定に基づく水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
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

― 10,274,486 ― ―

1585 名古屋刑務所都市ガスの契約

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長　高橋　裕紀
愛知県西加茂郡三好町ひば
りヶ丘１－１

平成20年4月1日
東邦ガス㈱豊田支店
愛知県豊田市挙母町５丁
目６４番地

ガス事業法の規定に基づくガス事業を
経営する者が契約の相手方のみであ
る。
会計法第２９条の３第４項
予決令第１０２条の４第３号

― 6,331,522 ― ―

1586 乾式複写機保守契約

支出負担行為担当官
名古屋刑務所長　高橋　裕紀
愛知県西加茂郡三好町ひば
りヶ丘１－１

平成20年4月1日

富士ゼロックス㈱
官公庁支社　中部営業所
愛知県名古屋市中区錦１
丁目１０番２０号

乾式複写機の保守は技術・部品の調
達において販売元と契約することが
も有利となるため
会計法第２９条の３第４項
予決令第１０２条の４第３号

― 3,080,947 ― ―
単価契約
４．２円／枚
他４件
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1587
三重刑務所光熱水料（公共上下水
道）

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20年4月1日
津市水道局
三重県津市西丸之内23-1

水道法第6条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため。（会計法29条の3第4項及
び予決令102条の4第3号）

― 62,488,273 ― ―
単価契約
241.5/㎥ほか

1588
四日市拘置支所光熱水料（公共上
下水道）

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20年4月1日
四日市市上下水道局
三重県四日市市堀木1-3-
18

水道法第6条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため。（会計法29条の3第4項及
び予決令102条の4第3号）

― 3,212,996 ― ―
単価契約
345.45/㎥ほ
か

1589 三重刑務所光熱水料（都市ガス）
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20年4月1日
東邦ガス㈱津営業所
三重県津市南丸之内4-10

ガス事業法の規定に基づくガス事業を
経営する者が契約の相手方のみであ
るため。（会計法第29条の3第4項及び
予決令102条の4第3号）

― 3,073,880 ― ―
単価契約
126.23/㎥ほ
か

1590 三重刑務所電話料
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20年4月1日
東日本電信電話㈱
東京都新宿区西新宿三丁
目19番2号

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的では
ない。そこで，法務省においては，各
業者の料金プランを比較検討した上，
法務省の電話等の利用形態に合った

も経済的と考えられるプランを選定
し，当該の業者と随意契約したもの。
（会計法第29条の3第4項及び予決令
102条の4第3号）

― 1,289,065 ― ―
単価契約
2.7/分（市内）
ほか

1591 水道供給契約

支出負担行為担当官代理
　京都刑務所処遇部長　杉本
令二
京都府京都市山科区東野井上
町２０

平成20年4月1日
京都市上下水道局
京都府京都市山科区椥辻
西浦町１番地の１１

　
　水道法第６条の規定に基づき契約の
相手方が決められていることから競争
が存在しないため，随意契約とした。
（会計法第２９条の３第４項，予決令
第１０２条の４第３号）

― 96,959,179 ― ―
単価契約
170.1円/㎥
ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1592 電話料金

支出負担行為担当官代理
　京都刑務所処遇部長　杉本
令二
京都府京都市山科区東野井上
町２０

平成20年4月1日
東日本電信電話㈱
北海道札幌市中央区南
十四条西１３丁目３－３３

　
　電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争行うことは現実的ではな
い。　そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを選定し，該当の業者
と随意契約した。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

― 1,043,327 ― ―
単価契約
8.5円/3分
ほか

1593 後納郵便料金

支出負担行為担当官代理
　京都刑務所処遇部長　杉本
令二
京都府京都市山科区東野井上
町２０

平成20年4月1日
郵便事業㈱
大阪府大阪市北区梅田３
丁目２番４号

　郵便法及び民間事業者による新書
の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵
便事業㈱のほかに一般信書便事業を
営むための許可を受けている者がい
な
いことから，競争を許さないため，随意
契約とした。（会計法第２９条の３第４

― 1,188,410 ― ―
単価契約
80円/1通
ほか

1594
梱包資材生産機械一式の再リース
契約

支出負担行為担当官代理
　京都刑務所処遇部長　杉本
令二
京都府京都市山科区東野井上
町２０

平成20年4月1日

三井住友ファイナンス＆
リース㈱
東京都港区西新橋３丁目
９番４号

　当該機器については，前年度に引き
続き継続賃借するもので，競争が存在
しないため，随意契約とした。（会計法
第２９条の３第４項，予決令第１０２条
の４第３号）

― 1,575,000 ― ―

1595
平成２０年度民間臨床心理士業務
委託契約一式

支出負担行為担当官代理
　京都刑務所処遇部長　杉本
令二
京都府京都市山科区東野井上
町２０

平成20年4月1日 個人情報につき非公開

　業務委託の内容が刑務所における
カウンセリングという特殊な業務であ
り，競争が存在しないことから，募集を
行い応募のあった者で業務時間等の
条件に合った者と随意契約した。（会
計法第２９条の３第４項，予決令第１０
２条の４第３号）

― 2,016,000 ― ―

1596
平成２０年度民間臨床心理士業務
委託契約一式

支出負担行為担当官代理
　京都刑務所処遇部長　杉本
令二
京都府京都市山科区東野井上
町２０

平成20年4月1日 個人情報につき非公開

　業務委託の内容が刑務所における
カウンセリングという特殊な業務であ
り，競争が存在しないことから，募集を
行い応募のあった者で業務時間等の
条件に合った者と随意契約した。（会
計法第２９条の３第４項，予決令第１０
２条の４第３号）

― 1,008,000 ― ―
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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
（％）
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1597
平成２０年度民間臨床心理士業務
委託契約一式

支出負担行為担当官代理
　京都刑務所処遇部長　杉本
令二
京都府京都市山科区東野井上
町２０

平成20年4月1日 個人情報につき非公開

　業務委託の内容が刑務所における
カウンセリングという特殊な業務であ
り，競争が存在しないことから，募集を
行い応募のあった者で業務時間等の
条件に合った者と随意契約した。（会
計法第２９条の３第４項，予決令第１０
２条の４第３号）

― 1,008,000 ― ―

1598
被収容者カウンセリング業務委託契
約

支出負担行為担当官代理
　大阪刑務所処遇部長　松下
三夫
大阪府堺市堺区田出井町6-1

平成20年4月1日 個人情報につき非公表

　本件業務委託は，刑務所におけるカ
ウンセリングという特殊な技術を有す
るものであることから，競争には適応し
ないため。（公募を実施　会計法第２９
条の３第４項，予決令第１０２条の４第
３号）

― 3,556,800 ― ―

1599 臨床心理業務委託契約

支出負担行為担当官代理
　大阪刑務所処遇部長　松下
三夫
大阪府堺市堺区田出井町6-1

平成20年4月1日 個人情報につき非公表

　本件業務委託は，刑務所における臨
床心理という特殊な技術を有するもの
であることから，競争には適応しない
ため。（公募を実施　会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

― 3,556,800 ― ―

1600 臨床心理業務委託契約

支出負担行為担当官代理
　大阪刑務所処遇部長　松下
三夫
大阪府堺市堺区田出井町6-1

平成20年4月1日 個人情報につき非公表

　本件業務委託は，刑務所における臨
床心理という特殊な技術を有するもの
であることから，競争には適応しない
ため。（公募を実施　会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２条の４第３号）

― 3,556,800 ― ―

1601 臨床心理業務委託契約

支出負担行為担当官代理
　大阪刑務所処遇部長　松下
三夫
大阪府堺市堺区田出井町6-1

平成20年4月1日 個人情報につき非公表

　本件業務委託は，刑務所における臨
床心理という特殊な技術を有するもの
であることから，競争には適応しない
ないため。（公募を実施　会計法第２９
条の３第４項，予決令第１０２条の４第
３号）

― 3,556,800 ― ―
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1602 電話の契約

支出負担行為担当官代理
　大阪刑務所処遇部長　松下
三夫
大阪府堺市堺区田出井町6-1

平成20年4月1日
東日本電信電話㈱
札幌市中央区南十四条西
13-3-33

　電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的では
ない。各業者の料金プランを比較検討
した上，法務省の電話等の利用形態
に合った も経済的と考えられるプラ
ンを選定し，該当の業者と随意契約し
たもの。（会計法第２９条の３第４項，
予決令第１０２条の４第３号）

― 2,406,709 ― ―
単価契約３分
当たり８．５円

1603 公共上下水道の契約

支出負担行為担当官代理
　大阪刑務所処遇部長　松下
三夫
大阪府堺市堺区田出井町6-1

平成20年4月1日
堺市上下水道局
大阪府堺市北区百舌鳥梅
北町1-39-2

　水道法第６条の規定に基づき，水道
事業を経営する者が契約の相手方の
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）

― 413,852,803 ― ―

単価契約
上水道１ｍ3
当たり３５５円
下水道１ｍ3
当たり３９５円

1604 公共上下水道の契約（岸和田支所）

支出負担行為担当官代理
　大阪刑務所処遇部長　松下
三夫
大阪府堺市堺区田出井町6-1

平成20年4月1日
岸和田市上下水道局
大阪府岸和田市岩城町7-
1

　水道法第６条の規定に基づき，水道
事業を経営する者が契約の相手方の
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）

― 2,561,820 ― ―

単価契約
上水道１ｍ3
当たり２６５円
下水道１ｍ3
当たり２５４円

1605 後納郵便の契約

支出負担行為担当官代理
　大阪刑務所処遇部長　松下
三夫
大阪府堺市堺区田出井町6-1

平成20年4月1日

日本郵政公社大阪中央郵
便局
大阪府大阪市北区梅田3-
2-4

　郵便法及び民間事業者による信書
の送達に関する法律の規定に基づ
き，日本郵政公社のほかに一般信書
便事業を営むための許可を受けてい
る者がいないことから，競争を許さない
ため，随意契約としたもの。（会計法第
２９条の３第４項，予決令第１０２条の
４第３号）

― 2,227,440 ― ―
単価契約
１通当たり８０
円ほか

1606 ガス供給契約
支出負担行為担当官
大阪医療刑務所長　林　宏輔
大阪府堺市堺区田出井町8-80

平成20年4月1日
大阪ガス㈱
大阪府堺市堺区住吉橋町
２－２－１９

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため（会計法２９条の３第４項及
び予決令１０２条の４第３号）

― 10,410,138 ― ―
単価契約
118.39円/ｍ3
ほか
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1607 上下水道供給契約
支出負担行為担当官
大阪医療刑務所長　林　宏輔
大阪府堺市堺区田出井町8-80

平成20年4月1日
堺市水道事業管理者
大阪府堺市堺区向陵西町
１丁１番１号

ガス事業法の規定に基づくガス事業を
経営する者が契約の相手方のみであ
るため（会計法２９条の３第４項及び予
決令１０２条の４第３号）

― 25,896,397 ― ―
単価契約
150円/ｍ3ほ
か

1608
超音波白内障手術装置賃貸借
（リース）契約

支出負担行為担当官
大阪医療刑務所長　林　宏輔
大阪府堺市堺区田出井町8-80

平成20年4月1日
㈱日医リース
東京都品川区西五反田
1－3　－8

　平成16年9月に賃貸借期間60ヵ月の
仕様で賃貸借契約を締結しているた
め。
（会計法第29条の3第4項，予決令第１
０２条の４第３号）

― 3,572,100 ― ―
297,675円／
月

1609
コンピューターX線断層撮影装置一
式賃貸借（リース）契約

支出負担行為担当官
大阪医療刑務所長　林　宏輔
大阪府堺市堺区田出井町8-80

平成20年4月1日
東芝医用ファイナンス㈱
東京都文京区本郷3-15-2

　平成18年1月に賃貸借期間60ヵ月の
仕様で賃貸借契約を締結しているた
め。
（会計法第29条の3第4項，予決令第
102条の4第3号）

― 10,374,084 ― ―
864,507円／
月

1610
全自動免疫測定装置一式賃貸借
（リース）契約

支出負担行為担当官
大阪医療刑務所長　林　宏輔
大阪府堺市堺区田出井町8-80

平成20年4月1日
㈱アダチ
大阪府大阪市中央区内平
野町3丁目２－１０

　平成20年1月に賃貸借期間60ヵ月の
仕様で賃貸借契約を締結しているた
め。
（会計法第29条の3第4項，予決令第
102条の4第4号）

― 3,447,360 ― ―
287,280円／
月

1611 被収容者カウンセリング業務委託

支出負担行為担当官代理
　神戸刑務所総務部長　藏内
敏博
兵庫県大久保町森田１２０

平成20年4月1日
㈱アール・エス・シー
大阪府大阪市中央区高麗
橋４－３－７

競争に付しても入札者がなかったため
（予決令第９９条の２）

― 2,898,000 ― ―

1612 下水道料

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20年4月1日
加古川市水道局
加古川市野口町良野1570

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため（会計法２９条の３第４項及
び予決令１０２条の４第３号）

― 82,643,565 ― ―
単価契約
　400/㎥他
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1613 警備業務等委託契約

支出負担行為担当官
和歌山刑務所長　武　田
豊
和歌山県和歌山市加納３８３

平成20年4月1日

日本ハイウェイ・サービス
㈱大阪支店
大阪市中央区上町A番１２
号

会計法第２９条の３の規定に基づき一
般競争を実施し２回の入札を行うも予
定価格の範囲内に達しないことから予
決令第９９条の２に基づき随意契約と
した。

― 12,461,400 ― ―

1614
被収容者カウンセリング業務委託契
約

支出負担行為担当官
和歌山刑務所長　武　田
豊
和歌山県和歌山市加納３８３

平成20年4月1日 個人情報につき非公開

会計法第２９条の３の規定に基づき一
般競争を実施すべく公告したが応札参
加者がなかったことから予決令第９９
条の２に基づき随意契約とした。

― 3,150,000 ― ―

1615 上水道単価契約

支出負担行為担当官
和歌山刑務所長　武　田
豊
和歌山県和歌山市加納３８３

平成20年4月1日
和歌山市水道局
和歌山市７番丁２３

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため，会計法第９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３号に基
づき随意契約とした。

― 18,458,431 ― ―
単価契約
１ｍ3当たり１
４７円ほか

1616 被収容者カウンセリング業務
支出負担行為担当官代理　奈
良少年刑務所　総務部長　寺
本惠治　　奈良市般若寺町１８

平成20年4月1日 個人情報につき非公表
競争に付したが,応札者がなかったた
め（予決令第99条の2）

― 4,914,000 ― ―

1617 被収容者改善指導業務
支出負担行為担当官代理　奈
良少年刑務所　総務部長　寺
本惠治　　奈良市般若寺町１８

平成20年4月1日 個人情報につき非公表
競争に付したが,応札者がなかったた
め（予決令第99条の2）

― 4,914,000 ― ―

1618 被収容者改善指導業務
支出負担行為担当官代理　奈
良少年刑務所　総務部長　寺
本惠治　　奈良市般若寺町１８

平成20年4月1日 個人情報につき非公表
競争に付したが,応札者がなかったた
め（予決令第99条の2）

― 4,914,000 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1619 公共上下水道の契約

支出負担行為担当官代理
　京都拘置所総務部長　田貝
元樹
京都府京都市伏見区竹田向代
町138

平成20年4月1日

京都市上下水道局伏見営
業所
京都市伏見区深草石橋町
18－1

水道法第6条の規定に基づき，水道事
業を経営するものが契約の相手方の
みであるため（会計法29条の3第4項
及び予決令102条の4第3号）

― 36,946,742 ― ―
単価契約
545円／㎥ほ
か

1620 上下水道使用料

支出負担行為担当官
　大阪拘置所長　加藤正博
大阪府大阪市都島区友渕町１
－２－５

平成20年4月1日
大阪市水道局長
大阪市住之江区南港北１
－１４－１６

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営するものが契約の相手方の
みであるため（会計法２９条の３第４項
及び予決令１０２条の４第３号）

― 223,451,391 ― ―
単価契約
　386.4円/m3
ほか

1621 後納郵便料

支出負担行為担当官
　大阪拘置所長　加藤正博
大阪府大阪市都島区友渕町１
－２－５

平成20年4月1日
郵便事業㈱都島支店
大阪市都島区高倉町１－
６３

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業株式会社のほかに一般信書
便事業を営むための許可を受けてい
る者がいないことから，競争を許さない
ため，随意契約としたもの（会計法２９
条の３第４項，予決令１０２条の４第３
号）

― 1,274,300 ― ―
単価契約
８０円／１通
ほか

1622 電話回線使用料及び通話料

支出負担行為担当官
　大阪拘置所長　加藤正博
大阪府大阪市都島区友渕町１
－２－５

平成20年4月1日
東日本電信電話㈱
東京都新宿区西新宿３－
１９－２

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的では
ない。そこで，法務省においては，各
業者の料金プランを比較検討した上，
法務省の電話等の利用形態に合った

も経済的と考えられるプランを選定
し，該当の業者と随意契約をしたもの
（会計法２９条の３第４項及び予決令１
０２条の４第３号）

― 1,033,391 ― ―
単価契約
　7.14円/3分
ほか

1623 下水道使用料

支出負担行為担当官代理
松江刑務所　総務部長　稲原
正希
島根県松江市西川津町67

平成20年4月1日
松江市水道局
島根県松江市北田266

　水道法第６条の規定に基づき，水道
事業を経営する者が契約の相手方の
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)

― 38,953,438 ― ―
単価契約
m3 274円ほ
か
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1624 水道料金

支出負担行為担当官代理
松江刑務所　総務部長　稲原
正希
島根県松江市西川津町67

平成20年4月1日
松江市水道局
島根県松江市北田266

　水道法第６条の規定に基づき，水道
事業を経営する者が契約の相手方の
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)

