
件数
契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称，場所，期間及
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1
日本加除出版㈱
東京都豊島区南長崎３－１６－
６

日本行政区画便覧追録の購入
5166部

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 6,056,766

当該物品は，加除式図書であり，当該加除は相
手方からの直接販売に限られており競争を許さ
ない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

2
日本加除出版㈱
東京都豊島区南長崎３－１６－
６

親族・相続・戸籍に関する通牒
録追録の購入
7791部

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 9,450,483
当該物品は，加除式図書であり，当該加除は相
手方からの直接販売に限られており競争を許さ
ない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

3
(社)共同通信社
東京都港区東新橋１－７－１

共同通信ニュース受信

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 11,529,000

配信記事は同社が独自に取材及び編集してい
るものであり，他から配信サービスを受けること
はできないため競争を許さない。（会計法第２９
条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

4
㈱時事通信社
東京都中央区銀座５－１５－８

時事ゼネラルニュース受信

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 8,442,000

配信記事は同社が独自に取材及び編集してい
るものであり，他から配信サービスを受けること
ができないため競争を許さない。（会計法第２９
条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

5
東芝情報機器㈱
東京都品川区東品川４－１０－
２７

東芝乾式複写機の借入れ及び
保守
７台

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 2,248,048

本契約の対象機は，平成１５年度に３年間の
リース契約を前提に入札により導入されたもの
であり，本年は当初リース期間内であるため相
手方以外との契約をできず競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

6
㈱リコー
東京都大田区中馬込１－３－６

ﾘｺｰ乾式複写機の借入れ及び
保守
３５台

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 11,306,025

本契約の対象機は，平成１４年度に３年間の
リース契約を前提に入札により導入されたもの
であり，本年は当初リース期間内であるため相
手方以外との契約をできず競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

7
㈱リコー
東京都大田区中馬込１－３－６

ﾘｺｰ乾式複写機の借入れ及び
保守
１３台

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 4,705,218

本契約の対象機は，平成15年度及び同16年度
に３年間のリース契約を前提に入札により導入
されたものであり，本年は当初リース期間内で
あるため相手方以外との契約をできず競争を許
さない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

8
京セラミタジャパン㈱
東京都中央区日本橋本町１－
９－１５

京ｾﾗﾐﾀ乾式複写機の借入れ及
び保守
２台

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 1,662,500

本契約の対象機は，平成１５年度に３年間の
リース契約を前提に入札により導入されたもの
であり，本年は当初リース期間内であるため相
手方以外との契約をできず競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

9
富士ゼロックス㈱
東京都港区赤坂２－１７－２２

ｾﾞﾛｯｸｽ乾式複写機の保守
１台

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 1,525,181

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，相手方以外の業者が保
守を請け負う事はなく競争を許さない。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.20円/
枚）

10

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

ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ乾式複写機の保守
１３台

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 7,180,983

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，相手方以外の業者が保
守を請け負う事はなく競争を許さない。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.1円～19
円/枚）

11
キャノン販売㈱
東京都港区港南２－１６－６

ｷｬﾉﾝ乾式複写機の保守
１台

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 2,452,483

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，相手方以外の業者が保
守を請け負う事はなく競争を許さない。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.20円/
枚）

12
㈱ゼコー
東京都文京区湯島３－１４－９

長官公邸等侵入警戒装置保守

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 2,618,700

本防犯システムは，相手方が独自に設計及び
製造を行ったもので，他の業者が保守点検作業
を迅速かつ的確に行えないため競争を許さな
い。 （会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

13
セコム㈱
東京都渋谷区神宮前１－５－１

最高裁判所宿舎等警備委託業
務

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 1,134,000

本セキュリティ機器は，相手方が独自に設計・製
造を行ったものであり，他の業者が本契約の履
行及び機器の保守を行えないため競争を許さな
い。 （会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

14
(財)経済調査会
東京都中央区銀座５－１３－１
６

営繕積算システム一次単価及
び市場単価データ作成業務

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 4,095,000

本単価データは，(財)建築コスト管理システム研
究所開発のＲＩＢＣ用に開発されたものであり，
相手方に著作権及び無体財産権が帰属してい
るため他の業者から調達できず競争を許さな
い。 （会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

15
東芝ソリューション㈱
東京都港区芝浦１－１－１

期日進行管理ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(簡裁民
事事件用)の運用保守

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 3,679,200

システムを把握し障害等の分析を的確に行い，
それに見合った復旧作業及び運用支援を実施
する必要があり，システムの内容に精通してい
るものしか請け負うことはなく競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