― 17,391,527 ― ―
単価契約
m3 310円ほ
か

1625
地下水膜ろ過システム保守管理に
に関する委託契約

支出負担行為担当官代理
松江刑務所　総務部長　稲原
正希
島根県松江市西川津町67

平成20年4月1日

㈱ウェルシイ
東京都千代田区麹町4-8-
1
麹町クリスタルシティ東館
11階

　地下水膜ろ過システムの保守管理に
ついては，ろ過システム賃貸借契約の
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）

― 7,954,346 ― ―
単価契約
m3 ９４．５円

1626
地下水膜ろ過システムの維持管理
に関する賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
松江刑務所　総務部長　稲原
正希
島根県松江市西川津町67

平成20年4月1日

三井住友銀リ－ス㈱
広島支店
広島県広島市中区紙屋町
一丁目３番２号

　地下水膜ろ過システムの維持管理に
ついては，ろ過システム賃貸借契約の
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)

― 7,812,000 ― ―

1627 水道水の供給

支出負担行為担当官代理
　岡山刑務所総務部長　浜辺
孝司
岡山県岡山市牟佐765

平成20年4月1日
岡山市水道局
岡山市鹿田町2－1－1

水道法第6条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が岡山市水道局だけ
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）

― 30,000,157 ― ―
単価契約
１㎥当たり216
円ほか

1628 電話通信

支出負担行為担当官代理
　岡山刑務所総務部長　浜辺
孝司
岡山県岡山市牟佐765

平成20年4月1日

東日本電信電話㈱
札幌市中央区南十四条西
13丁目3－33
ＮＴＴ南ビル内

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金の各プランは
いずれも関係業者の約款に定められ
ているものであり，一般競争入札によ
る価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。（会
計法第29条の3第4項，予決令第102
条の4第3号）

― 1,664,605 ― ―
単価契約
3分当たり8.5
円ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1629 作業用プロパンガスの購入

支出負担行為担当官代理
　岡山刑務所総務部長　浜辺
孝司
岡山県岡山市牟佐765

平成20年4月1日
浅野産業㈱
岡山市南中央町１２-１６

再度入札をしても落札者がなかったた
め。（予決令第９９条の２）

― 8,452,500 ― ―
単価契約
241.5円/㎥

1630 電話の契約

支出負担行為担当官
　広島刑務所長　大島敬造
広島県広島市中区吉島町
　　1-114

平成20年4月1日
東日本電信電話㈱
札幌市中央区南十四条西
13-3-33

各業者の料金プランを比較検討した
上，法務省の電話等の利用形態に
合った も経済的と考えられるプラン
を選定したため。（会計法第２９条の３
第４項，予決令第１０２条の４第３号）

― 1,013,065 ― ―
単価契約

1631 上水道の契約

支出負担行為担当官
　広島刑務所長　大島敬造
広島県広島市中区吉島町
　　1-114

平成20年4月1日
広島市水道局
広島市中区基町9-22

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
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）

― 70,134,296 ― ―
単価契約
106円／ｍ3
ほか

1632 下水道の契約

支出負担行為担当官
　広島刑務所長　大島敬造
広島県広島市中区吉島町
　　1-114

平成20年4月1日
広島市水道局
広島市中区基町9-22

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
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）

― 103,979,936 ― ―
単価契約
102円／ｍ3
ほか

1633 都市ガスの契約

支出負担行為担当官
　広島刑務所長　大島敬造
広島県広島市中区吉島町
　　1-114

平成20年4月1日
広島ガス㈱
広島市南区皆実町2-7-1

ガス事業法の規定に基づき，ガス事業
を経営する者が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）

― 3,887,557 ― ―
単価契約
186.31円
／ｍ3ほか

1634 後納郵便の契約

支出負担行為担当官
　広島刑務所長　大島敬造
広島県広島市中区吉島町
　　1-114

平成20年4月1日
郵便事業㈱
広島市南区松原町2-62

郵便法及び民間事業者による信書伝
達に関する法律の規定に基づき，郵
便事業株式会社のほかに一般書信事
業を営むための許可を受けている者
がいないため。（会計法第２９条の３第
４項，予決令第１０２条の４第３号）

― 1,391,470 ― ―
単価契約
80円／１通
ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1635 上水道の契約
契約担当官
尾道刑務支所庶務課長
広島県尾道市房地町23-2

平成20年4月1日
尾道市水道局
尾道市長江3-6-25

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
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）

― 15,193,151 ― ―
単価契約
294円／ｍ3
ほか

1636 都市ガスの契約
契約担当官
尾道刑務支所庶務課長
広島県尾道市房地町23-2

平成20年4月1日 広島ガス㈱
広島市南区皆実町2-7-1

ガス事業法の規定に基づき，ガス事業
を経営する者が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）

― 4,708,254 ― ―
単価契約
181.61円
／ｍ3ほか

1637 上水道の契約

契約担当官
福山拘置支所長
広島県福山市沖野上町
　5-14-6

平成20年4月1日
福山市水道局
福山市古野上町15-25

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
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）

― 1,913,539 ― ―
単価契約
144円／ｍ3
ほか

1638 下水道の契約

契約担当官
福山拘置支所長
広島県福山市沖野上町
　5-14-6

平成20年4月1日
福山市水道局
福山市古野上町15-25

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
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）

― 1,843,885 ― ―
単価契約
126円／ｍ3
ほか

1639
広島刑務所
被収容者カウンセリング(指導）
業務委託

支出負担行為担当官
　広島刑務所長　大島敬造
広島県広島市中区吉島町
　　1-114

平成20年4月1日 個人情報につき非公表

　刑務所におけるカウンセリングに係
る役務を提供し得る特殊な技量や経
験を有する者は，人材派遣会社等の
企業であっても希少であることから，契
約の相手方となるべき者は自ずと限
定され，競争に付すことは極めて困難
な状況にある。仮に競争に付した場
合，目的に沿った適正な役務の提供
が得られなくなるおそれが生じるた
め。

― 5,390,000 ― ―
単価契約
１時間当たり
5000円
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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
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1640
広島刑務所
被収容者カウンセリング（処遇）
業務委託

支出負担行為担当官
　広島刑務所長　大島敬造
広島県広島市中区吉島町
　　1-114

平成20年4月1日 個人情報につき非公表

　刑務所におけるカウンセリングに係
る役務を提供し得る特殊な技量や経
験を有する者は，人材派遣会社等の
企業であっても希少であることから，契
約の相手方となるべき者は自ずと限
定され，競争に付すことは極めて困難
な状況にある。仮に競争に付した場
合，目的に沿った適正な役務の提供
が得られなくなるおそれが生じるた
め。

― 4,165,000 ― ―
単価契約
１時間当たり
5000円

1641 就労支援スタッフ業務委託契約

支出負担行為担当官代理
　山口刑務所処遇部長　前川
勇
山口県山口市松美町３－７５

平成20年4月1日

特定非営利活動法人コ
ミュニティ友志会
山口県防府市石が口１丁
目８－８

一般競争入札をしても，入札者がいな
かったため。（予決令第９９条の２）

― 1,092,000 ― ―
単価契約
91,000円

1642 公共上下水道の契約

支出負担行為担当官代理
　山口刑務所処遇部長　前川
勇
山口県山口市松美町３－７５

平成20年4月1日
山口市水道事業管理者
山口県山口市宮島町７番
１号

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため（会計法第２９条の３第４項
及び予決令１０２条の４第３号）

― 38,955,261 ― ―
単価契約
210円/㎥ほ
か

1643 公共上下水道の契約

契約担当官
　下関拘置支所庶務課長　城
石　学
山口県下関市春日町７－２９

平成20年4月1日
下関市上下水道局
下関市春日町７番３２号

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため（会計法第２９条の３第４項
及び予決令１０２条の４第３号）

― 38,955,261 ― ―
単価契約
237円/㎥ほ
か

1644 公共上下水道の契約
契約担当官
　周南拘置支所長　河内 睦大
山口県周南市岐山通１－５

平成20年4月1日
周南水道局
周南市速玉町３－１５

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため（会計法第２９条の３第４項
及び予決令１０２条の４第３号）

― 2,630,506 ― ―
単価契約
231円/㎥ほ
か

1645 都市ガスの契約

支出負担行為担当官代理
　山口刑務所処遇部長　前川
勇
山口県山口市松美町３－７５

平成20年4月1日
山口合同ガス㈱
山口県下関市本町３－１
－１

ガス事業法に基づくガス事業を経営す
る者が契約の相手方のみであるため
（会計法第２９条の３第４項及び予決
令１０２条の４第３号）

― 2,870,657 ― ―
単価契約
180.23円/㎥
ほか

325 / 375 ページ



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
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予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1646
美祢社会復帰促進センター診療所
管理委託契約

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番地

平成20年4月1日

美祢市長職務執行者
小竹伸夫
山口県美祢市大嶺町東分
326－1

　本委託業務は，ＰＦＩ特区における診
療所の管理が美祢市を事業主体とし
て認定を受けていることから，競争を
許さないため（会計法２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

― 82,352,000 ― ―

1647 被収容者カウンセリング業務
支出負担行為担当官
　岩国刑務所長　青野友美
山口県岩国市錦見6丁目11-29

平成20年4月1日 個人情報につき非公開

　公募したものの契約の相手方以外
から委託を受けることが不可能であ
り，競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項，予決令第１０２条の４
第３号）

― 3,202,668 ― ―

1648 上水道
支出負担行為担当官
　岩国刑務所長　青野友美
山口県岩国市錦見6丁目11-29

平成20年4月1日
岩国市水道局
山口県岩国市山手町４－
４－１４

　水道法第６条の規定に基づき，水道
事業を経営する者が契約の相手方の
みであるため（会計法２９条の３第４項
および予決令１０２条の４第３号）」

― 8,775,694 ― ―
単価契約
210／ｍ３ほ
か

1649 上下水道等

支出負担行為担当官
　広島拘置所長　小野　修
広島県広島市中区上八丁堀２
－６

平成20年4月1日
広島市水道局中央営業所
広島市中区基町９－２３

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため。（会計法29条の３第４項
及び予決令102条の４第３号）

― 52,965,610 ― ―

単価契約（上
水道）
106円/21～
30㎥　ほか
単価契約（下
水道）
1,380円/0～
20㎥ ほか

1650 平成２０年度し尿汲取り処理委託
支出負担行為担当官
　徳島刑務所長　狩  野    覚
徳島市入田町大久２００－1

平成20年4月1日
有限会社　井内開発
徳島市国府町芝原字西澤
119-1

　当該業務は, 廃棄物法第7条第11項
の規定により徳島市が営業区域を限
定して許可をしていることから, 当該契
約の相手方以外の契約は不可能であ
り, 競争を許さないため。(会計法第29
条の3の4項, 予決令第102条の4第3
号)

― 6,376,380 ― ―

単価契約
汲取り費
(3,900ℓ)一式
35,310円

1651 平成２０年度残飯処理委託
支出負担行為担当官
　徳島刑務所長　狩  野    覚
徳島市入田町大久２００－1

平成20年4月1日
森養豚場
徳島市国府町東黒田字鑓
場111-1

　当該業務を清掃業者に委託した場
合, 年間約700万円の委託料が見込ま
れ, かつ, 当該業務を実施できる養豚
業者は他に存在せず, 競争を許さない
ため。(会計法第29条の3の4項, 予決
令第102条の4第4号のロ)

― 2,040,000 ― ―
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1652
高松刑務所カウンセリング業務委託
契約

支出負担行為担当官代理
　高松刑務所庶務課長　宮澤
広
香川県高松市松福町２－１６－
６３

平成20年4月1日 個人情報につき非公表

当該業務について，公募を実施したと
ころ，週５日の勤務であるが，週３日し
か勤務できないことから，週３日の勤
務として契約した。(公募）(会計法第２
９条の３第４項・予決令第１０２条の４
第３号）

― 3,456,000 ― ―

1653
高松刑務所カウンセリング業務委託
契約

支出負担行為担当官代理
　高松刑務所庶務課長　宮澤
広
香川県高松市松福町２－１６－
６３

平成20年4月1日 個人情報につき非公表

当該業務について，公募を実施したと
ころ，週５日の勤務であるが，週２日し
か勤務できないことから，週２日の勤
務として契約した。(公募）(会計法第２
９条の３第４項・予決令第１０２条の４
第３号）

― 2,304,000 ― ―

1654 被収容者改善指導実施支援業務

支出負担行為担当官代理
　福岡刑務所総務部長　岡下
好己
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南
６丁目１番１号

平成20年4月1日 個人情報につき非公開
一般競争入札に付したが，入札参加
者がないため。
（予決令第９９条の２）

― 4,032,000 ― ―

1655 被収容者カウンセリング業務

支出負担行為担当官代理
　福岡刑務所総務部長　岡下
好己
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南
６丁目１番１号

平成20年4月1日 個人情報につき非公開
一般競争入札に付したが，入札参加
者がないため。
（予決令第９９条の２）

― 4,032,000 ― ―

1656 残飯処理業務

支出負担行為担当官代理
　福岡刑務所総務部長　岡下
好己
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南
６丁目１番１号

平成20年4月1日 個人情報につき非公開

当該処理方法については，市町村長
の許可を得た業者（当所は位置する宇
美町は区域ごとに1業者が指定され，
料金も町が指定している。）に委託す
るよりも再生利用を目的とする処理方
法が安価であることから，同方法を採
用したが，同方法は一般廃棄物の処
理方法の例外方法であり，例外的な
方法について一般競争入札に付する
こは，当所周辺地域の「廃棄物の処理
及び清掃に関する法律」の適用を混乱
させ，同法の趣旨を否定することにつ
ながりかねず，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）

― 3,960,000 ― ―
単価契約
ドラム缶1本
1,500円
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1657 浄化槽脱水汚泥処理契約

支出負担行為担当官代理
　福岡刑務所総務部長　岡下
好己
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南
６丁目１番１号

平成20年4月1日
㈱柳原産業
福岡県糟屋郡宇美町障子
岳南３－４－１２

当所が所在する宇美町は，当該廃棄
物の処理運搬業許可業者が契約の相
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）

― 2,469,600 ― ―

単価契約
１ｔあたり
15,000円
運搬料
78,000円

1658 地下水膜濾過システムの賃貸借

支出負担行為担当官代理
　福岡刑務所総務部長　岡下
好己
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南
６丁目１番１号

平成20年4月1日

三井住友銀行リース㈱福
岡支店
福岡県福岡市博多区奈良
屋町2番1号

当該システムは，リース契約の場合契
約の相手方が，当該システムの施工
業者から当該システムの譲渡を受け，
所有権を保有しており，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）

― 2,023,350 ― ―

1659 地下水膜濾過システムの保守管理

支出負担行為担当官代理
　福岡刑務所総務部長　岡下
好己
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南
６丁目１番１号

平成20年4月1日
㈱ウェルシィ
東京都千代田区麹町４－
８－１

当該保守管理をシステム請負製造業
者である契約の相手方（以下「同社」と
いう）以外が行った場合，同社が水質
等の保障することができず，また，保
守管理業者においても機器設備の製
造請負者でないことから担保責任を追
及することは難しくなり，水質等の保障
を受けるためには，同社と契約をせざ
る得ず，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）

― 16,074,000 ― ―

1660 コピー機の保守点検

支出負担行為担当官代理
　福岡刑務所総務部長　岡下
好己
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南
６丁目１番１号

平成20年4月1日

東芝テックビジネスソ
リューション㈱九州支店
福岡県福岡市中央区長浜
2丁目4番1号東芝福岡ビ
ル

コピー機の保守点検については，各製
造業者とも自社技術員に自社機器の
みの保守専門教育を行っており，他社
製機器の保守は請け負わず競争を許
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）

― 1,820,700 ― ―

単価契約
5000枚まで
3.0円
5001枚以上
2.8円

1661 長崎刑務所上水道
支出負担行為担当官
長崎刑務所長　菊　堂　民　生
長崎県諌早市小川町1650番地

平成20年4月1日
諫早市水道局
長崎県諌早市和泉町16-
12

水道法第6条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため（会計法第29条の3第4項
及び決令第102条の4第3号）

― 32,208,350 ― ―

単価契約
283円50銭

/m3ほか
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1662 長崎拘置支所上下水道
支出負担行為担当官
長崎刑務所長　菊　堂　民　生
長崎県諌早市小川町1650番地

平成20年4月1日
長崎市上下水道局
長崎県長崎市桜町2-22

水道法第6条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため（会計法第29条の3第4項
及び決令第102条の4第3号）

― 6,838,565 ― ―

単価契約
283円50銭

/m3ほか

1663 長崎刑務所都市ガス
支出負担行為担当官
長崎刑務所長　菊　堂　民　生
長崎県諌早市小川町1650番地

平成20年4月1日
九州ガス㈱諫早支店
長崎県諌早市幸町1-23

ガス事業法の規定に基づき，ガス事業
を経営する者が契約の相手方のみで
あるため（会計法第29条の3第4項及
び予決令第102条の4第3号）

― 4,681,628 ― ―

単価契約
73円1976銭

/m3ほか

1664 公共上水道

支出負担行為担当官
大分刑務所長　浅井弘保
大分県大分市大字畑中303番
地

平成20年4月1日
大分市水道局
大分市城崎町１－５－２０

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため（会計法２９条の３第４項及
び予決令１０２条の４第３号）

― 94,597,509 ― ―
契約単価
２３０円／ｍ3
ほか

1665 公共下水道

支出負担行為担当官
大分刑務所長　浅井弘保
大分県大分市大字畑中303番
地

平成20年4月1日
大分市下水道普及課
大分市城崎町１－５－２０

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため（会計法２９条の３第４項及
び予決令１０２条の４第３号）

― 42,970,791 ― ―
契約単価
８２５円／ｍ3
ほか

1666 給食運搬業務委託（請負）契約
支出負担行為担当官
　宮崎刑務所長　畑江裕二
宮崎県宮崎市大字糸原４６２３

平成20年4月1日

絆コーポレーシュン㈱
宮崎県宮崎市大塚町桶の
口１９０５－６

入札を２回実施したが予定価格に達
せず，不落随意契約とした。
（予決令第９９条の２）

― 3,391,580 ― ―

1667
業務用電力供給契約
1,028,000kw

支出負担行為担当官
沖縄刑務所長　馬場　恒嘉
沖縄県南城市知念字具志堅３
３０番地

平成20年4月1日
沖縄電力㈱
沖縄県浦添市牧港５－２
－１

電気事業法施行規則第２条の２第１項
第２号の規定により，随意契約によら
ざるをえない（会計法第２９条の３第４
項及び予決令第１０２条の４第３号）

― 20,585,000 ― ―
単価契約
1kw当り
12.53円ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1668
業務用電力Ⅱ型供給契約
324,000kw

支出負担行為担当官
沖縄刑務所長　馬場　恒嘉
沖縄県南城市知念字具志堅３
３０番地

平成20年4月1日
沖縄電力㈱
沖縄県浦添市牧港５－２
－１

電気事業法施行規則第２条の２第１項
第２号の規定により，随意契約によら
ざるをえない（会計法第２９条の３第４
項及び予決令第１０２条の４第３号）

― 6,135,000 ― ―
単価契約
1kw当り
11.08円ほか

1669
低圧電力供給契約
49,000kw

資金前渡官吏
宮古拘置支所長　重島　覚
沖縄県宮古島市平良字西里３
４５－６

平成20年4月1日
沖縄電力㈱宮古支店
沖縄県宮古島市荷川取４
５９－１

電気事業法施行規則第２条の２第１項
第２号の規定により，随意契約によら
ざるをえない（会計法第２９条の３第４
項及び予決令第１０２条の４第３号）

― 1,340,000 ― ―
単価契約
1kw当り
11.54円ほか

1670
水道供給契約
82,000㎥

支出負担行為担当官
沖縄刑務所長　馬場　恒嘉
沖縄県南城市知念字具志堅３
３０番地

平成20年4月1日
南城市水道事業
沖縄県南城市大里字仲間
８０７

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため（会計法第２９条の３第４項
及び予決令１０２条の４第３号）

― 23,514,000 ― ―
単価契約
1㎥当り
263円ほか

1671
上下水道供給契約
27,800㎥

支出負担行為担当官
沖縄刑務所長　馬場　恒嘉
沖縄県南城市知念字具志堅３
３０番地

平成20年4月1日
那覇市水道局
沖縄県那覇市寄宮２－３２
－１

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため（会計法第２９条の３第４項
及び予決令１０２条の４第３号）

― 14,876,000 ― ―
単価契約
1㎥当り
285円ほか

1672
都市ガス供給契約
6,200㎥

支出負担行為担当官
沖縄刑務所長　馬場　恒嘉
沖縄県南城市知念字具志堅３
３０番地

平成20年4月1日
沖縄ガス㈱
沖縄県那覇市西３－１３－
２

ガス事業法の規定に基づくガス事業を
経営する者が契約の相手方のみであ
るため（会計法第２９条の３第４項及び
予決令１０２条の４第３号）

― 1,732,000 ― ―
単価契約
1㎥当り
251.34円ほか

1673
平成２０年度被収容者カウンセリン
グ業務委託

支出負担行為担当官
佐賀少年刑務所長　五反田伸
一　　佐賀少年刑務所佐賀市
新生町２番１号

平成20年4月1日 個人情報につき非公表
一般競争入札に付したが入札者がい
ないため（予決令第９９条の２）

― 4,527,600 ― ―
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1674 平成２０年度就労支援業務委託

支出負担行為担当官
佐賀少年刑務所長　五反田伸
一　　佐賀少年刑務所佐賀市
新生町２番１号

平成20年4月1日 個人情報につき非公表
一般競争入札に付したが入札者がい
ないため（予決令第９９条の２）

― 1,008,000 ― ―

1675 一般廃棄物収集運搬等業務委託

支出負担行為担当官
　福岡拘置所長　國部敬徳
福岡県福岡市早良区百地2-
16-10

平成20年4月1日
㈱エイコー
福岡県福岡市西区小戸1-
3-1

当該一般廃棄物収集運搬等業務委託
は，指定業者が一区域一業者となって
いるため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
及び予決令第１０２条の４第３号）

― 3,577,200 ― ―

1676 福岡拘置所で使用する上水道

支出負担行為担当官
　福岡拘置所長　國部敬徳
福岡県福岡市早良区百地2-
16-10

平成20年4月1日
福岡市水道事業管理者
財福岡県福岡市早良区百
道2-1-31

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手のみで
あるため。（会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３号）

― 57,775,680 ― ―
単価契約
１７５円/㎥ほ
か

1677 小倉拘置支所で使用する上水道

支出負担行為担当官
　福岡拘置所長　國部敬徳
福岡県福岡市早良区百地2-
16-10

平成20年4月1日
北九州市水道局
福岡県北九州市小倉北区
大手町１－１

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手のみで
あるため。（会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３号）

― 12,235,273 ― ―
単価契約
３２５円/㎥ほ
か

1678 福岡拘置所で使用する下水道

支出負担行為担当官
　福岡拘置所長　國部敬徳
福岡県福岡市早良区百地2-
16-10

平成20年4月1日
福岡市水道事業管理者
財福岡県福岡市早良区百
道2-1-31

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手のみで
あるため。（会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３号）

― 47,240,517 ― ―
単価契約
１３円/㎥ほか

1679 小倉拘置支所で使用する下水道

支出負担行為担当官
　福岡拘置所長　國部敬徳
福岡県福岡市早良区百地2-
16-10

平成20年4月1日
北九州市長
福岡県北九州市小倉北区
城内1-1

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手のみで
あるため。（会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３号）

― 13,932,436 ― ―
単価契約
４０７円/㎥ほ
か
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1680 福岡拘置所で使用する都市ガス

支出負担行為担当官
　福岡拘置所長　國部敬徳
福岡県福岡市早良区百地2-
16-10

平成20年4月1日
西部ガス㈱
福岡県福岡市博多区千代
1-17-1

ガス事業法の規定に基づくガス事業を
経営する者が契約の相手のみである
ため。（会計法第２９条の３第４項及び
予決令第１０２条の４第３号）

― 1,864,064 ― ―
単価契約
１７７．５１円/
㎥ほか

1681 公共上下水道の契約

支出負担行為担当官
北海少年院長　北林修二
（北海道千歳市大和４丁目７４
６－１０）

平成20年4月1日
千歳市水道局
北海道千歳市東雲町３丁
目２

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため（会計法２９条の３第４項及
び予決令１０２条の４第３号）

― 2,896,313 ― ―

単価契約
上水道135円
／㎥
下水道119円
／㎥　ほか

1682 上水道供給契約

支出負担行為担当官代理
　青森少年院次長　阿部　究
（青森県東津軽郡平内町大字
沼館字沼館尻）

平成20年4月1日
平内町水道事業企業
青森県東津軽郡平内町小
湊字小湊63

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため（会計法第２９条の３第４項
及び予決令第１０２条の４第３号）

― 2,653,476 ― ―
単価契約
１㎥当り280
円

1683 上下水道の供給
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20年4月1日
盛岡市水道部
盛岡市愛宕町6-8

水道法第6条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため（会計法29条の3第4項及び
予決令102条の4第3号）

― 4,308,571 ― ―

単価契約
上水道272円
/㎥　ほか
単価契約
下水道94円/
㎥　ほか

1684 ガスの供給
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20年4月1日
盛岡ガス（株）
岩手県盛岡市上田2-19-
56

ガス事業法の規定に基づくガス事業を
経営する者が契約の相手方のみであ
るため（会計法29条の3第4項及び予
決令102条の4第3号）

― 1,612,548 ― ―
単価契約
211円48銭/
㎡　ほか
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1685 公共上下水道

支出負担行為担当官
　東北少年院長　小　松　賢
治
（宮城県仙台市若林区古城
  ３－２１－１）

平成20年4月1日
仙台市水道局
仙台市太白区長町6-4-47

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約相手方のみで
あるため（会計法２９条の３第４項及び
予決令１０２条の４第３号）

― 3,576,695 ― ―

単価契約
上水道基本
料金　1,250円
（口径20mm）
上水道従量
料金　80～
310円／ｍ3
下水道基本
料金　703円
（0～10ｍ3）
下水道従量
料金　104～
420円／ｍ3
ほか

1686
青葉女子学園において使用する上
下水道一式

支出負担行為担当官代理
青葉女子学園次長　小田島
輝夫
（仙台市若林区古城３丁目２４
番１号）

平成20年4月1日
仙台市水道局
仙台市太白区南大野田２
９－１

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約相手方のみで
あるため（会計法第２９条の３第４項及
び予決令第１０２条の４第３号）

― 1,905,791 ― ―
単価契約
205円／㎥
ほか

1687 水道供給契約

支出負担行為担当官代理
　赤城少年院庶務課長　五十
嵐　康子
（群馬県前橋市上大屋町60）

平成20年4月1日
前橋市水道局
群馬県前橋市岩神町3丁
目13番15号

　水道法第6条の規定に基づき契約の
相手方が決められていることから競争
が存在しない（会計法第29条の3第4
項、予決令第102条の４第3号）

― 2,256,792 ― ―
単価契約
5，440円／㎥
他

1688 上水道供給契約（１１，０００㎥）

支出負担行為担当官
　榛名女子学園長　中野レイ子
　(群馬県北群馬郡榛東村新井
1027－1)

平成20年4月1日
群馬県北群馬郡榛東村長
群馬県北群馬郡榛東村山
子田１２５８－１

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
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１０２条の
４第３号）

― 1,727,000 ― ―
単価契約
１㎥当り157
円

1689 上下水道料金
支出負担行為担当官
　多摩少年院長　林　　和治
（東京都八王子市緑町６７０）

平成20年4月2日
八王子市
東京都八王子市元本郷町
三丁目24番1号

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
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102条の4第3
号)。

― 19,834,836 ― ―

単価契約
372円（税別）
/ｍ３

ほか
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1690 上下水道供給契約

支出負担行為担当官代理
　久里浜少年院課長　矢田　豊
（神奈川県横須賀市長瀬3-12-
1）

平成20年4月1日
横須賀市水道局
神奈川県横須賀市
小川町１１

当該物品を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，予算決算及び会計令第102条の４
第3号）

― 11,729,717 ― ―

単価契約
１㎥あたり150
円（１１～２５
㎥の場合）ほ
か９件

1691 プロパンガス供給契約

支出負担行為担当官代理
　久里浜少年院課長　矢田　豊
（神奈川県横須賀市長瀬3-12-
1）

平成20年4月1日
株式会社　奥村商会
神奈川県横浜市西区
平沼２－６－８

当院宿舎とプロパン庫を同一にしてお
り簡易ガス事業に相当するため，安定
的かつ継続的に物品を供給すること
ができるのは関東経済産業局の認可
を受けた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，予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

― 1,752,868 ― ―

単価契約
基本料金
２４１５円ほか
１件

1692 上下水道料金

支出負担行為担当官
小田原少年院長　坂田裕志
（神奈川県小田原市扇町１－４
－６）

平成20年4月1日
小田原市水道局
小田原市高田４０１

水道法第６条の規定に基づき水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため（会計法２９条の３第４項及
び予決令１０２条の４第３号）

― 2,380,994 ― ―
単価契約
115円/㎥
ほか

1693 プロパンガスの供給契約
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20年4月1日
小林石油（株）
新潟県長岡市福住2-3-6

一般競争入札を行ったが，再度の入
札をしても落札者がないため。（予算
決算及び会計令第９９条の２）

― 3,092,376 ― ―
単価契約
244.65(1㎥)

1694 水道供給契約一式
支出負担行為担当官
　瀬戸少年院長　泉　俊幸
（愛知県瀬戸市東山町１４）

平成20年4月1日
瀬戸市都市整備部水道課
愛知県瀬戸市原山町１番
地の７

水道法第６条の規定に基づき契約の
相手方が決められていることから競争
が存在しない。（会計法第２９条の３第
４項，予決令第１０２条の４第３号）

― 5,642,274 ― ―

単価契約
基本料金
2,047円/月
ほか

1695 都市ガス供給契約一式
支出負担行為担当官
　瀬戸少年院長　泉　俊幸
（愛知県瀬戸市東山町１４）

平成20年4月1日
東邦ガス（株）
名古屋市熱田区桜田１９
－１８

ガス事業法の規定に基づくガス事業を
経営する者が契約の相手方のみであ
るため（会計法第２９条の３第４項及び
予決令１０２条の４第３号）

― 2,352,465 ― ―

単価契約
業務用季節
別契約第１種
基本料金
19,950円/月
ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1696
平成20年度交野女子学院上水道需
給契約

支出負担行為担当官
　交野女子学院長　松井陽子
大阪府交野市郡津2丁目45-1

平成20年4月1日
交野市水道局
交野市私市2丁目24-1

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため(会計法２９条の３第４項及
び予決令１０２条の４第３号）

― 3,620,370 ― ―
単価契約
1㎥当り１２４
円

1697
平成20年度交野女子学院下水道需
給契約

支出負担行為担当官
　交野女子学院長　松井陽子
大阪府交野市郡津2丁目45-1

平成20年4月1日
交野市水道局
交野市私市2丁目24-1

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため(会計法２９条の３第４項及
び予決令１０２条の４第３号）

― 4,328,306 ― ―
単価契約
1㎥当り１１０
円

1698 上水道供給契約
支出負担行為担当官
　岡山少年院長　佐藤　公昭
（岡山県岡山市箕島２４９７）

平成20年4月1日
岡山市水道事業管理者
〒７００－８７９９岡山中央
郵便局

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため（会計法２９条の３第４項及
び予決令１０２条の４第３号）

― 2,525,719 ― ―
単価契約
170円／100
㎥

1699 平成20年度水道使用料

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

平成20年4月1日
東広島市水道局
広島県東広島市西条中央
２丁目５番１８号

水道法第６条の規定に基づき，指導事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため（会計法第２９条の３第４項
及び予決令１０２条の４第３号）

― 3,677,334 ― ―
単価契約
1㎥当り307.8
円

1700 水道供給等契約
支出負担行為担当官
貴船原少女苑長　松田美智子
東広島市八本松町原６０８８

平成20年4月1日
東広島市水道局
東広島市西条中央２－５
－１８

水道法６条の規定に基づき，水道事業
を経営する者が契約の相手方のみで
あるため（会計法２９条の３第４項及び
予決令１０２条の４第３号）

― 1,971,492 ― ―
単価契約
基本料2,918
円他

1701 上下水道の需給契約

支出負担行為担当官代理
四国少年院次長　田所康二
（香川県善通寺市善通寺町
2020）

平成20年4月1日
善通寺市
香川県善通寺市文京町2-
1-1

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方であ
るため（会計法第２９条の３第４項及び
予決令第１０２条の４第３号）

― 3,948,980 ― ―
単価契約
200円／㎥
ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1702
土地賃貸借料
51,163.43㎡

支出負担行為担当官
　沖縄少年院長　横井幸四郎
（沖縄県沖縄市山内1-13-1）

平成20年4月1日 個人情報につき非公表

当院及び沖縄女子学園の敷地使用に
係る土地賃貸借契約であり，契約の性
質上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）

― 95,829,085 ― ―

契約単価
1,873円/㎡
※ただし，地
主複数のた
め，契約金額
＝契約単価*
面積とならな
い。

1703
電気供給契約
255,000kwh

支出負担行為担当官
　沖縄少年院長　横井幸四郎
（沖縄県沖縄市山内1-13-1）

平成20年4月1日
沖縄電力株式会社
うるま市具志川字江洲
358-2

電気事業法第３条の規程による電気
事業を営む者が，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）

― 4,700,000 ― ―

長期継続契
約
単価契約
11.63円/kwh
ほか

1704
水道供給等契約
7,700m3

支出負担行為担当官
　沖縄少年院長　横井幸四郎
（沖縄県沖縄市山内1-13-1）

平成20年4月1日
沖縄市水道局
沖縄市美里5-28-1

水道法第６条の規定に基づき契約の
相手方が決められていることから競争
が存在しない。（会計法第２９条の３第
４項，予決令第１０２条の４第３号）

― 2,900,000 ― ―

長期継続契
約
単価契約
178円/m3ほ
か

1705 ガスの供給

支出負担行為担当官
　札幌少年鑑別所長　榮　　博
（北海道札幌市東区東苗穂2条
1丁目1番25号）

平成20年4月3日
北海道ガス（株）
北海道札幌市中央区大通
西7丁目3番地1

ガス事業法の規定に基づくガス事業を
経営する者が契約の相手方のみであ
るため（会計法第29条の3第4項及び
予決令102条の4第3号）

― 7,070,434 ― ―
単価契約
97.08円/㎥

1706 上下水道

支出負担行為担当官
　札幌少年鑑別所長　榮　　博
（北海道札幌市東区東苗穂2条
1丁目1番25号）

平成20年4月3日
札幌市水道局
北海道札幌市中央区大通
東11丁目

水道法第6条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため（会計法第29条の3第4項
及び予決令102条の4第3号）

― 1,856,789 ― ―
単価契約
345円/㎥ほ
か

1707 上下水道料金

支出負担行為担当官
千葉少年鑑別所長
木村　隆一
（千葉県千葉市稲毛区天台１
－１２－９）

平成20年4月1日 千葉県水道局

水道法第６条の規定に基づき，水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
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102条の4第3
号)。

― 1,608,700 ― ―

単価契約
１㎥当たり
424.20円（税
込）ほか5件
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1708 水道供給契約