平成１７年度　所管公益法人等以外の者との間で締結された随意契約の点検・見直しの状況（最高裁判所）
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16
㈱富士通ビジネスシステム
東京都文京区後楽１－７－２７

最高裁判所事件管理ｼｽﾃﾑの
保守

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 6,715,800

システムを把握し障害等の分析を的確に行い，
それに見合った復旧作業及び運用支援を実施
する必要があり，システムの内容に精通してい
るものしか請け負うことはなく競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

17
キャノン販売㈱
東京都港区港南２－１６－６

手続案内システムの保守

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 1,995,000

システムを把握し障害等の分析を的確に行い，
それに見合った復旧作業を実施する必要があ
り，システムの内容に精通しているものしか請け
負うことはなく競争を許さない。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

18
東芝ソリューション㈱
東京都港区芝浦１－１－１

督促事件処理ｼｽﾃﾑの保守

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 5,292,000

システムを把握し障害等の分析を的確に行い，
それに見合った復旧作業を実施する必要があ
り，システムの内容に精通しているものしか請け
負うことはなく競争を許さない。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

19
㈱日立情報システムズ
東京都渋谷区道玄坂１－１６－
５

民事執行事件配当管理プログ
ラムの改修

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 3,990,000

改修に伴うシステム上の影響を的確に予測し，
それに見合った改修を実施することが必要であ
り，システムの内容に精通しているものしか請け
負うことはなく競争を許さない。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

20
㈱富士通ビジネスシステム
東京都文京区後楽１－７－２７

破産事件処理プログラム等の
保守

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 6,300,000

システムを把握し障害等の分析を的確に行い，
それに見合った復旧作業を実施する必要があ
り，システムの内容に精通しているものしか請け
負うことはなく競争を許さない。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

21
東芝ソリューション㈱
東京都港区芝浦１－１－１

特許庁サーチ端末の賃貸借

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 1,143,891

本契約の対象機は，平成13年度に４年間のリー
ス契約を前提に導入されたものであり，本年は
当初リース期間内であるため相手方以外との契
約をできず競争を許さない。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

22
㈱ＣＳＫ
東京都港区南青山２－２６－１

調停事件管理システムの保守

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 7,875,000

システムを把握し障害等の分析を的確に行い，
それに見合った復旧作業を実施する必要があ
り，システムの内容に精通している者しか請け
負うことはなく競争を許さない。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

23
㈱富士通ビジネスシステム
東京都文京区後楽１－７－２７

少年事件処理システム用機器
の保守

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 3,504,150

機器の保守は，その対象となる機器を熟知した
業者が行うべきであり，性質上，機器の構造に
精通している者しか請け負うことができず競争を
許さない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

24
富士通㈱
神奈川県川崎市中原区上小田
中４－１－１

保管金事務システムの保守

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 6,277,162

システムを把握し障害等の分析を的確に行い，
それに見合った復旧作業を実施する必要があ
り，システムの内容に精通しているものしか請け
負うことはなく競争を許さない。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

25
沖電気工業㈱
東京都港区虎ノ門１－７－１２

人事事務処理システムの運用
保守

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 7,560,000

システムを把握し障害等の分析を的確に行い，
それに見合った復旧作業を実施する必要があ
り，システムの内容に精通しているものしか請け
負うことはなく競争を許さない。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

26
㈱富士通ビジネスシステム
東京都文京区後楽１－７－２７

人事事務処理システム用機器
の保守

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 11,368,203

機器の保守は，その対象となる機器を熟知した
業者が行うべきであり，性質上，機器の構造に
精通している者しか請け負うことができず競争を
許さない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

27
(財)日本建設情報総合センター
東京都港区赤坂７－１０－２０

発注者支援データベース・シス
テム(JCIS)の利用

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 4,515,000
相手方が保有しているデータベースの情報を検
索できるサービスであり競争を許さない。（会計
法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

28

(財)建築コスト管理システム研
究所
東京都港区西新橋３－１９－１
４

営繕積算システム(RIBC)の賃貸
借

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 8,862,000
本契約のシステムは，契約の相手のみが独占
で開発・販売を請け負うものであるため競争を
許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