支出負担行為担当官
東京少年鑑別所長　石毛　博
(東京都練馬区氷川台２－１１
－７）

平成20年4月1日

東京都水道局
練馬東営業所
東京都練馬区中村北１－
９－４

競争性のない随意契約によらざるを得
ない場合であり，契約の相手方が法令
等の規定により明確に特定されるも
の。
(会計法第２９条の３第３号及び予算決
算及び会計令第１０２条の４第３項に
よる。）

― 6,116,971 ― ―
単価契約
１㎥５６０円他
６件

1709 上水道供給契約

支出負担行為担当官
　横浜少年鑑別所長　高田
修
（神奈川県横浜市港南区港南
４－２－１）

平成20年4月1日
横浜市水道局港南営業所
神奈川県横浜市港南区日
野１－３－１０

水道法第６条の規定に基づき契約の
相手方以外にないと判断したため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号

― 2,980,282 ― ―

単価契約
103.68円／
リッポウメート
ル

1710 下水道利用契約

支出負担行為担当官
　横浜少年鑑別所長　高田
修
（神奈川県横浜市港南区港南
４－２－１）

平成20年4月1日
横浜市水道局港南営業所
神奈川県横浜市港南区日
野１－３－１０

水道法第６条の規定に基づき契約の
相手方以外にないと判断したため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号

― 2,918,843 ― ―
単価契約
82.68円／リッ
ポウメートル

1711 都市ガス供給契約

支出負担行為担当官
　横浜少年鑑別所長　高田
修
（神奈川県横浜市港南区港南
４－２－１）

平成20年4月1日
東京ガス（株）　　神奈川
県横浜市都筑区茅ケ崎中
央１６－１８

ガスを安定的かつ継続的に供給でき
る者は契約の相手方以外にないと判
断したため。（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

― 2,726,846 ― ―

単価契約
106.51円／
リッポウメート
ル

1712 公共上下水道の契約

支出負担行為担当官代理
　大阪少年鑑別所次長　池田
正興
（大阪府堺市堺区田出井町8-
30）

平成20年4月1日
堺市水道事業管理者
大阪府堺市堺区向陵西町
1-5-33

水道法第６条の規定に基づき,水道事
業を経営する者が契約の相手方のみ
であるため。(会計法第２９条の３第４
項及び予決令１０２条の４第３号)

― 8,658,243 ― ―

単価契約
上水道　150
円/m3
下水道 　50
円/m3ほか

1713 都市ガスの契約

支出負担行為担当官代理
　大阪少年鑑別所次長　池田
正興
（大阪府堺市堺区田出井町8-
30）

平成20年4月1日
大阪ガス（株）南部事業本
部          大阪府堺市堺区
住吉橋町2-2-19

ガス事業法の規定に基づくガス事業を
経営する者が契約の相手方のみであ
るため。(会計法第２９条の３第４項及
び予決令１０２条の４第３号)

― 3,025,292 ― ―
単価契約
96.44円/m3
ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1714 水道供給等契約
支出負担行為担当官
広島少年鑑別所長上田邦春
広島市中区吉島西３－１５－８

平成20年4月1日
広島市水道局
広島市中区基町９－３２

水道法６条の規定に基づき，水道事業
を経営する者が契約の相手方のみで
あるため（会計法２９条の３第４項及び
予決令１０２条の４第３号）

― 2,336,388 ― ―
単価契約
基本料2,400
円他

1715
パーソナルコンピューターリース契
約

支出負担行為担当官
　千葉保護観察所　市川清志
（千葉県千葉市中央区中央港
１－１１－３）

平成20年4月1日

リコー販売（株）
千葉市中央区新町24-9
リコーリース（株）
東京都中央区銀座7-16-3

当該機器等については，前年度から
継続して賃借するものであり，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）

― 2,313,360 ― ―

1716
パーソナルコンピュータ賃借料
（６６台）

支出負担行為担当官代理
関東地方更生保護委員会事務
局長　板谷　充
（埼玉県さいたま市中央区新都
心２－１）

平成20年4月1日
リコー販売株式会社
埼玉県さいたま市北区宮
原町３－７７－２

当該機器等を前年度に引き続き賃借
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
算決算及び会計令第１０２条の４第１
項第３号）

― 1,695,960 ― ―

1717
旭川保護観察所沼田駐在官事務所
車両リース契約　２台

支出負担行為担当官代理
　北海道地方更生保護委員会
　　　総務課長　吉田幸雄
（札幌市中央区大通西１２）

平成20年4月1日

ＭＭＣダイヤモンドファイ
ナンス株式会社北海道支
店
札幌市中央区北５条西６
丁目２番地

平成１９年度に競争入札により借り入
れた当該車両等について，継続して賃
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）

― 1,089,900 ― ―

1718 後納郵便料

支出負担行為担当官
 名古屋保護観察所長　鈴木康之

　（愛知県名古屋市中区三の
丸４－３－１）

平成20年4月1日 郵便事業株式会社

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業株式会社のほかに一般信書
便事業を営むための許可を受けてい
る者がいないことから，競争を許さない
ため，随意契約としたもの。（会計法第
２９条の３第４項，予算決算及び会計
令第１０２条の４第１項第３号）

― 4,675,800 ― ―
１個あたり８０
円ほか１７件
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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
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予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1719 被収容者に対する給食供給契約

支出負担行為担当官代理
　入国者収容所大村入国管理
センター次長　増田義武
（長崎県大村市古賀島町６４４
－３）

平成20年4月1日
アサヒフード（株）
長崎県大村市協和町１７３
６

契約の相手方は被収容者に対する給
食の安定供給等の要件を満たした当
該サービスを提供できる唯一の業者で
あり，競争を許さないため。一般競争
入札を実施したが落札できず，再度入
札しても落札者がないことから随意契
約とした。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
９９条の２）

― 47,664,334 ― ―
単価契約
１日３食
１，０６７円

1720 複写機保守請負契約

支出負担行為担当官
　入国者収容所東日本入国管
理センター所長　石田正信
（茨城県牛久市久野町１７６６）

平成20年4月1日
茨城リコー（株）
茨城県つくば市春日２－２
６－３

契約業者は当該機器等の供給者であ
り，技術，品質保証能力及び交換部品
等を有するものは同社以外になく，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）

― 4,920,000 ― ―

単価契約
2001～8000
枚：4.1円／1
枚等

1721 レントゲン賃貸借契約

支出負担行為担当官
　入国者収容所東日本入国管
理センター所長　石田正信
（茨城県牛久市久野町１７６６）

平成20年4月1日
日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋２－１５
－１２

当該機器を前年度に引き続き賃借す
るものであり，競争を許さないため。
（会計法２９条の３第４項，予決令第１
０２条の４第３号）

― 2,603,796 ― ―

1722 プロパンガス納入契約

支出負担行為担当官
　入国者収容所東日本入国管
理センター所長　石田正信
（茨城県牛久市久野町１７６６）

平成20年4月1日
（有）フジイ
茨城県牛久市久野町９６７

ガスを安定的かつ継続的に供給でき
る者は契約の相手方以外にないと判
断したため。
（会計法第２９条の３第４項第１項第２
号，予決令第１０２条の４第３号）

― 2,464,000 ― ―
単価契約
1立米：320円

1723 配膳業務委託契約

支出負担行為担当官
　入国者収容所東日本入国管
理センター所長　石田正信
（茨城県牛久市久野町１７６６）

平成20年4月1日
（株）おかだ
東京都板橋区高島平９－
６－７

各業者のプランを比較検討したとこ
ろ，被収容者に対する給食の供給と連
動した当該役務形態をとった も経済
的と考えられるプランを選定し，該当
の業者と随意契約したもの。（会計法
第２９条の３第４項，予決令第１０２条
の４第３号）

― 11,731,968 ― ―
単価契約
1回：1536円

1724 自転車運転代行

支出負担行為担当官
入国者収容所　西日本入国管
理センター所長　　片倉　誠
（大阪府茨木市郡山１－１１－
１）

平成20年4月1日
㈱コクド
大阪府箕面市５－１３－８

予決令第９９条の２
再度入札をしても，落札者がいなかっ
たため。

― 2,070,000 ― ―
単価契約
２３００円／ｈ
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1725 エレベータ保守契約

支出負担行為担当官
入国者収容所　西日本入国管
理センター所長　　片倉　誠
（大阪府茨木市郡山１－１１－
１）

平成20年4月1日
シンドラーエレベータ㈱
大阪市北区豊崎３－１－２
２

会計法第２９条の３の４，予決令第１０
２条の４の３
契約業者は当該機種のメーカーであ
り，当該機種の保守に関し同社と同等
の商品知識や技術を他社に求めるこ
とは事実上不可能である。

― 1,751,400 ― ―

1726 庁内ＬＡＮ保守契約

支出負担行為担当官
入国者収容所　西日本入国管
理センター所長　　片倉　誠
（大阪府茨木市郡山１－１１－
１）

平成20年4月1日

富士ゼロックス㈱大阪営
業所
大阪市中央区瓦町３－６
－５

会計法第２９条の３の４，予決令第１０
２条の４の３
契約業者は，当センター庁内ＬＡＮ保
守契約システムの仕様策定，設計，施
工に一貫して携わっていることに加
え，ソフトウェアの供給業者でもあり，
システム保守に関し同社と同等の技術
や品質保証能力を望める業者は他に
なく，競争を許さないため。

― 1,483,860 ― ―

1727
成田空港支局分庁舎建物賃貸借契
約
３，７０６．５６㎡

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
成田国際空港（株）
千葉県成田市古込字古込
１－１

物件の場所，設備，立地条件等の諸
条件を満たす者が１社であり，競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第
４項，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 125,195,076 ― ―

1728 外国人在留総合相談業務等　一式
支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
（財）入管協会
東京都千代田区神田錦町
３－４

本委託業務は，在留外国人等からの
各種照会，相談業務であり，外国語の
みならず，入国・在留関係手続きに精
通した専門的な知識が必要であるとこ
ろ，十分な知識及び技能を有する相談
員を配置し，円滑な業務運営を行うこ
とができるのは，企画競争実施の結
果，契約の相手方しかないと認められ
たため。（会計法第２９条の３第４項，
予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号）（企画競争）

― 100,925,623 ― 5

1729
東京入国管理局成田空港支局にお
ける空気調和及び換気の需給に関
する契約　一式

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
成田国際空港（株）
千葉県成田市古込字古込
１－１

当支局が入居している成田空港施設
は，同社が一元的に管理しているた
め。（会計法第２９条の３第４項，予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号）

― 88,128,600 ― ―

340 / 375 ページ



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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1730
東京入国管理局成田空港支局にお
ける電気・上下水・冷温水需給契約
一式

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
成田国際空港（株）
千葉県成田市古込字古込
１－１

当支局が入居している成田空港施設
は，同社が一元的に管理しているた
め。（会計法第２９条の３第４項，予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号）

― 86,966,793 ― ―

単価契約
電気使用料
単価22.56円
／ｋｗほか4件

1731
新宿出張所建物賃貸借契約
７２２．４６㎡

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
三菱ＵＦＪ信託銀行（株）
東京都千代田区丸の内１
－４－５

物件の場所，設備，立地条件等の諸
条件を満たす者が１社であり，競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第
４項，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 67,877,808 ― ―

1732
乾式複写機及びカラー複写機の保
守点検及び調整等に関する保守管
理契約　一式

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日

ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ
ｽﾞ（株）
東京都中央区日本橋本町
1-5-4

契約業者は，当該機器の供給者であ
り，技術，品質保証能力及び交換部品
等を有する者は同社以外になく，競争
を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項，予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

― 55,342,345 ― ―

単価契約
1～3,000枚ま
で１枚当たり
5.04円ほか16
件

1733
東京入国管理局成田空港支局分庁
舎における電気・上下水・令温水需
給契約　一式

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
成田国際空港（株）
千葉県成田市古込字古込
１－１

当支局が入居している成田空港施設
は，同社が一元的に管理しているた
め。（会計法第２９条の３第４項，予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号）

― 48,644,201 ― ―

単価契約
電気使用料
単価22.56円
／ｋｗほか4件

1734
東京入国管理局成田空港支局にお
ける受変電施設等の使用料に関す
る契約　一式

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
成田国際空港（株）
千葉県成田市古込字古込
１－１

当支局が入居している成田空港の変
電施設等は，同社の所有によるため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 37,132,165 ― ―

1735
東京入国管理局における上下水道
需給契約　一式

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
東京都水道局
東京都新宿区西新宿２－
８－１

当該サービスを提供できる唯一の業
者であり，契約の性質が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，
予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号）

― 32,678,241 ― ―
単価契約
404円／㎥
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1736
宇都宮出張所建物賃貸借契約
５８７．９６㎡

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
日本生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内１
－６－６

物件の場所，設備，立地条件等の諸
条件を満たす者が１社であり，競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第
４項，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 32,569,356 ― ―

1737
千葉出張所建物賃貸借契約
７８７．５６㎡

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
伊藤忠ビルディング（株）
東京都中央区日本橋小舟
町１３－３

物件の場所，設備，立地条件等の諸
条件を満たす者が１社であり，競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第
４項，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 32,444,976 ― ―

1738
東京入国管理局成田空港支局分庁
舎共用部分の維持管理に関する契
約　一式

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
成田国際空港（株）
千葉県成田市古込字古込
１－１

当支局が入居している成田空港施設
は，同社が一元的に管理しているた
め。（会計法第２９条の３第４項，予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号）

― 31,513,788 ― ―

1739
さいたま出張所建物賃貸借契約
６０６．１５㎡

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
与野都市開発（株）
埼玉県さいたま市中央区
上落合２－３－３

物件の場所，設備，立地条件等の諸
条件を満たす者が１社であり，競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第
４項，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 27,734,616 ― ―

1740
東京入国管理局におけるETCス
ルーカードＮの使用に関する契約
一式

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
（株）ジェーシービー
東京都港区青山５－１－２
２

価格面で実質的な競争が存在しない
ため。（会計法29条の３第4項，予決令
第102条の４第3号）

― 25,937,003 ― ―
単価契約
首都高速700
円ほか

1741
東京入国管理局におけるガス需給
契約

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
東京ガス株式会社
東京都新宿区西新宿３－
７－１

当該サービスを提供できる唯一の業
者であり，契約の性質が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，
予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号）

― 24,964,459 ― ―
単価契約
従量単価44．
29円/㎥
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1742
高崎出張所建物賃貸借契約
５５５．８７㎡

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
日本生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内１
－６－６

物件の場所，設備，立地条件等の諸
条件を満たす者が１社であり，競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第
４項，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 24,898,980 ― ―

1743
水戸出張所建物賃貸借契約
４９０．００㎡

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
（有）プリンス
茨城県水戸市元山町２－
３－５９

物件の場所，設備，立地条件等の諸
条件を満たす者が１社であり，競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第
４項，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 23,344,644 ― ―

1744
事前旅客情報システム用機器の賃
貸借　一式

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

当該機器を前年度に引き続き賃貸す
るものであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 22,680,000 ― ―

1745 東京入国管理局電話料等　一式
支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
東日本電信電話(株)
東京都新宿区西新宿３－
１９－２

引き続き当該業者と契約することによ
り，長期割引制度を 大限に活用でき
るため。（会計法第２９条の３第４項，
予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号）

― 20,397,427 ― ―
単価契約
通話料8.925
円／3分ほか

1746
東京入国管理局成田空港支局乾式
複写機及びカラー複写機の保守点
検及び調整等に関する契約　一式

契約担当官
　東京入国管理局
　成田空港支局長　利岡　寿
（千葉県成田市古込字古込1-
1）

平成20年4月1日

ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ
ｽﾞ（株）
東京都中央区日本橋本町
1-5-4

契約業者は，当該機器の供給者であ
り，技術，品質保証能力及び交換部品
等を有する者は同社以外になく，競争
を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項，予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

― 19,766,956 ― ―

単価契約
1～3,000枚ま
で１枚当たり
5.04円ほか12
件

1747
東京入国管理局における携帯電話
料金に関する契約　一式

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
（株）エヌティティドコモ
東京都千代田区永田町２
－１１－１

引き続き当該業者と契約することによ
り，長期割引制度を 大限に活用でき
るため。（会計法第２９条の３第４項，
予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号）

― 18,181,254 ― ―
単価契約
従量料金
21円／30秒
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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
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落札率
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1748
東京入国管理局における後納郵便
に関する契約　一式

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
日本郵政公社
東京都千代田区丸の内２
－７－２

当該サービスを提供できる唯一の業
者であり，契約の性質が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，
予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号）

― 17,603,273 ― ―
単価契約
定形郵便80
円／1通ほか

1749
東京入国管理局成田空港支局分庁
舎の被収容者に対する食事供給に
関する契約　一式

契約担当官
　東京入国管理局
　成田空港支局長　利岡　寿
（千葉県成田市古込字古込1-
1）

平成20年4月1日
ナリタフードサービス(株)
千葉県成田市三里塚御料
１－２４５

入居している建物の食事供給業務の
受託業者は，建物管理者の指定業者
となるため。（会計法第２９条の３第４
項，予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号）

― 16,355,078 ― ―
単価契約
１日３食当た
り1,120円

1750
東京入国管理局おだいば分室にお
ける後納郵便に関する契約　一式

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
日本郵政公社
東京都千代田区丸の内２
－７－２

当該サービスを提供できる唯一の業
者であり，契約の性質が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，
予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号）

― 15,127,972 ― ―
単価契約
定形郵便80
円／1通ほか

1751
東京入国管理局成田空港支局にお
ける成田空港フライト情報の提供に
関する契約　一式

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
成田国際空港（株）
千葉県成田市古込字古込
１－１

成田空港におけるフライト情報表示設
備は，同社の所有によるものであり，
フライト情報を迅速かつ一元的に提供
を受けるには同社から情報提供を受
ける必要があるため。（会計法第２９条
の３第４項，予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号）

― 15,120,000 ― ―

1752
事前旅客情報システムの遠隔監視
業務委託に関する契約　一式

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

当該システムは２４時間３６５日稼働の
システムであるため，継続的な運用を
確保する必要があるため。（会計法第
２９条の３第４項，予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号）

― 12,474,000 ― ―

1753
甲府出張所建物賃貸借契約
２３０．４２９㎡

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
（株）ダイタ
山梨県甲府市丸の内２－
１４－１３

物件の場所，設備，立地条件等の諸
条件を満たす者が１社であり，競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第
４項，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 10,535,616 ― ―
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再就職
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1754
成田国際空港第一旅客ターミナル
ビル諸設備の保守業務に関する契
約　一式

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
（株）成田エアポートテクノ
千葉県成田市古込字古込
１－１

当該業務に係る技術，設備，品質保
証能力を有する者が契約業者以外に
なく，また，指定業者でもあることから
競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項，予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号）

― 9,574,950 ― ―

1755
東京入国管理局成田空港支局分庁
舎専用部分保全業務に関する契約
一式

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日

（株）ＮＡＡファシリティーズ
千葉県成田市三里塚字御
料牧場１－２

入居している建物諸設備の保全業務
の受託業者は，建物管理者の指定業
者となるため。（会計法第２９条の３第
４項，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 8,163,750 ― ―

1756
新宿外国人センター建物賃貸借契
約
２４８．４１㎡

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
三菱ＵＦＪ信託銀行（株）
東京都千代田区丸の内１
－４－５

物件の場所，設備，立地条件等の諸
条件を満たす者が１社であり，競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第
４項，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 7,298,532 ― ―

1757 複写機保守契約

契約担当官代理
　東京入国管理局
　横浜支局次長　戈賀光治
（横浜市中区山下町37-9）

平成20年4月1日

ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ
ｽﾞ（株）
東京都中央区日本橋本町
1-5-4

契約業者は，当該機器の供給者であ
り，技術，品質保証能力及び交換部品
等を有する者は同社以外になく，競争
を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項，予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

― 7,104,619 ― ―

単価契約
1～3000枚ま
で1枚当たり
4.80円ほか19
件

1758 パソコン（１５３台）の賃貸借契約
支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日

ｾﾝﾁｪﾘｰ･ﾘｰｼﾝｸﾞ・ｼｽﾃﾑ
(株）
東京都港区浜松町２－４
－１

当該機器を前年度に引き続き賃貸す
るものであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 6,346,620 ― ―

1759 パソコン（１７５台）の賃貸借契約
支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
リコーリース（株）
東京都中央区銀座７－１６
－３

当該機器を前年度に引き続き賃貸す
るものであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 6,174,936 ― ―
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1760 自動車１０台に関する賃貸借契約
支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
（株）日産ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｽ
東京都港区白金台３－２
－１０

当該機器を前年度に引き続き賃貸す
るものであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 6,103,440 ― ―

1761
新宿出張所駐車場賃貸借契約
５台

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
三菱ＵＦＪ信託銀行（株）
東京都千代田区丸の内１
－４－５

物件の場所，設備，立地条件等の諸
条件を満たす者が１社であり，競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第
４項，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 5,040,000 ― ―

1762
成田空港支局分庁舎専用部分の日
常及び定期清掃に関する契約　一
式

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日

（株）成田空港美整社
千葉県成田市取香５２９－
６３

入居している建物の清掃業務の受託
業者は，建物管理者の指定業者とな
るため。（会計法第２９条の３第４項，
予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号）

― 5,003,643 ― ―

1763
東京入国管理局における専用回線
使用料等に関する契約　一式

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日

NTTコミュニケーションズ
（株）
東京都千代田区内幸町１
－１－６

当該回線は契約業者の所有であり，
一元的に管理しているため。（会計法
第２９条の３第４項，予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号）

― 4,312,071 ― ―

単価契約
専用回線
2,079円／月
ほか

1764
成田国際空港第二旅客ターミナル
ビル諸設備の保守業務に関する契
約　一式

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
（株）成田エアポートテクノ
千葉県成田市古込字古込
１－１

当該業務に係る技術，設備，品質保
証能力を有する者が契約業者以外に
なく，また，指定業者でもあることから
競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項，予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号）

― 4,278,579 ― ―

1765
事前旅客情報システム建物賃貸借
に関する契約　一式

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
成田国際空港（株）
千葉県成田市古込字古込
１－１

物件の場所，設備，立地条件等の諸
条件を満たす者が１社であり，競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第
４項，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 3,787,476 ― ―
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1766
東京入国管理局さいたま出張所に
おける管理業務に関する契約　一式

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
与野都市開発（株）
埼玉県さいたま市中央区
上落合２－３

入居している建物の清掃等維持管理
業務の受託業者は，建物管理者の指
定業者となるため。（会計法第２９条の
３第４項，予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

― 3,761,100 ― ―

1767
入管ＷＡＮ用サーバ及びパソコン賃
貸借契約　一式

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
沖電気工業(株）
東京都港区芝浦4-10-16

当該機器を前年度に引き続き賃貸す
るものであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 3,694,200 ― ―

1768
東京入国管理局さいたま出張所に
おける冷温水の需給に関する契約
一式

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
与野都市開発（株）
埼玉県さいたま市中央区
上落合２－３

当出張所が入居している建物は，同
社が一元的に管理しているため。（会
計法第２９条の３第４項，予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

― 3,104,637 ― ―
単価契約
7.57円／㎥

1769
乾式複写機の保守点検及び調整等
に関する保守管理契約　一式

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
リコー販売（株）
東京都中央区銀座８－１８
－１１

契約業者は，当該機器の供給者であ
り，技術，品質保証能力及び交換部品
等を有する者は同社以外になく，競争
を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項，予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

― 2,666,156 ― ―
単価契約
1枚当たり
4.725円

1770
東京入国管理局千葉出張所におけ
る清掃請負業務に関する契約　一
式

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
伊藤忠ｱｰﾊﾞﾝｺﾐｭﾆﾃｨ（株）
東京都中央区日本橋小舟
町１３－３

入居している建物の清掃業務の受託
業者は，建物管理者の指定業者とな
るため。（会計法第２９条の３第４項，
予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号）

― 2,457,000 ― ―

1771 ＥＴＣスルーカードＮ利用契約

契約担当官代理
　東京入国管理局
　横浜支局次長　戈賀光治
（横浜市中区山下町37-9）

平成20年4月1日
（株）ジェーシービー
東京都港区南青山5-1-22

価格面で実質的な競争が存在しない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予
算決算及び会計令第１０２条の４第３
号）

― 2,188,347 ― ―
単価契約
首都高速700
円ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1772
東京入国管理局庁舎敷地使用料
２６１．５６㎡

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
関東財務局東京財務事務
所
東京都文京区湯島4-6-15

物件の場所，設備，立地条件等の諸
条件を満たす者が１社であり，競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第
４項，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 2,091,003 ― ―

1773
成田国際空港第一旅客ターミナル
ビル消防設備点検業務に関する契
約　一式

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
（株）成田エアポートテクノ
千葉県成田市古込字古込
１－１

当該業務に係る技術，設備，品質保
証能力を有する者が契約業者以外に
なく，また，指定業者でもあることから
競争を許さないため。（会計法第２９条
の３第４項，予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号）

― 1,878,195 ― ―

1774
事前旅客情報システム回線使用料
一式

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日

SITA
VicePresident-Asia
Pacific Mr.Russell
Robertson Avenue Henri-
Matisse 141140 Brussels
Belgium

当該回線は契約業者の所有であり，
一元的に管理しているため。（会計法
第２９条の３第４項，予算決算及び会
計令第１０２条の４第３号）

― 1,795,319 ― ―

単価契約
0.15アメリカド
ル／１０２４字

1775
東京入国管理局羽田空港出張所に
おける電話料金に関する契約　一式

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
空港施設（株）
東京都大田区羽田空港3-
5-10

当出張所が入居している建物は，同
社が一元的に管理しているため。（会
計法第２９条の３第４項，予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

― 1,670,813 ― ―

単価契約
通話料6．825
円／3分ほか

1776
東京入国管理局宇都宮出張所にお
ける清掃請負業務に関する契約
一式

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
大星ビル管理（株）
東京都文京区小石川４－
２２－２

入居している建物の清掃業務の受託
業者は，建物管理者の指定業者とな
るため。（会計法第２９条の３第４項，
予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号）

― 1,557,360 ― ―

1777
東京入国管理局さいたま出張所に
おける後納郵便に関する契約　一式

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
日本郵政公社
東京都千代田区丸の内２
－７－２

当該サービスを提供できる唯一の業
者であり，契約の性質が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，
予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号）

― 1,478,600 ― ―
単価契約
定形郵便80
円／1通ほか
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1778
成田空港支局分庁舎駐車場等賃貸
借契約
２０区画

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
成田国際空港（株）
千葉県成田市古込字古込
１－１

物件の場所，設備，立地条件等の諸
条件を満たす者が１社であり，競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第
４項，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 1,476,000 ― ―

1779
横浜港大さん橋国際旅客ターミナル
内横浜支局分室港湾施設使用料
３８．２㎡

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
相鉄企業（株）
神奈川県横浜市中区海岸
通１－１－４

物件の場所，設備，立地条件等の諸
条件を満たす者が１社であり，競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第
４項，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 1,404,000 ― ―

1780
東京入国管理局成田空港支局分庁
舎の塵芥処理契約　一式

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
（株）ナリコー
千葉県成田市三里塚光ヶ
丘１－１３３１

成田空港内の一般廃棄物収集運搬及
び処分の許可を受けている唯一の業
者であり，競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項，予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号）

― 1,370,280 ― ―
単価契約
1kg当たり39.9
円

1781
ＩＰテレビ会議多地点接続サービス
利用契約　一式

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾋﾞｽﾞﾘﾝｸ（株）
東京都千代田区一ツ橋２
－５－５

テレビ会議システムサービスに関する
利用契約であるが，IP網を利用した多
地点接続可能なテレビ会議専用ネット
ワークを持っている唯一の業者であ
り，競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項，予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号）

― 1,273,251 ― ―

単価契約
１分当たり２１
円の利用料
ほか３件

1782
東京入国管理局高崎出張所におけ
る清掃請負業務に関する契約　一
式

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
大星ビル管理（株）
東京都文京区小石川４－
２２－２

入居している建物の清掃業務の受託
業者は，建物管理者の指定業者とな
るため。（会計法第２９条の３第４項，
予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号）

― 1,126,440 ― ―

1783
千葉出張所駐車場賃貸借契約
３台

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
伊藤忠ビルディング（株）
東京都中央区日本橋小舟
町１３－３

物件の場所，設備，立地条件等の諸
条件を満たす者が１社であり，競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第
４項，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 1,104,000 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1784
東京入国管理局長野出張所におけ
る後納郵便に関する契約　一式

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
日本郵政公社
東京都千代田区丸の内２
－７－２

当該サービスを提供できる唯一の業
者であり，契約の性質が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項，
予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号）

― 1,091,187 ― ―
単価契約
定形郵便80
円／1通ほか

1785
給与システム機器賃貸借契約　一
式

支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月1日
沖電気工業(株）
東京都港区芝浦4-10-16

当該機器を前年度に引き続き賃貸す
るものであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 820,260 ― ―

1786 住宅地図デジタウン一式購入
支出負担行為担当官
東京入国管理局長　高山　泰
（東京都港区港南5-5-30）

平成20年4月11日
(株)ゼンリン
東京都千代田区西神田１
－１－１

当該物品は，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，また，値引きが可能なのは当該
契約業者のみであり，契約の性質が
競争を許さないため。（会計法第29条
の３第4項，予算決算及び会計令第
102条の４第3号）

― 4,944,824 ― ―

1787
外国人在留総合相談等業務及び入
国手続案内相談等業務委託

支出負担行為担当官代理
　大阪入国管理局次長　松尾
泰次
（大阪市住之江区南港北１丁
目２９番５３号）

平成20年4月1日

（財）入管協会
東京都千代田区神田錦町
３－４　藤和神田錦町ビル
５階

会計法第29条の3第4項
当本委託業務は，外国語のみならず
入国・在留関係手続きに精通した専門
的な知識が必要な各種案内・相談業
務であることから，会計法第２９条の３
第４項に該当するため公募型企画競
争によることとした。
　公募の結果，財団法人入管協会以
外に応募者がなかったところ，同協会
は入国・在留関係法令等に基づく各種
案内・相談実績を有し，これらの業務
を当局が求める外国語によって実施で
きる人員を安定的に配置できる体制に
ある。よって同協会と随意契約を締結
した。

― 48,786,299 ― 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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1788
ＥＴＣスルーカードＮの利用に関する
契約

支出負担行為担当官代理
　大阪入国管理局次長　松尾
泰次
（大阪市住之江区南港北１丁
目２９番５３号）

平成20年4月1日
（株）ジェーシービー
東京都港区南青山５－１
－２２　青山ライズスクエア

会計法29条の3第4項及び予決令第
102条の4第3号
実態調査，摘発，護送業務等には官
用車を使用する頻度が高く，ＥＴＣカー
ドの大阪本局での一括払いが可能な
業者は契約業者のみであり，競争を許
さないため。

― 9,823,021 ― ―

1789 事務室賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　大阪入国管理局次長　松尾
泰次
（大阪市住之江区南港北１丁
目２９番５３号）

平成20年4月1日
滋賀ビル（株）
大津市梅林１－３－１０

会計法29条の3第4項及び予決令第
102条の4第3号
契約の目的物件が代替性のない特定
の位置にある建物であって，他の位置
にある建物を賃借しても契約の目的を
達しないことから，当該建物の所有者
と随意契約したもの。

― 14,177,844 ― ―

1790 電子計算機器等賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　大阪入国管理局次長　松尾
泰次
（大阪市住之江区南港北１丁
目２９番５３号）

平成20年4月1日
三井リース事業（株）
大阪市北区中之島２丁目
３番３３号

会計法29条の3第4項及び予決令第
102条の4第3号
当該機器は平成１８年度において一般
入札を実施して賃貸借したものであ
り，今年度も継続して賃貸借するもの
であって競争を許さないため。

― 3,071,244 ― ―

1791
入国管理局通信ネットワーク用機器
等賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　大阪入国管理局次長　松尾
泰次
（大阪市住之江区南港北１丁
目２９番５３号）

平成20年4月1日

沖電気工業（株）
東京都港区芝浦４－１０－
１６
芙蓉総合リース（株）
東京都千代田区三崎町３
－３－２３

会計法29条の3第4項及び予決令第
102条の4第3号
当該機器は平成１８年度において一般
入札を実施して賃貸借したものであ
り，今年度も継続して賃貸借するもの
であって競争を許さないため。

― 2,399,580 ― ―

1792 電子計算機器等賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　大阪入国管理局次長　松尾
泰次
（大阪市住之江区南港北１丁
目２９番５３号）

平成20年4月1日

リコー関西（株）
大阪市中央区谷町４丁目
１１番６号
リコーリース（株）
大阪市北区堂島浜２丁目
２番２８号

会計法29条の3第4項及び予決令第
102条の4第3号
当該機器は平成１８年度において一般
入札を実施して賃貸借したものであ
り，今年度も継続して賃貸借するもの
であって競争を許さないため。

― 1,465,632 ― ―

1793 電子計算機器等賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　大阪入国管理局次長　松尾
泰次
（大阪市住之江区南港北１丁
目２９番５３号）

平成20年4月1日

リコー関西（株）
大阪市中央区谷町４丁目
１１番６号
リコーリース（株）
大阪市北区堂島浜２丁目
２番２８号

会計法29条の3第4項及び予決令第
102条の4第3号
当該機器は平成１９年度において一般
入札を実施して賃貸借したものであ
り，今年度も継続して賃貸借するもの
であって競争を許さないため。

― 8,590,680 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1794 ＣＩＱ棟　土地賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　大阪入国管理局次長　松尾
泰次
（大阪市住之江区南港北１丁
目２９番５３号）

平成20年4月1日
関西国際空港株式会社
大阪府泉佐野市泉州空港
北１番地

会計法29条の3第4項及び予決令第
102条の4第3号
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
達しないことから，当該土地の所有者
と随意契約したもの。

― 16,170,740 ― ―

1795 ＰＴＢ棟　土地賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　大阪入国管理局次長　松尾
泰次
（大阪市住之江区南港北１丁
目２９番５３号）

平成20年4月1日
関西国際空港株式会社
大阪府泉佐野市泉州空港
北１番地

会計法29条の3第4項及び予決令第
102条の4第3号
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
達しないことから，当該土地の所有者
と随意契約したもの。

― 18,269,920 ― ―

1796 市有地賃貸借契約

支出負担行為担当官代理
　大阪入国管理局次長　松尾
泰次
（大阪市住之江区南港北１丁
目２９番５３号）

平成20年4月1日
大阪市
大阪市住之江区南港北１
丁目１４番１

会計法29条の3第4項及び予決令第
102条の4第3号
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
達しないことから，当該土地の所有者
と随意契約したもの。

― 13,637,859 ― ―

1797 複写機保守及び消耗品供給

支出負担行為担当官代理
　大阪入国管理局次長　松尾
泰次
（大阪市住之江区南港北１丁
目２９番５３号）

平成20年4月1日

コニカミノルタビジネスソ
リューションズ近畿販売事
業部
大阪市西区西本町２－３
－１０

会計法29条の3第4項及び予決令第
102条の4第3号
入札等で購入した同社製複写機の保
守点検，調整及び消耗品供給の請負
契約であり，その技術，品質保証能力
等を有する者が契約業者１社であり，
競争を許さないため。