29
ダイヤモンドリース㈱
東京都千代田区丸の内３－３
－１

ＩＣカード発行機器等の賃貸借

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 1,951,740

本契約の対象機は，平成14年度に４年間のリー
ス契約を前提に導入されたものであり，本年は
当初リース期間内であるため相手方以外との契
約をできず競争を許さない。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

30
三菱スペース・ソフトウェア㈱
東京都港区浜松町２－４－１

最高裁判所認証局システム用
サーバ等の賃貸借

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 5,040,000

本契約の対象機は，平成14年度に４年間のリー
ス契約を前提に導入されたものであり，本年は
当初リース期間内であるため相手方以外との契
約をできず競争を許さない。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）
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31
ダイヤモンドリース㈱
東京都千代田区丸の内３－３
－１

テスト認証局用ＩＣカード発行機
等の賃貸借

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 1,852,200

本契約の対象機は，平成15年度に38箇月の
リース契約を前提に導入されたものであり，本
年は当初リース期間内であるため相手方以外と
の契約をできず競争を許さない。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

32
日立キャピタル㈱
東京都港区西新橋２－１５－１
２

テスト認証局用機器等の賃貸借

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 1,472,940

本契約の対象機は，平成15年度に38箇月の
リース契約を前提に導入されたものであり，本
年は当初リース期間内であるため相手方以外と
の契約をできず競争を許さない。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

33
アシストマイクロ㈱
東京都中野区中央５－８－１

図書情報システムの改修

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 1,732,500

改修に伴うシステム上の影響を的確に予測し，
それに見合った改修を実施することが必要であ
り，システムの内容に精通している者しか請け
負うことはなく競争を許さない。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

34
富士通㈱
神奈川県川崎市中原区上小田
中４－１－１

物品等調達管理システムの導
入作業

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 6,825,000

導入作業に伴うシステム上の影響を的確に予測
し，それに見合った導入作業を実施することが
必要であり，システムの内容に精通している者し
か請け負うことはなく競争を許さない。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

35
㈱東和エンジニアリング
東京都台東区秋葉原１－８

司法研修所ＡＶ設備精密点検
保守

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 7,770,000

庁舎の増築に伴うＡＶ設備の新設及び移設によ
り新旧の機器や配線が混在しているため，本件
設備に精通している契約会社でなければ迅速
かつ適切な保守ができない。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

36
ドリコ㈱
東京都中央区銀座４－９－１３

裁判所職員総合研修所厨房除
害設備保守

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 2,318,400

設備の処理方式は特許を取得しているため，保
守業者が限定され，必要な充填材の入手も出
来ない。よって，施工業者であり技術に精通し，
特許権者と技術供与契約をしている左記業者と
性質随意契約を締結した。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

37
㈱山武
東京都渋谷区渋谷２－１２－１
９

裁判所職員総合研修所入退室
管理システム機器点検保守

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 1,911,000

本件システムは，契約会社が独自に開発したソ
フトを用いて稼動する遠隔監視装置が設置され
ているため，本件契約会社でなければ保守でき
ないため競争を許さない。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

38
㈱山武
東京都渋谷区渋谷２－１２－１
９

裁判所職員総合研修所空調用
自動制御機器点検保守

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 9,796,500

本件システムは，契約会社が独自に開発したソ
フトを用いて稼動する遠隔監視装置が設置され
ているため，本件契約会社でなければ保守でき
ないため競争を許さない。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

39
東芝エレベーター㈱
東京都品川区北品川６－５－２
７

昇降機設備保守管理業務

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 19,559,400

本件システムは，契約会社が独自に開発したソ
フトを用いて稼動する遠隔監視装置が設置され
ているため，本件契約会社でなければ保守でき
ないため競争を許さない。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり 公募による（１９年度から）

40
㈱ゼコー
東京都文京区湯島３－１４－９

最高裁判所庁舎防犯及びＩＴＶ
システム点検保守

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 2,988,930

㈱ゼコー製のシステム及びアプリケーションソフ
トを使用しており他の業者では点検保守が不可
能であり競争を許さない。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

41
㈱ジャパンメンテナンス
大阪府大阪市中央区南船場２
－３－２

最高裁判所庁舎等警備(臨時)

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 1,236,515

裁判所庁舎全体に対する臨時警備であるため，
年間契約締結業者以外に業務を負わせた場
合，指示命令系統が複数となり警備体制全体に
混乱を生じる恐れがあり，競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