― 4,206,300 ― ―
単価契約
１件あたり
2.10円他7件

1798 複写機保守及び消耗品供給

支出負担行為担当官代理
　大阪入国管理局次長　松尾
泰次
（大阪市住之江区南港北１丁
目２９番５３号）

平成20年4月1日
富士ゼロックス（株）
大阪市中央区瓦町３丁目
６番５号

会計法29条の3第4項及び予決令第
102条の4第3号
入札等で購入した同社製複写機の保
守点検，調整及び消耗品供給の請負
契約であり，その技術，品質保証能力
等を有する者が契約業者１社であり，
競争を許さないため。

― 12,332,400 ― ―
単価契約
１件あたり
5.00円他12件
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1799 複写機保守及び調整等

支出負担行為担当官代理
　大阪入国管理局次長　松尾
泰次
（大阪市住之江区南港北１丁
目２９番５３号）

平成20年4月1日
リコー関西（株）
大阪市中央区谷町４丁目
１１番６号

会計法29条の3第4項及び予決令第
102条の4第3号
入札等で購入した同社製複写機の保
守点検，調整及び消耗品供給の請負
契約であり，その技術，品質保証能力
等を有する者が契約業者１社であり，
競争を許さないため。

― 3,221,490 ― ―
単価契約
１件あたり
5.00円他3件

1800 後納郵便契約

支出負担行為担当官代理
　大阪入国管理局次長　松尾
泰次
（大阪市住之江区南港北１丁
目２９番５３号）

平成20年4月1日
郵便事業株式会社
東京都千代田区霞ヶ関１
丁目３番２号

会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号
郵便法又は民間事業者による信書の
送達に関する法律に規程する郵便及
び信書の送達が可能な事業者は，郵
便事業株式会社以外になく競争を許さ
ないため。

― 17,755,640 ― ―

1801 携帯電話契約

支出負担行為担当官代理
　大阪入国管理局次長　松尾
泰次
（大阪市住之江区南港北１丁
目２９番５３号）

平成20年4月1日

（株）エヌ・ティ・ティドコモ
関西
大阪市城東区森之宮１－
６－１１１

会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号
引き続き当該業者と契約することによ
り，長期割引制度を 大限に活用でき
るため。

― 2,701,309 ― ―

1802 電話契約

契約担当官
　大阪入国管理局関西空港支
局長
　　　神下　昌貞
(大阪府泉南郡田尻町泉州空
港中１番地)

平成20年4月1日
関西国際空港（株）
泉佐野市泉州空港北１番
地

会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号
関西空港島内で，電話設備は同社の
所有による物であり，当該サービスを
提供できる唯一の業者であることか
ら，競争を許さないため。

― 5,462,639 ― ―

1803
フライト情報の提供及びモニター保
守契約

契約担当官
　大阪入国管理局関西空港支
局長
　　　神下　昌貞
(大阪府泉南郡田尻町泉州空
港中１番地)

平成20年4月1日

関西国際空港情報通信
ネットワーク（株）
泉佐野市泉州空港北１番
地

会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号
フライト情報表示設備は，同社の所有
による物であり，フライト情報を迅速か
つ一元的に提供を受けるには同社か
ら情報提供を受ける必要があるため。

― 4,449,024 ― ―
単価契約
１台あたり
61,792円

1804 複写機保守及び消耗品供給

契約担当官
　大阪入国管理局関西空港支
局長
　　　神下　昌貞
(大阪府泉南郡田尻町泉州空
港中１番地)

平成20年4月1日
富士ゼロックス（株）
大阪市中央区瓦町３丁目
６番５号

会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号
契約業者は当該機器等の供給者であ
り，技術，品質保証能力及び交換部品
等を有するものは同社以外になく競争
を許さないため。

― 2,848,628 ― ―
単価契約
１件あたり
4.00円他2件
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1805 複写機保守及び消耗品供給

契約担当官
　大阪入国管理局関西空港支
局長
　　　神下　昌貞
(大阪府泉南郡田尻町泉州空
港中１番地)

平成20年4月1日
リコー関西（株）
大阪市中央区谷町４丁目
１１番６号

会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号
契約業者は当該機器等の供給者であ
り，技術，品質保証能力及び交換部品
等を有するものは同社以外になく競争
を許さないため。

― 2,549,125 ― ―
単価契約
１件あたり
2.50円他5件

1806 後納郵便契約

契約担当官
　大阪入国管理局関西空港支
局長
　　　神下　昌貞
(大阪府泉南郡田尻町泉州空
港中１番地)

平成20年4月1日
大阪国際郵便局
泉南市泉州空港南1番地

会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号
郵便法又は民間事業者による信書の
送達に関する法律に規程する郵便及
び信書の送達が可能な事業者は，郵
便事業株式会社以外になく競争を許さ
ないため。

― 1,258,700 ― ―

1807 複写機保守契約

契約担当官代理
大阪入国管理局神戸支局次長
　　　　　　　　　　　江口　隆徳
（神戸市中央区海岸通２９）

平成20年4月1日
（株）兵庫リコー
神戸市中央区磯辺通１－
１－３９

会計法第２９条の３第４項及び予決令
第102条の4第3号
入札等で購入した同社製複写機の保
守点検，調整及び消耗品供給の請負
契約であり，品質保証能力等を有する
者が契約業者１社であり，競争を許さ
ないため

― 2,323,424 ― ―
単価契約
１件あたり
2.50円他４件

1808
名古屋入国管理局における外国人
在留総合相談及び中部空港におけ
る入国手続き案内業務委託一式

支出負担行為担当官代理
名古屋入国管理局次長　川村
修行（名古屋市中区三の丸４
－３－１）

平成20年4月1日
財団法人入管協会
東京都千代田区神田錦町
３－４

本委託業務は，在留外国人からの各
種照会，相談業務であり，外国語のみ
ならず，入国，在留関係手続に精通し
た専門的な知識が必要であるところ，
十分な知識及び技能を有する相談員
を配置し，円滑な業務運営を行うこと
ができるのは企画競争実施の結果，
契約業者以外に参加者がなかったと
ころ，契約業者は入国，在留関係法令
等に基づく各種照会，相談実績を有
し，これらの業務を当局が求める外国
語によって実施できる人員を安定的に
配置できる体制にあると判断したため
随意契約としたもの。（会計法第２９条
の３第４項，予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号）

― 34,218,118 ― 5

1809 名古屋入国管理局富山出張所借料

支出負担行為担当官代理
名古屋入国管理局次長　川村
修行（名古屋市中区三の丸４
－３－１）

平成20年4月1日
富山空港ターミナルビル
株式会社
富山県富山市秋ヶ島３０

物件の場所,設備,立地条件等の諸条
件を有する者が１社であり,競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４
項，予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号）

― 19,386,408 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1810 名古屋入国管理局丸の内分室借料

支出負担行為担当官代理
名古屋入国管理局次長　川村
修行（名古屋市中区三の丸４
－３－１）

平成20年4月1日
株式会社ＴＡＫプロパティ
東京都江東区南砂２－５
－１４

物件の場所,設備,立地条件等の諸条
件を有する者が１社であり,競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４
項，予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号）

― 13,329,278 ― ―

1811 名古屋入国管理局岐阜出張所借料

支出負担行為担当官代理
名古屋入国管理局次長　川村
修行（名古屋市中区三の丸４
－３－１）

平成20年4月1日 個人情報につき非公表

物件の場所,設備,立地条件等の諸条
件を有する者が１社であり,競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４
項，予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号）

― 12,480,000 ― ―

1812 名古屋入国管理局静岡出張所借料

支出負担行為担当官代理
名古屋入国管理局次長　川村
修行（名古屋市中区三の丸４
－３－１）

平成20年4月1日

シービー・リチャードエリ
ス・アセットサービス株式
会社　　　　　　　　東京都
港区浜松町２－２－１８

物件の場所,設備,立地条件等の諸条
件を有する者が１社であり,競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４
項，予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号）

― 12,475,560 ― ―

1813 ＥＴＣカード利用

支出負担行為担当官代理
名古屋入国管理局次長　川村
修行（名古屋市中区三の丸４
－３－１）

平成20年4月1日
株式会社ジェーシービー
東京都港区青山５－１－２
２

価格面で実質的な競争が存在しない
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 10,122,050 ― ―

単価契約
（名古屋高速
750円ほか各
路線単価によ
る）

1814 複写機保守

支出負担行為担当官代理
名古屋入国管理局次長　川村
修行（名古屋市中区三の丸４
－３－１）

平成20年4月1日

富士ゼロックス株式会社
官公庁支社
名古屋市中区錦１－１０－
２０

当該機器の保守に必要な技術能力及
び保守部品を有する者が契約業者の
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）

― 9,528,876 ― ―

単価契約
（モノクロ1枚
2.0円ほか12
件）

1815 複写機保守

支出負担行為担当官代理
名古屋入国管理局次長　川村
修行（名古屋市中区三の丸４
－３－１）

平成20年4月1日
株式会社　栗田商会
名古屋市中区上前津２－
１１－１

当該機器の保守に必要な技術能力及
び保守部品を有する者が契約業者の
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）

― 6,513,624 ― ―

単価契約
（モノクロ1枚
4.9円ほか6
件）
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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
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予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1816 携帯電話使用

支出負担行為担当官代理
名古屋入国管理局次長　川村
修行（名古屋市中区三の丸４
－３－１）

平成20年4月1日

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
東海
愛知県名古屋市東区東桜
１-１４-２５

引き続き当該業者と契約することによ
り，長期割引制度を 大限に活用でき
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）

― 4,015,268 ― ―

単価契約
（基本料金
3,600円／台
ほか）

1817 名古屋入国管理局診察業務委託

支出負担行為担当官代理
名古屋入国管理局次長　川村
修行（名古屋市中区三の丸４
－３－１）

平成20年4月1日 個人情報につき非公表

本件業務委託は，入国管理局収容場
における診療という特殊な技術を有す
るものであることから競争が存在しな
いため。（会計法第２９条の３第４項，
予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号）

― 3,360,000 ― ―
単価契約
（日額35,000
円）

1818 名古屋入国管理局浜松出張所借料

支出負担行為担当官代理
名古屋入国管理局次長　川村
修行（名古屋市中区三の丸４
－３－１）

平成20年4月1日
浜松市
静岡県浜松市中区松城町
214-21

物件の場所,設備,立地条件等の諸条
件を有する者が１社であり,競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４
項，予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号）

― 3,152,058 ― ―

1819
通信ネットワークシステム用サーバ
賃貸借

支出負担行為担当官代理
名古屋入国管理局次長　川村
修行（名古屋市中区三の丸４
－３－１）

平成20年4月1日
沖電気工業株式会社
東京都港区芝浦４－１０－
１６

当該機器については，前年度に引き
続き継続賃借するものであり，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2号）

― 2,367,144 ― ―

1820 フライト情報表示装置

支出負担行為担当官代理
名古屋入国管理局次長　川村
修行（名古屋市中区三の丸４
－３－１）

平成20年4月1日
中部国際空港株式会社
愛知県常滑市セントレア１
－１

中部空港におけるフライト情報表示設
備は，同社の所有によるものであり，
フライト情報を迅速かつ一元的に提供
を植えｋるには同社から情報提供を受
ける必要があるため。（会計法第２９条
の３第４項，予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号）

― 1,108,800 ― ―

1821 ＰＢＸ一式賃貸借

支出負担行為担当官代理
名古屋入国管理局次長　川村
修行（名古屋市中区三の丸４
－３－１）

平成20年4月1日

NTTファイナンス株式会社
東海支店
名古屋市東区東桜１－１
－１０アーバンネット名古
屋ビル１８階

当該機器については，前年度に引き
続き継続賃借するものであり，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2号）

― 1,036,980 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1822 外国人在留総合相談業務委託

支出負担行為担当官
　広島入国管理局長　上原巻
善
（広島県広島市中区上八丁堀
６－３０）

平成20年4月1日

（財）入管協会
東京都千代田区神田錦町
３－４
藤和神田錦町ビル５階

　本委託業務は，外国語のみならず入
国・在留関係手続きに精通した専門的
な知識が必要な各種案内・相談業務
であり，一般競争入札によりがたいこ
とから企画競争を行った。
　その結果，財団法人入管協会以外
に参加者がなかったところ，同協会は
入国・在留関係法令等に基づく各種案
内・相談実績を有し，これらの業務を
当局が求める外国語によって実施でき
る人員を安定的に配置できる体制に
あると判断したため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 10,194,731 ― 5

契約上の配
置人員数に
満たなかった
場合には，月
支払額から次
の金額を減ず
る。
1人につき
14,970円／日
ほか３件。

1823 電話料

支出負担行為担当官
　広島入国管理局長　上原巻
善
（広島県広島市中区上八丁堀
６－３０）

平成20年4月1日

東日本電信電話株式会社
北海道支店
北海道札幌市中央区南十
四条西１３丁目３－３３

　電話料金については，競争性はある
ものの料金設定は各業者が予め約款
で定めていることから，一般競争入札
により価格競争を行うことは現実的で
ない。よって各料金設定を比較検討
し，利用形態に合った も経済的に有
利と考えられる料金設定を行っている
業者と随意契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 5,453,932 ― ―

単価契約
西日本電信
電話株式会
社が定める価
格体系によ
る。

1824
米子空港ビル事務室借料（広島入
国管理局境港出張所入居）

支出負担行為担当官
　広島入国管理局長　上原巻
善
（広島県広島市中区上八丁堀
６－３０）

平成20年4月1日
米子空港ビル株式会社
鳥取県境港市佐斐神町
１６３４番地

　契約の目的物件は代替性のない特
定の位置にあり，他の位置にある物件
を賃借しても契約の目的は達成できな
いため当該物件の所有者と随意契約
したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 5,125,236 ― ―

1825
入管WANネットワーク機器リース契
約

支出負担行為担当官
　広島入国管理局長　上原巻
善
（広島県広島市中区上八丁堀
６－３０）

平成20年4月1日
株式会社安西事務機
広島市西区楠木町３丁目
１０番１５号

　賃貸借期間４年以上の設定で賃貸
借により導入しているもので，その期
間内であるため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 2,601,264 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1826 複写機保守契約

支出負担行為担当官
　広島入国管理局長　上原巻
善
（広島県広島市中区上八丁堀
６－３０）

平成20年4月1日

富士ゼロックス広島株式
会社
広島市南区稲荷町２番１６
号

　契約業者は当該機器の供給者であ
り，保守技術及び品質保証能力を有
し，交換部品を安定供給できる者は同
社しかなく，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）

― 2,173,955 ― ―
単価契約
1.7115円／枚
他2件。

1827 複写機保守契約

支出負担行為担当官
　広島入国管理局長　上原巻
善
（広島県広島市中区上八丁堀
６－３０）

平成20年4月1日
株式会社安西事務機
広島市西区楠木町３丁目
１０番１５号

　契約業者は当該機器の供給者であ
り，保守技術及び品質保証能力を有
し，交換部品を安定供給できる者は同
社しかなく，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）

― 1,843,922 ― ―
単価契約
3.5円／枚
他4件。

1828 後納郵便料

支出負担行為担当官
　広島入国管理局長　上原巻
善
（広島県広島市中区上八丁堀
６－３０）

平成20年4月1日
日本郵政公社
広島市南区松原町２－６２

　日本郵政公社の他に一般信書便事
業を行うための許可を受けている者が
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）

― 1,626,000 ― ―

単価契約
郵便法に基づ
き郵便事業株
式会社が総
務省の承認を
得て定める価
格体系によ
る。

1829 ETCスルーカード利用契約

支出負担行為担当官
　広島入国管理局長　上原巻
善
（広島県広島市中区上八丁堀
６－３０）

平成20年4月1日
株式会社ジェーシービー
東京都港区青山
５－１－２２

　価格面で実質的な競争が存在しない
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 1,479,995 ― ―

単価契約
西日本高速
道路株式会
社が定める価
格体系によ
る。

1830 複写機保守契約

支出負担行為担当官
　広島入国管理局長　上原巻
善
（広島県広島市中区上八丁堀
６－３０）

平成20年4月1日
リコー中国株式会社
広島市中区八丁堀５番７
号

　契約業者は当該機器の供給者であ
り，保守技術及び品質保証能力を有
し，交換部品を安定供給できる者は同
社しかなく，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）

― 1,478,716 ― ―
単価契約
7円／枚
他4件。
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1831
土地借料（広島入国管理局下関出
張所宇部港分室）

支出負担行為担当官
　広島入国管理局長　上原巻
善
（広島県広島市中区上八丁堀
６－３０）

平成20年4月1日
下関市
山口県下関市東大和町１
－１０－５０

　契約の目的物件は代替性のない特
定の位置にあり，他の位置にある物件
を賃借しても契約の目的は達成できな
いため当該物件の所有者と随意契約
したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 1,040,760 ― ―

1832 後納郵便料

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　髙宅　茂
（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20年4月1日
日本郵政株式会社
東京都千代田区霞が関１
－３－２

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
日本郵政株式会社のほかに一般信書
便事業を営むための許可を受けてい
る者がいないことから，競争を許さない
ため，随意契約としたもの。（会計法第
２９条の３第４項，予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号）

― 1,709,319 ― ―

単価契約
80円ほか
郵便法等の
規定に基づく
金額

1833 外国人在留総合案内業務等

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　髙宅　茂
（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20年4月1日