42
㈱大和総研
東京都江東区冬木15－６

業務・システムの分析・評価，最
適化計画の策定に係るＣＩＯ等
に対する支援・助言等のＣＩＯ補
佐官業務

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 58,800,000
互換性（会計法第２９条の３第４項，特例政令に
該当）

その他

一般競争入札（総合評価方式を含
む）又は企画競争を実施（一般競争
等に移行するための準備に時間を要
するもの）

【企画招請
（コンペ）】

43
アクセンチュア㈱
東京都港区赤坂１－11－44

情報化戦略計画策定

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 19,942,440
排他的権利の保護（会計法第２９条の３第４項，
特例政令に該当）

見直しの余地あり

一般競争入札（総合評価方式を含
む）又は企画競争を実施（一般競争
等に移行するための準備に時間を要
するもの）

44
㈱日立製作所
東京都千代田区丸の内１－１
－１６

少年事件処理システムの運用
保守等

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 17,939,250
互換性（会計法第２９条の３第４項，特例政令に
該当）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

45
日本電子計算機㈱
東京都千代田区丸の内３－４
－１

民事執行事件処理システム用
ハードウェア等の賃貸借

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 80,714,340
互換性（会計法第２９条の３第４項，特例政令に
該当）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）
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46
アクセンチュア㈱
東京都港区赤坂１－11－44

裁判事務処理システムの改修

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 22,085,700
互換性（会計法第２９条の３第４項，特例政令に
該当）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

47

日立ソフトウェアエンジニアリン
グ㈱
神奈川県横浜市鶴見区末広町
１－１－43

裁判事務処理システム用サー
バの保守

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 30,202,200
互換性（会計法第２９条の３第４項，特例政令に
該当）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

48
アクセンチュア㈱
東京都港区赤坂１－11－44

裁判事務処理システムの運用
保守

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 247,189,362
互換性（会計法第２９条の３第４項，特例政令に
該当）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

49
三菱スペース・ソフトウェア㈱
東京都港区浜松町２－４－１

裁判統計データ処理システムの
運用保守

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 21,712,950
互換性（会計法第２９条の３第４項，特例政令に
該当）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

50
㈱日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

文書管理システムの保守

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 28,849,905
互換性（会計法第２９条の３第４項，特例政令に
該当）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

51
㈱エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３－３

保管金事務処理処理システム
の運用保守

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 32,865,000
互換性（会計法第２９条の３第４項，特例政令に
該当）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

52
東芝ソリューション㈱
東京都港区芝浦１－１－１

民事執行事件処理システムの
保守等

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 172,305,000
互換性（会計法第２９条の３第４項，特例政令に
該当）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

53
富士ゼロックス㈱
東京都港区赤坂２－１７－２２

司法情報通信システムの保守

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 185,598,000
互換性（会計法第２９条の３第４項，特例政令に
該当）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

54
三菱電機㈱
東京都千代田区丸の内２－７
－３

最高裁判所認証局システムの
運用保守

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 24,150,000
互換性（会計法第２９条の３第４項，特例政令に
該当）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

55
三菱電機㈱
東京都千代田区丸の内２－７
－３

最高裁判所汎用受付等システ
ムの運用保守

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 49,350,000
互換性（会計法第２９条の３第４項，特例政令に
該当）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

56
三菱電機㈱
東京都千代田区丸の内２－７
－３

督促手続オンライン処理システ
ムの開発

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 210,000,000
互換性（会計法第２９条の３第４項，特例政令に
該当）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

57
インフォテック㈱
東京都新宿区西新宿７－５－
25西新宿木村屋ビル

督促手続オンライン処理システ
ムの開発支援

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 74,025,000
互換性（会計法第２９条の３第４項，特例政令に
該当）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

58
センチュリー・リーシング・シス
テム（株）
東京都港区浜松町２－４－１

督促手続オンライン処理システ
ム用機器等の賃貸借

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 24,510,648
互換性（会計法第２９条の３第４項，特例政令に
該当）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

59
ダイヤモンドリース㈱
東京都千代田区丸の内３－３
－１

督促手続オンライン処理システ
ム用後処理機の賃貸借

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 35,085,960
互換性（会計法第２９条の３第４項，特例政令に
該当）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

60
第一法規㈱
東京都港区南青山２－11－17

Ｗｅｂ版現行法規等の利用

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 20,572,650
互換性（会計法第２９条の３第４項，特例政令に
該当）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

61
あずさ監査法人
東京都新宿区津久戸町１－２
あずさセンタービル

ＰＦＩ方式による東京簡裁墨田分
室庁舎整備事業に係るアドバイ
ザリー業務(その３)

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 4,662,000

ＰＦＩ方式による東京簡裁墨田分室庁舎整備事
業に係るアドバイザリー業務（その１）及び同業
務（その２）に引き続いて行う業務であり，前回ま
での受注者に委託しなければ，庁舎整備事業を
円滑に運営することができず，契約の性質が競
争を許さない場合に該当するため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第3号)

見直しの余地あり
競争入札に移行（一般競争に移行す
るための準備に時間を要するもの）
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62
あずさ監査法人
東京都新宿区津久戸町１－２
あずさセンタービル

ＰＦＩ方式による東京地家裁立川
支部(仮称)庁舎整備等事業に
係るアドバイザリー業務(その２)

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 45,286,500

ＰＦＩ方式による東京地家裁立川支部（仮称）庁
舎整備等事業に係るアドバイザリー業務（その
１）に引き続いて行う業務であり，前回までの受
注者に委託しなければ，庁舎整備事業を円滑に
運営することができず，契約の性質が競争を許
さない場合に該当するため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第3号)

見直しの余地あり
競争入札に移行（一般競争に移行す
るための準備に時間を要するもの）

63
㈱関電工
東京都港区芝浦４－８－３３

東京高地簡裁庁舎改修電気設
備工事第４回設計変更

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.4.22 5,880,000

当該工事の原契約は，２か年の国庫債務負担
行為により契約しており，原契約と一体として発
注することにより，現場管理費等の諸経費の節
減を図ることができる等，現に契約履行中の工
事に直接関連する契約として現に履行中の契
約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

64
㈱電通
東京都港区東新橋１－８－１

裁判員制度広報用ビデオ（１５
分）の制作

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.4.22 14,000,000

本件はビデオの企画案及び制作につき，企画
案の招請を行い発注業者を選定したものである
が，採用された企画の撮影や演出の方法を細
部にわたって提案のとおりに実現し，提案の俳
優を確保し得るのは，当該企画案を提出した相
手方に限られるため。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
一般競争（総合評価方式を含む）又
は企画競争を実施（１８年度から）

65
アシストマイクロ㈱
東京都中野区中央５－８－１

相続放棄等事件管理システム
の移行支援ツール作成作業

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.4.27 1,995,000

支援ツール作成に伴うシステム上の影響を的確
に予測し，それに見合った支援ツールを作成す
ることが必要であり，システムの内容に精通して
いるものしか請け負うことはなく競争を許さな
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

66
㈱富士通ビジネスシステム
東京都文京区後楽１－７－２７

破産事件処理プログラム等の
導入作業等

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.4.28 10,500,000

導入作業に伴うシステム上の影響を的確に予測
し，それに見合った導入作業を実施することが
必要であり，システムの内容に精通している者し
か請け負うことはなく競争を許さない。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

67
三菱電機㈱
東京都千代田区丸の内２－７
－３

最高裁判所汎用受付等システ
ムの改修等

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.6.1 39,900,000
互換性（会計法第２９条の３第４項，特例政令に
該当）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

68
富士ゼロックス㈱
東京都港区赤坂２－１７－２２

新ユーザ異動登録システムの
構築等

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.6.1 49,875,000
互換性（会計法第２９条の３第４項，特例政令に
該当）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

69
東芝ソリューション㈱
東京都港区芝浦１－１－１

期日進行管理ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(簡裁民
事事件用)及び期日進行管理ﾌﾟ
ﾛｸﾞﾗﾑ(家事事件用)の導入支援
作業

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.6.7 14,857,500

プログラムを把握し，必要な研修内容の分析を
的確に行い，効果的な支援作業を実施すること
が必要であり，プログラムの内容に精通している
者しか請け負うことはなく競争を許さない。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

70
東芝ソリューション㈱
東京都港区芝浦１－１－１

民事執行事件処理ｼｽﾃﾑの改
修(保管金事務処理ｼｽﾃﾑとの
連携)

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.6.10 1,995,525

改修に伴うシステム上の影響を的確に予測し，
それに見合った改修を実施することが必要であ
り，システムの内容に精通しているものしか請け
負うことはなく競争を許さない。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