財団法人　入管協会
東京都千代田区神田錦町
３－４　藤和神田錦町ビル
５階

本委託業務は，在留外国人からの各
種照会，相談業務であるが，これは単
なる提出書類や申請書への記入方法
にとどまらず，在留許可要件に合致し
ているか否かについても及ぶことか
ら，外国人在留総合相談業務におけ
る回答は，外国人にとって我が国にお
いて生活できるかどうかなどに直結す
る非常に重みのあるものであり，仮に
誤った内容の案内を受けた場合，本委
託業務の受託者が損害賠償請求の対
象になることも十分に予想されるところ
である。したがって，外国語のみなら
ず，入国，在留関係手続に精通した専
門的な知識が必要であるところ，十分
な知識及び技能を有する相談員を配
置し，円滑な業務運営を行うことがで
きるのは契約業者のみであったため，
随意契約としたもの。（会計法第２９条
の３第４項，予算決算及び会計令第１
０２条の４第３号）　（企画競争）

― 22,516,063 ― 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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1834 電話料

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　髙宅　茂
（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20年4月1日

東日本電信電話株式会社
北海道支社
札幌市中央区南十四条西
１３丁目３－３３　NTT南ビ
ル内

法務省においては各業者の料金プラ
ンを比較検討した上，法務省の電話等
の利用形態に合った も経済的なプラ
ン（割引率の高い業者）を選定してい
ることから，同一業者と随意契約した
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）

― 19,335,754 ― ―
単価契約
回線使用料
2,500円ほか

1835
高速道路ETCクレジットカードに関す
る契約

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　髙宅　茂
（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20年4月1日
株式会社ジェーシービー
東京都港区南青山５－１
－２２

価格面で実質的な競争が存在しない
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 3,341,990 ― ―

単価契約
太宰府から
大村まで
2,900円ほか
各路線料金

1836 デジタル複合機保守契約一式

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　髙宅　茂
（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20年4月1日

コニカミノルタビジネスソ
リューションズ株式会社
東京都中央区日本橋本町
１－５－４

契約業者は当該機器等の供給者であ
り，技術，品質保証能力及び交換部品
等を有するものは同社以外なく，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）

― 1,847,256 ― ―

単価契約
モノクロ保守
料
１枚　３．３円
カラー保守料
１枚　１８円
（消費税抜き）

1837 デジタル複合機保守契約一式

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　髙宅　茂
（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20年4月1日

コニカミノルタビジネスソ
リューションズ株式会社
東京都中央区日本橋本町
１－５－４

契約業者は当該機器等の供給者であ
り，技術，品質保証能力及び交換部品
等を有するものは同社以外なく，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）

― 6,968,052 ― ―

平成２０年２
月２７日交換
契約を含め入
札
単価契約
モノクロ保守
料
１枚　２．３円
カラー保守料
１枚　１３円
（消費税抜き）
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1838 デジタル複合機保守契約一式

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　髙宅　茂
（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20年4月1日
リコー九州株式会社
福岡市博多区東比恵３丁
目９－１５

契約業者は当該機器等の供給者であ
り，技術，品質保証能力及び交換部品
等を有するものは同社以外なく，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）

― 2,614,128 ― ―

単価契約
基本料金
3,500円
モノクロ保守
料
１枚6.7円ほ
か２件
フルカラー保
守料
１枚28円ほか
２件
（消費税抜き）

1839 デジタル複合機保守契約一式

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　髙宅　茂
（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20年4月1日
沖縄リコー株式会社
沖縄県那覇市寄宮１－３
－３７

契約業者は当該機器等の供給者であ
り，技術，品質保証能力及び交換部品
等を有するものは同社以外なく，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）

― 2,351,688 ― ―

単価契約
モノクロ保守
料
１枚5.9円ほ
か３件
カラー保守料
１枚26.1円ほ
か２件
（消費税抜き）

1840
入国管理局ネットワークシステム用
端末パソコンリース契約

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　髙宅　茂
（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20年4月1日

扶桑電通株式会社九州支
店
（福岡市博多区博多駅前
１－１８－７）
富士通リース株式会社
（東京都新宿区西新宿２
－７－１）

当該機器を平成１７年度から引き続き
賃貸するものであり，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）

― 1,683,912 ― ―

1841
入国管理局ネットワークシステム用
サーバパソコンリース契約

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　髙宅　茂
（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20年4月1日

沖電気工業株式会社社会
情報ソリューション本部
（東京都港区芝浦４－１０
－１６）
芙蓉総合リース株式会社
（東京都千代田区三崎町
３－３－２３）

当該機器を平成１７年度から引き続き
賃貸するものであり，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）

― 800,952 ― ―

361 / 375 ページ



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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1842 福岡入国管理局事務室賃貸借料

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　髙宅　茂
（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20年4月1日

福岡空港ビルディング株
式会社
福岡市博多区下臼井７７８
－１

契約の目的物件が代替性のない特定
の位置にある建物であって，他の位置
にある建物を賃借しても契約の目的を
達しないことから，当該建物の所有者
と随意契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 93,924,000 ― ―

1843 福岡入国管理局駐車場賃貸借契約

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　髙宅　茂
（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20年4月1日

福岡空港ビルディング株
式会社
福岡市博多区下臼井７７８
－１

契約の目的物件が代替性のない特定
の位置にある建物であって，他の位置
にある建物を賃借しても契約の目的を
達しないことから，当該建物の所有者
と随意契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 1,333,080 ― ―

1844 福岡入国管理局電灯電力料

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　髙宅　茂
（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20年4月1日

福岡空港ビルディング株
式会社
福岡市博多区下臼井７７８
－１

行政事務を行うため場所が限定され，
供給者が一に特定される事務所賃貸
借契約に付随する契約。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 3,473,440 ― ―
単価契約
１９円/kwh

1845 福岡入国管理局上下水道料金

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　髙宅　茂
（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20年4月1日

福岡空港ビルディング株
式会社
福岡市博多区下臼井７７８
－１

行政事務を行うため場所が限定され，
供給者が一に特定される事務所賃貸
借契約に付随する契約。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 1,554,937 ― ―
単価契約
９９４円/㎥

1846
大分出張所大分空港事務室借料及
び管理費契約

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　髙宅　茂
（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20年4月1日

大分航空ターミナル株式
会社
大分県国東市安岐町下原
１３番地

契約の目的物件が代替性のない特定
の位置にある建物であって，他の位置
にある建物を賃借しても契約の目的を
達しないことから，当該建物の所有者
と随意契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 3,143,244 ― ―

362 / 375 ページ



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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1847
大分出張所事務室借料及び庁舎管
理契約

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　髙宅　茂
（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20年4月1日

中央三井信託銀行株式会
社
東京都港区芝３丁目３３番
１号

契約の目的物件が代替性のない特定
の位置にある建物であって，他の位置
にある建物を賃借しても契約の目的を
達しないことから，当該建物の所有者
と随意契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 10,778,856 ― ―

1848
佐賀出張所事務室等借料及び庁舎
管理契約

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　髙宅　茂
（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20年4月1日
三井生命保険株式会社
東京都千代田区大手町１
丁目２番３号

契約の目的物件が代替性のない特定
の位置にある建物であって，他の位置
にある建物を賃借しても契約の目的を
達しないことから，当該建物の所有者
と随意契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 6,580,560 ― ―

1849 那覇支局嘉手納出張所事務室借料

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　髙宅　茂
（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20年4月1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
の位置にある建物であって，他の位置
にある建物を賃借しても契約の目的を
達しないことから，当該建物の所有者
と随意契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 1,050,000 ― ―

４，５月分借
料
（平成２０年４
月１２日嘉手
納出張所移
転，原状回復
工事期間）

1850 宮崎出張所宮崎空港事務室借料

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　髙宅　茂
（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20年4月1日
宮崎空港ビル株式会社
宮崎県宮崎市大字赤江
宮崎空港内

契約の目的物件が代替性のない特定
の位置にある建物であって，他の位置
にある建物を賃借しても契約の目的を
達しないことから，当該建物の所有者
と随意契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 4,068,216 ― ―

1851 宮崎出張所事務室借料

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　髙宅　茂
（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20年4月1日
宮崎空港ビル株式会社
宮崎県宮崎市大字赤江
宮崎空港内

契約の目的物件が代替性のない特定
の位置にある建物であって，他の位置
にある建物を賃借しても契約の目的を
達しないことから，当該建物の所有者
と随意契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 3,828,384 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1852
北九州出張所北九州空港審査事務
室賃貸借料

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　髙宅　茂
（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20年4月1日

北九州エアターミナル株式
会社
北九州市小倉南区空港北
町６番地

契約の目的物件が代替性のない特定
の位置にある建物であって，他の位置
にある建物を賃借しても契約の目的を
達しないことから，当該建物の所有者
と随意契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 8,314,500 ― ―

1853
博多港出張所博多港審査事務室借
料

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　髙宅　茂
（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20年4月1日

福岡市港湾局
福岡市博多区沖浜町１２
－１　博多港センタービル

契約の目的物件が代替性のない特定
の位置にある建物であって，他の位置
にある建物を賃借しても契約の目的を
達しないことから，当該建物の所有者
と随意契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 2,844,444 ― ―

1854 那覇支局嘉手納出張所事務室借料

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　髙宅　茂
（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20年4月9日
嘉手納町
沖縄県嘉手納町字嘉手納
５５８番地

嘉手納ロータリー地区再開発事業に
伴う関連施設建造計画により，整備さ
れた当該建物の所有者と随意契約し
たもの。利便性等勘案し，契約の目的
物件が代替性のない特定の位置にあ
る建物であって，他の位置にある建物
を賃借しても契約の目的を達しないと
判断したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予決令第
１０２条の４第３号）

― 7,115,003 ― ―

平成２０年４
月１２日嘉手
納出張所移
転

1855
仙台入国管理局における外国人在
留総合案内業務委託契約一式

支出負担行為担当官代理
　仙台入国管理局次長　廣石
順一
（宮城県仙台市宮城野区五輪
1-3-20）

平成20年4月1日
（財）入管協会
東京都千代田区神田錦町
3-4

本委託業務は，在留外国人等からの
各種照会，相談業務であり，外国語の
みならず，入国，在留関係手続に精通
した専門的な知識を必要とするところ，
企画競争を実施した結果，十分な知識
及び技能を有する相談員を配置し，円
滑な業務運営を行うことができるのは
契約の相手方しかいなかったため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 9,820,968 ― 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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1856
盛岡出張所建物賃貸借契約一式
（270.533㎡）

支出負担行為担当官代理
　仙台入国管理局次長　廣石
順一
（宮城県仙台市宮城野区五輪
1-3-20）

平成20年4月1日
（社）岩手県産業会館
岩手県盛岡市大通1-2-1

契約の目的物件が代替性のない特定
の位置にある建物であって，他の位置
にある建物を賃借しても契約の目的を
達しないことから，当該建物の所有者
と随意契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 8,435,220 ― ―

1857
秋田出張所建物賃貸借契約一式
（166.4㎡）

支出負担行為担当官代理
　仙台入国管理局次長　廣石
順一
（宮城県仙台市宮城野区五輪
1-3-20）

平成20年4月1日
秋田県農業共済（株）
秋田県秋田市八橋南2-
10-16

契約の目的物件が代替性のない特定
の位置にある建物であって，他の位置
にある建物を賃借しても契約の目的を
達しないことから，当該建物の所有者
と随意契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 7,023,744 ― ―

1858 電話通話料等の関する契約一式

支出負担行為担当官代理
　仙台入国管理局次長　廣石
順一
（宮城県仙台市宮城野区五輪
1-3-20）

平成20年4月1日

東日本電信電話（株）北海
道支店
北海道札幌市中央区南十
四条西13-3-33

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省等の電話等の利用形態に合った

も経済的と考えられるプランを選定
し，該当の業者と随意契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３項）

― 6,075,327 ― ―
単価契約
回線使用料
19,450円ほか

1859

郡山出張所土地・建物賃貸借契約
一式
（土地553.89㎡・建物226.66平方
メートル）

支出負担行為担当官代理
　仙台入国管理局次長　廣石
順一
（宮城県仙台市宮城野区五輪
1-3-20）

平成20年4月1日
郡山市
福島県郡山市朝日1-23-7

契約の目的物件が代替性のない特定
の位置にある建物であって，他の位置
にある建物を賃借しても契約の目的を
達しないことから，当該建物の所有者
と随意契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 4,206,558 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1860
秋田空港事務室賃貸借契約一式
（85.8㎡）

支出負担行為担当官代理
　仙台入国管理局次長　廣石
順一
（宮城県仙台市宮城野区五輪
1-3-20）

平成20年4月1日

秋田空港ターミナルビル
（株）
秋田県秋田市雄和椿川字
山籠49

契約の目的物件が代替性のない特定
の位置にある建物であって，他の位置
にある建物を賃借しても契約の目的を
達しないことから，当該建物の所有者
と随意契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 2,780,532 ― ―

1861
福島空港事務室賃貸借契約一式
（59.59㎡）

支出負担行為担当官代理
　仙台入国管理局次長　廣石
順一
（宮城県仙台市宮城野区五輪
1-3-20）

平成20年4月1日
福島空港ビル（株）
福島県石川郡玉川村大字
北須釜字ハバキ田21

契約の目的物件が代替性のない特定
の位置にある建物であって，他の位置
にある建物を賃借しても契約の目的を
達しないことから，当該建物の所有者
と随意契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 2,590,368 ― ―

1862
高速道路ＥＴＣクレジットカードに関
する契約一式

支出負担行為担当官代理
　仙台入国管理局次長　廣石
順一
（宮城県仙台市宮城野区五輪
1-3-20）

平成20年4月1日
（株）ＪＣＢ
東京都港区南青山5-1-22

価格面で実質的な競争が存在しない
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３項）

― 2,442,750 ― ―

単価契約
（東日本高速
道路株式会
社等が定める
通行料金）

1863
仙台入国管理局におけるコピー機
等複合機の保守契約一式
（16台）

支出負担行為担当官代理
　仙台入国管理局次長　廣石
順一
（宮城県仙台市宮城野区五輪
1-3-20）

平成20年4月1日
富士ゼロックス宮城（株）
宮城県仙台市青葉区五橋
1-1-23

保守業務等を迅速，確実に遂行可能
な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，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 2,351,168 ― ―

平成１９年度
一般競争入
札
単価契約
１枚あたり1.2
円ほか３件

1864 後納郵便料請負委託契約一式

支出負担行為担当官代理
　仙台入国管理局次長　廣石
順一
（宮城県仙台市宮城野区五輪
1-3-20）

平成20年4月1日
郵便事業（株）
東京都千代田区霞が関1-
3-2

郵便法第４条及び民間事業者による
信書の送達に関する法律第６条の規
定に基づき，契約の相手方以外に一
般信書便事業を営むための許可を受
けている者がいないことから，競争を
許さないため，随意契約としたもの。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 1,772,275 ― ―

単価契約
（郵便法等の
規定に基づく
金額）
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1865 荷物運送に関する契約一式

支出負担行為担当官代理
　仙台入国管理局次長　廣石
順一
（宮城県仙台市宮城野区五輪
1-3-20）

平成20年4月1日
（株）佐川急便東北支社
宮城県仙台市宮城野区扇
町7-5-3

一般競争入札を実施したものの，入札
者がいなかったため。
（予算決算及び会計令第９９条の２）

― 1,666,450 ― ―
単価契約
１個あたり310
円ほか41件

1866

入管ＷＡＮグループウェア・サー
バー及び同クライアント・パソコンの
賃貸借契約一式
（48台）

支出負担行為担当官代理
　仙台入国管理局次長　廣石
順一
（宮城県仙台市宮城野区五輪
1-3-20）

平成20年4月1日
三井住友ファイナンス＆
リース（株）
東京都港区西新橋3-9-4

当該機器を前年度に引き続き賃借す
るものであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 1,557,360 ― ―
平成１７年度
一般競争入
札

1867
青森空港事務室賃貸借契約一式
（32.43㎡）

支出負担行為担当官代理
　仙台入国管理局次長　廣石
順一
（宮城県仙台市宮城野区五輪
1-3-20）

平成20年4月1日
青森空港ビル（株）
青森県青森市大字大谷字
小谷1-5

契約の目的物件が代替性のない特定
の位置にある建物であって，他の位置
にある建物を賃借しても契約の目的を
達しないことから，当該建物の所有者
と随意契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 1,405,643 ― ―

1868
仙台入国管理局におけるコピー機
等複合機の賃貸借契約一式
（16台）

支出負担行為担当官代理
　仙台入国管理局次長　廣石
順一
（宮城県仙台市宮城野区五輪
1-3-20）

平成20年4月1日
日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋2-15-
12

当該機器を前年度に引き続き賃借す
るものであり，競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 1,154,160 ― ―
平成１９年度
一般競争入
札

1869 電話料等

支出負担行為担当官代理
札幌入国管理局次長　戸上 英
二　（札幌市中央区大通西１２
丁目）

平成20年4月1日
東日本電信電話㈱
東京都新宿区西新宿３－
１９－２

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等の各プラン
はいずれも関係業者の約款に定めら
れているものであり，一般競争入札に
よる価格競争を行うことは現実的でな
い。そこで，法務省においては，各業
者の料金プランを比較検討した上，法
務省の電話等の利用形態に合った
も経済的と考えられるプランを選定し，
該当の業者と随意契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 6,061,229 ― ―
契約金額につ
いては，平成
１９年度実績
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1870 外国人在留総合相談業務

支出負担行為担当官代理
札幌入国管理局次長　戸上 英
二　（札幌市中央区大通西１２
丁目）

平成20年4月1日
（財）入管協会
東京都千代田区神田錦町
３－４

本委託業務は，外国語のみならず入
国・在留関係手続に精通した専門的な
知識が必要な各種案内・相談業務で
あることから，一般競争入札によりが
たい。そのため，公告により企画競争
の参加者を募った結果，（財）入管協
会以外に参加者がなかったところ，同
協会は，入国・在留関係法令等に基づ
く各種案内・相談実績を有し，これらの
業務を当局が求める外国語によって
実施できる人員を安定的に配置できる
体制にあると判断できるため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 5,173,608 ― 5 企画競争