71
東芝ソリューション㈱
東京都港区芝浦１－１－１

期日進行管理ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(家事事
件用)のデータ移行作業等

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.6.15 4,357,500

データ移行作業に伴うプログラム上の影響を的
確に予測し，それに見合った導入作業を実施す
ることが必要であり，プログラムの内容に精通し
ている者しか請け負うことはなく競争を許さな
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

72
㈱日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

文書管理システムの改修

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.6.15 48,858,390
互換性（会計法第２９条の３第４項，特例政令に
該当）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

73
第一法規㈱
東京都港区南青山２－11－17

判例体系一期版追録(商事特別
法等)の購入
1146部

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.6.22 8,843,688
当該物品は，加除式図書であり，当該加除は相
手方からの直接販売に限られており競争を許さ
ない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

74
日本弁護士連合会
東京都千代田区霞が関１－１
－３０

弁護士会会員名簿の購入
528部

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.6.24 2,471,040
当該物品は，相手方からの直接販売に限られて
おり競争を許さない。（会計法第２９条の３第４
項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

75
ヨシダ印刷㈱
金沢市御影町１９－１

民事修習記録第３１４号ほか５
点の製造

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.6.24 3,620,925
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）
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76
新日本法規出版㈱
東京都新宿区市谷砂土原町２
－６

判例不動産法追録(賃貸借95号
他)の購入
1281部

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.6.29 2,865,660
当該物品は，加除式図書であり，当該加除は相
手方からの直接販売に限られており競争を許さ
ない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

77
帝都防災㈱
東京都杉並区善福寺４－２７－
６

最高裁庁舎火災報知設備等改
修工事

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.7.1 32,760,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の3第5項，予決令第99条の２)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

78
㈱朝日広告社
東京都中央区銀座７－１６－１
２

裁判員制度広報用ロゴ等の製
造

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.7.4 2,880,000

本件は，裁判員制度広報用ロゴ等（シンボル
マーク）のデザインにつき，デザインの招請を
行ったものであり，選定されたデザインを提供で
きるのは，これを作成した相手方のみであるた
め，競争を許さない。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
一般競争入札（総合評価方式を含
む）又は企画競争を実施（１８年度か
ら）

79
ミナト矢崎サービス㈱
東京都杉並区宮前５－１６－４

長官公邸冷温水発生機取替等
工事

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.7.5 9,450,000

当該工事は，冷温水発生機の故障に伴う復旧
工事であり，緊急に施工しなければならない工
事であって，競争に付す時間的余裕がなかった
ため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第3号)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

80
東芝ソリューション㈱
東京都港区芝浦１－１－１

期日進行管理ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(家事事
件用)の運用保守

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.7.13 3,574,200

システムを把握し障害等の分析を的確に行い，
それに見合った復旧作業及び運用支援を実施
する必要があり，システムの内容に精通してい
るものしか請け負うことはなく競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

81
富士ゼロックス㈱
東京都港区赤坂２－１７－２２

司法情報通信システム用機器
の設定等

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.7.14 215,250,000
互換性（会計法第２９条の３第４項，特例政令に
該当）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

82
㈱日立製作所
東京都千代田区丸の内１－１
－１６

文書管理ｼｽﾃﾑの本稼働準備
作業

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.7.15 15,309,000

大量のデータ登録に伴うトラブル回避など，既存
システムに精通している者しか請け負うことがで
きず，競争を許さない。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

83
東芝ソリューション㈱
東京都港区芝浦１－１－１

期日進行管理ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(簡裁民
事事件用)の運用保守(変更契
約)

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.7.19 11,495,400

システムを把握し障害等の分析を的確に行い，
それに見合った復旧作業及び運用支援を実施
する必要があり，システムの内容に精通してい
るものしか請け負うことはなく競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

84
㈱富士通ビジネスシステム
東京都文京区後楽１－７－２７

民事再生事件処理プログラム
及び個人債務者再生事件処理
プログラムの改修

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.7.20 37,143,750
互換性（会計法第２９条の３第４項，特例政令に
該当）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

85
東芝ソリューション㈱
東京都港区芝浦１－１－１

民事執行事件処理システムの
導入作業（保管金事務処理ｼｽﾃ
ﾑとの連携）

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.7.20 24,202,500
互換性（会計法第２９条の３第４項，特例政令に
該当）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

86
㈱エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３－３

保管金事務処理システムの移
行作業等

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.7.20 159,180,000
互換性（会計法第２９条の３第４項，特例政令に
該当）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