1871
在留資格審査事務支援システム入
力委託業務

支出負担行為担当官代理
札幌入国管理局次長　戸上 英
二　（札幌市中央区大通西１２
丁目）

平成20年4月1日
㈱ＪＡＬビジネス
東京都品川区東品川２－
２－２０

一般競争入札，再度入札及び再度公
告入札を実施したものの，落札者がい
なかったため。
（会計法第２９条の３第５項，予算決算
及び会計令第９９条の２）

― 3,727,264 ― ―

単価契約
ｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ１件
７８円
ほか３件

1872 旭川空港事務室賃借料

支出負担行為担当官代理
札幌入国管理局次長　戸上 英
二　（札幌市中央区大通西１２
丁目）

平成20年4月1日
旭川空港ビル㈱
北海道上川郡東神楽町東
２線１６－９８

契約の目的物件が，代替性のない特
定の位置にある建物であって，他の位
置にある建物を賃借しても契約の目的
を達し得ないことから，当該建物の所
有者と随意契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 3,162,264 ― ―

1873 複写機の保守点検等に関する契約

支出負担行為担当官代理
札幌入国管理局次長　戸上 英
二　（札幌市中央区大通西１２
丁目）

平成20年4月1日
北海道リコー㈱
札幌市北区北１０条西２丁
目１３－１

契約業者は，当該機器等の供給者で
あり，技術，品質保証能力及び交換部
品等を有するものは同社以外なく，競
争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 2,637,789 ― ―

単価契約
モノクロ１枚
５．１円
ほか３件
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1874
函館港出張所函館空港事務室賃借
料

支出負担行為担当官代理
札幌入国管理局次長　戸上 英
二　（札幌市中央区大通西１２
丁目）

平成20年4月1日
函館空港ビルデング㈱
北海道函館市高松町５１１
函館空港内

契約の目的物件が，代替性のない特
定の位置にある建物であって，他の位
置にある建物を賃借しても契約の目的
を達し得ないことから，当該建物の所
有者と随意契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 1,533,760 ― ―

1875 ＥＴＣ利用料

支出負担行為担当官代理
札幌入国管理局次長　戸上 英
二　（札幌市中央区大通西１２
丁目）

平成20年4月1日

㈱ジェーシービー
東京都港区南青山５－１
－２２
青山ライズスクエア

高速道路等道路利用料金は一律であ
り，競争の余地がない。また，契約の
相手方は，年会費，カード発行料，事
務手数料不要。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 1,049,150 ― ―
契約金額につ
いては，平成
１９年度実績

1876 後納郵便料

支出負担行為担当官代理
札幌入国管理局次長　戸上 英
二　（札幌市中央区大通西１２
丁目）

平成20年4月1日
郵便事業㈱
東京都千代田区霞が関１
－３－２

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
郵便事業㈱のほかに一般信書便事業
を営むための許可を受けている者が
いないことから，競争を許さないため，
随意契約としたもの。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 1,021,050 ― ―
契約金額につ
いては，平成
１９年度実績

1877
外国人在留総合相談業務請負委託
契約　一式

支出負担行為担当官代理
高松入国管理局次長
齋藤光司
（香川県高松市丸の内１－１）

平成20年4月1日
（財）入管協会
東京都千代田区神田錦町
３－４

本委託業務は，在留外国人等からの
各種照会，相談業務であり，外国語の
みならず，入国，在留関係手続に精通
した専門的な知識が必要であるとこ
ろ，十分な知識及び技能を有する相談
員を配置し，円滑な業務運営を行うこ
とができるのは，企画競争実施の結
果，契約の相手方しかないと認められ
たため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）
（企画競争）

― 5,177,280 ― 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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1878
松山空港分室建物賃貸借契約
８８．４９㎡

支出負担行為担当官代理
高松入国管理局次長
齋藤光司
（香川県高松市丸の内１－１）

平成20年4月1日
松山空港ビル(株)
愛媛県松山市南吉田町
２３７１

物件の場所，設備，立地条件等の諸
条件を満たす者が一社であり，競争を
許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 3,767,664 ― ―

1879
高松空港分室建物賃貸借契約
６２．５６㎡

支出負担行為担当官代理
高松入国管理局次長
齋藤光司
（香川県高松市丸の内１－１）

平成20年4月1日
高松空港ビル(株)
香川県高松市香南町岡
１３１２－７

物件の場所，設備，立地条件等の諸
条件を満たす者が一社であり，競争を
許さないため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 2,834,592 ― ―

1880 電話料に関する契約

支出負担行為担当官代理
高松入国管理局次長
齋藤光司
（香川県高松市丸の内１－１）

平成20年4月1日

東日本電信電話(株)
北海道札幌市中央区
南十四条西１３－３－３３
ＮＴＴ南ビル内

電話料金等については，競争の余地
はあるものの，電話料金等のプラン
は，いずれも関係業者の約款に定め
られているものであり，一般競争入札
による価格競争を行うことは現実的で
ない。
そこで，法務省においては，各業者の
料金プランを比較検討した上，法務省
の電話等の利用形態に合った も経
済的と考えられるプランを選定し，該
当の業者と契約したもの。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 2,778,139 ― ―

単価契約
基本料１台
２，４１５円
ほか一括
請求割引

1881 後納郵便料に関する契約

支出負担行為担当官代理
高松入国管理局次長
齋藤光司
（香川県高松市丸の内１－１）

平成20年4月1日
郵便事業（株）
東京都台東区蔵前
１－３－２５

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
日本郵政公社のほかに一般信書便事
業を営むための許可を受けている者
がいないことから，競争を許さないた
め。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 1,518,330 ― ―

単価契約
はがき１枚
５０円ほか
各種割引

1882
ＥＴＣスルーカードＮの利用に関する
契約

支出負担行為担当官代理
高松入国管理局次長
齋藤光司
（香川県高松市丸の内１－１）

平成20年4月1日

(株)ＪＣＢ
ソリューション営業部
大阪府大阪市中央区
北浜東４－３３
大阪大林ビル

価格面で実質的な競争が存在しない
ため。
（会計法第２９条の３第４項，予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 1,194,021 ― ―

単価契約
高松西から
松山まで
３，５５０円
ほか各路線
の単価

370 / 375 ページ



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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1883
公安情報システム用サーバ等賃貸
借契約

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

平成20年4月1日
東芝ソリューション㈱
東京都港区芝浦１－１－１

当該機器については、前年度に引き
続き継続賃借するものであり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第
４項、予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 52,920,000 ― ―

1884
時事ゼネラルニュース情報供給契
約
１式

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

平成20年4月1日
㈱時事通信社
東京都中央区銀座５－１５
－８

提供される情報内容が他の業者では
得られないため。（会計法第２９条の３
第４項、予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

― 39,312,000 ― ―

1885
ラヂオプレスニュース情報供給契約
１式

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

平成20年4月1日
財団法人ラヂオプレス
東京都新宿区若松町３３
－８

提供される情報内容が他の業者では
得られないため。（会計法第２９条の３
第４項、予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

― 30,465,000 ― ―

1886
パーソナルコンピュータ賃貸借契約
６９８台

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

平成20年4月1日
東銀リース㈱
東京都中央区日本橋室町
２－４－３

当該機器については、前年度に引き
続き継続賃借するものであり、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２号）

― 25,029,144 ― ―

1887
公安情報システム保守等サービス
契約

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

平成20年4月1日
東芝ソリューション㈱
東京都港区芝浦１－１－１

当該システムは，契約の相手方が独
自に開発したものであり，システムの
安定稼働に当たっては，同システムの
内容の詳細を熟知していることが必要
で，保守作業者の変更はシステム稼
働に支障が生じるため。（会計法第２９
条の３第４項，予決令台１０２条の４第
３号）

― 13,543,005 ― ―

1888
ファクティバ・ドットコム情報供給契
約
１式

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

平成20年4月1日
ロイター・ジャパン㈱
東京都港区虎ノ門４－３－
１３

提供される情報内容が他の業者では
得られないため。（会計法第２９条の３
第４項、予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

― 7,525,656 ― ―
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1889 自動車（タクシー）供給契約

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

平成20年4月1日

東京都個人タクシー協同
組合
東京都中野区弥生町５－
６－６

道路運送法第９条による認可料金が
同一であり，競争をゆるさないため（公
募を実施）（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

― 6,072,230 ― ―
単価契約
710円／2㎞
ほか

1890 新聞購読契約12紙

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

平成20年4月1日
丸の内新聞事業協同組合
東京都千代田区内幸町１
－７－１０

再販売価格維持制度により価格競争
の余地がなく、また指定する納入場所
に納入できる業者が他にないため。
（会計法第２９条の３第４項、予算決算
及び会計令第１０２条の４第３号）

― 6,007,176 ― ―
単価契約
3,925円／紙
ほか13件

1891
ＡＦＰニュース情報供給契約
１式

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

平成20年4月1日
㈱時事通信社
東京都中央区銀座５－１５
－８

提供される情報内容が他の業者では
得られないため。（会計法第２９条の３
第４項、予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

― 5,985,000 ― ―

1892
公安情報システム端末管理保守等
サービス契約

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

平成20年4月1日
東芝ソリューション㈱
東京都港区芝浦１－１－１

当該システムは，契約の相手方が独
自に開発したものであり，システムの
安定稼働に当たっては，同システムの
内容の詳細を熟知していることが必要
で，保守作業者の変更はシステム稼
働に支障が生じるため。（会計法第２９
条の３第４項，予決令台１０２条の４第
３号）

― 4,641,840 ― ―

1893 自動車（ハイヤー）供給契約

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

平成20年4月1日
日本交通㈱日比谷営業所
東京都千代田区日比谷公
園１－２

道路運送法第９条による認可料金が
同一であり，競争をゆるさないため（公
募を実施）（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

― 3,689,500 ― ―
単価契約
5,100円／15
㎞,1Hほか

1894
アット・ニフティ情報供給契約
１式

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

平成20年4月1日
ニフティ㈱
東京都品川区南大井６－
２６－１

データベース提供で他に同等のサー
ビスを提供する業者がないため。（会
計法第２９条の３第４項、予算決算及
び会計令第１０２条の４第３号）

― 3,193,982 ― ―

単価契約
2,000円／ID
5円/1件ほか
183件
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1895 自動車（タクシー）供給契約

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

平成20年4月1日

日個連東京都営業協同組
合
東京都豊島区巣鴨１－９
－１

道路運送法第９条による認可料金が
同一であり，競争をゆるさないため（公
募を実施）（会計法第２９条の３第４
項，予決令第１０２条の４第３号）

― 1,905,630 ― ―
単価契約
710円／2㎞
ほか

1896
海外リスク情報供給契約
１式

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

平成20年4月1日
㈱共同通信社
東京都港区東新橋１－７
－１

提供される情報内容が他の業者では
得られないため。（会計法第２９条の３
第４項、予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

― 1,890,000 ― ―

1897
ニュースサービス（ＣＬＵＥⅢ）情報供
給契約
１式

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

平成20年4月1日
㈱共同通信社
東京都港区東新橋１－７
－１

提供される情報内容が他の業者では
得られないため。（会計法第２９条の３
第４項、予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号）

― 1,890,000 ― ―

1898
ファクシミリ装置賃貸借契約
８４台

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

平成20年4月1日

住信・松下フィナンシャル
サービス㈱
東京都北区王子１－１２－
４

当該機器については、前年度に引き
続き継続賃借するものであり、競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第
４項、予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 1,659,205 ― ―

1899 料金後納郵便役務契約

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

平成20年4月1日
郵便事業㈱
東京都千代田区丸の内２
－７－２

郵便法及び民間事業者による信書の
送達に関する法律の規定に基づき，
同社のほかに一般信書便事業を営む
ための許可を受けている者がいないこ
とから，競争を許さないため，随意契
約としたもの。（会計法第２９条の３第
４項，予算決算及び会計令第１０２条
の４第３号）

― 1,101,060 ― ―
単価契約
郵便法等の
規定による

1900 ETC利用契約

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

平成20年4月1日
オート・マネージメント・
サービス㈱
東京都港区芝３－２２－８

高速道路等道路利用料金は一律であ
り，競争の余地がない。（会計法第２９
条の３第４項，予決令第１０２条の４第
３号）

― 1,069,689 ― ―
単価契約
高速道路利
用料金による
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1901
システム複写機の保守点検請負契
約

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

平成20年4月1日
リコー販売㈱
東京都中央区銀座８－１８
－１１

他に当該機器の保守に必要な技術能
力及び保守部品を有する者がいない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予
決令第１０２条の４第３号）

― 8,387,988 ― ―
単価契約
モノクロ2.0円
／枚ほか6件

1902
高速道路等有料道路通行料金支払
請負契約

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

平成20年4月1日
オートマネジメント・サービ
ス㈱
東京都港区芝３－２２－８

価格面で実質的な競争が存在しない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予
決令第１０２条の４第３号）

― 4,065,974 ― ―

1903
システム複写機の保守点検請負契
約

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

平成20年4月1日

コニカミノルタビジネスソ
リューションズ㈱
東京都中央区日本橋本町
1-5-4

他に当該機器の保守に必要な技術能
力及び保守部品を有する者がいない
ため。（会計法第２９条の３第４項，予
決令第１０２条の４第３号）

― 3,790,459 ― ―
単価契約
モノクロ2.5円
／枚ほか4件

1904
成田駐在官室執務室の建物賃貸借
契約

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

平成20年4月1日
臨空開発整備㈱
千葉県成田市三里塚字御
料牧場1-2

契約の目的物件が代替性のない特定
の位置にある建物であって，他の位置
にある建物を賃借しても契約の目的を
達しないことから，当該建物の所有者
と契約したもの（会計法２９条の３第４
項，予決令１０２条４第３号）

― 2,908,332 ― ―

1905 ETCカードの利用

支出負担行為担当官代理
　中部公安調査局総務部　法
務事務官　早坂　茂
（愛知県名古屋市中区三の丸
４－３－１）

平成20年4月1日
㈱JCB
東京都港区青山五丁目１
番２２号

単に高速道路使用料金を代行徴収し
ているに過ぎず,年会費も発生せず当
局分の金銭的負担は一切生じていな
いため,競争の余地がない。（会計法第
２９条の３第４項,予決令第１０２条の４
第３号）

― 2,802,870 ― ―
名古屋高速
道路750円他
１４件

1906 複写機の保守料　一式

支出負担行為担当官代理
　中部公安調査局総務部　法
務事務官　早坂　茂
（愛知県名古屋市中区三の丸
４－３－１）

平成20年4月1日

コニカミノルタビジネスサ
ポート愛知㈱
名古屋市西区八筋町３９３
の１

複写機更新時に,５年間の使用料を見
込んで保守料を設定して入札したた
め,更新時の落札業者である同業者を
選定した。（会計法第２９条の３第４項,
予決令第１０２条の４第３号）

― 4,771,708 ― ―

単価契約
フルカラーコ
ピー１枚19.2
円他5件
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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
（％）

再就職
の役員
の数

備　　考

1907 ＥＴＣ使用料

支出負担行為担当官代理
中国公安調査局総務部総務管
理官　片桐文男
（広島県広島市中区上八丁堀
2-15）

平成20年4月1日
オートマネージメントサー
ビス㈱
東京都港区芝3-22-8

当局で使用しているＥＴＣカードの有効
期限中であり，契約の相手方以外で
は運用が不可能であり，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）

― 1,488,954 ― ―

1908 複写機の保守契約

支出負担行為担当官代理
中国公安調査局総務部総務管
理官　片桐文男
(広島県広島市中区上八丁堀
2-15）

平成20年4月1日

キヤノンマーケティング
ジャパン㈱広島支店
広島市中区大手町3－7－
5

複写機の保守は，製造元であるキヤノ
ン(株）の関係会社である契約の相手
方以外では不可能であり，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）

― 1,475,182 ― ―
単価契約
モノクロ7.0円
／枚他8件

1909 ＥＴＣコーポレート利用料金

支出負担行為担当官代理
　九州公安調査局総務部長
松岡　孝
（福岡市中央区舞鶴３－９－１
５）

平成20年4月1日

西日本高速道路㈱九州支
社
福岡市中央区天神１－４
－２

契約の相手方のみが提供可能なサー
ビスであり、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）

― 2,500,000 ― ―

1910
乾式複写機保守契約
２台

支出負担行為担当官代理
北海道公安調査局総務部長
玉﨑　裕幸
（札幌市中央区大通西12丁目）

平成20年4月1日
北海道リコー㈱
札幌市北区北７条西４丁
目１２番地

契約の相手方は，当該機器の供給・
設置を行ったものであり，保守業務等
を迅速・確実に遂行可能な者は契約
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）

― 1,900,659 ― ―
単価契約
カラー25円／
枚ほか1件

1911
乾式複写機保守契約
４台

支出負担行為担当官代理
北海道公安調査局総務部長
玉﨑　裕幸
（札幌市中央区大通西12丁目）

平成20年4月1日
㈱万博
札幌市中央区南１８条西１
５丁目２－１４

契約の相手方は，当該機器の供給・
設置を行ったものであり，保守業務等
を迅速・確実に遂行可能な者は契約
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）

― 1,087,364 ― ―
単価契約
カラー19円／
枚ほか3件

1912
ETCコーポレートカード利用料（１１
台分）

支出負担行為担当官代理
　四国公安調査局総務部長
小柳　勉
（香川県高松市丸ノ内１－１）

平成20年4月1日
西日本高速道路㈱四国支
社
高松市朝日町４－１－３

高速道路利用料を立替えて，支払って
いるものであり，契約の性格上，競争
によって価格の変動が生じることがな
いため（会計法第２９条の３第４項，予
令法１０２条の４第３号）

― 2,039,007 ― ―

※　予定価格及び落札率については，公表することにより，他の契約の予定価格を類推されるおそれがあると認められることから，記載していません。
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