87
鉄建建設㈱
東京都千代田区三崎町２－５
－３

東京簡裁墨田分室庁舎保温材
等撤去工事

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.8.1 3,255,000

鉄建建設㈱は,ＰＦＩ方式による東京簡裁墨田分
室庁舎整備事業において,同事業の事業者であ
る墨田コートハウスサービス㈱から既存庁舎の
解体工事を請け負ったものであるが,解体工事
着手後,空調用配管の保温材等にｱｽﾍﾞｽﾄが含
有されていたことが判明したため,ｱｽﾍﾞｽﾄ処理を
適正に行う必要が生じたものである。よって,ｱｽ
ﾍﾞｽﾄ処理を含めた解体工事を円滑に進める必
要があったため,同社を解体工事に関連する随
意契約の相手方としたものである。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

88
㈱リヴァージュ
東京都千代田区麹町５－１

期日進行管理プログラム(刑事
通常第一審事件用)及び期日進
行管理プログラム(簡裁刑事通
常第一審事件用)の改修

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.8.1 15,225,000

改修に伴うシステム上の影響を的確に予測し,そ
れに見合った改修を実施することが必要であり,
システムの内容に精通しているものしか請け負
うことはなく競争を許さない。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

89
㈱エヌ・ティ・ティ・データ
東京都新宿区五軒町１３－１

量刑に関する意識調査

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.8.4 15,750,000

本件は,量刑に関する意識調査請負業務の企画
案及びその履行について,企画案の招請を行い,
発注業者を選定したものである。採用された企
画を実行することができるのは,当該企画案を提
出した相手方に限られるため,競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
一般競争（総合評価方式を含む）又
は企画競争を実施（１８年度から）
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90

奥村・淺沼特定ＪＶ（代表者）㈱
奥村組
大阪市阿倍野区松崎町２－２
－２

奈良地家簡裁庁舎新営建築工
事第２回設計変更

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.8.5 161,700,000

当該工事の原契約は,３か年の国庫債務負担行
為により契約しており,原契約と一体として発注
することにより,現場管理費等の諸経費の節減を
図ることができる等,現に契約履行中の工事に直
接関連する契約として現に履行中の契約者に
履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

91
大栄電気㈱
東京都中央区銀座３－７－１０

奈良地家簡裁庁舎新営電気設
備工事設計変更

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.8.5 20,160,000

当該工事の原契約は,３か年の国庫債務負担行
為により契約しており,原契約と一体として発注
することにより,現場管理費等の諸経費の節減を
図ることができる等,現に契約履行中の工事に直
接関連する契約として現に履行中の契約者に
履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

92
㈱朝日工業社
東京都港区浜松町１－２５－７

奈良地家簡裁庁舎新営機械設
備工事設計変更

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.8.5 12,285,000

当該工事の原契約は,３か年の国庫債務負担行
為により契約しており,原契約と一体として発注
することにより,現場管理費等の諸経費の節減を
図ることができる等,現に契約履行中の工事に直
接関連する契約として現に履行中の契約者に
履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

93
三井住友建設㈱
東京都新宿区西新宿７－５－２
５

東京高地簡裁庁舎改修建築工
事第４回設計変更

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.8.8 7,875,000

当該工事の原契約は,２か年の国庫債務負担行
為により契約しており,原契約と一体として発注
することにより,現場管理費等の諸経費の節減を
図ることができる等,現に契約履行中の工事に直
接関連する契約として現に履行中の契約者に
履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

94
㈱関電工
東京都港区芝浦４－８－３３

東京高地簡裁庁舎改修電気設
備工事第５回設計変更

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.8.8 4,357,500

当該工事の原契約は,２か年の国庫債務負担行
為により契約しており,原契約と一体として発注
することにより,現場管理費等の諸経費の節減を
図ることができる等,現に契約履行中の工事に直
接関連する契約として現に履行中の契約者に
履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

95
三機工業㈱
東京都千代田区有楽町１－４４
－１

東京高地簡裁庁舎改修機械設
備工事第４回設計変更

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.8.8 6,772,500

当該工事の原契約は,２か年の国庫債務負担行
為により契約しており,原契約と一体として発注
することにより,現場管理費等の諸経費の節減を
図ることができる等,現に契約履行中の工事に直
接関連する契約として現に履行中の契約者に
履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

96
㈱プライムステーション
東京都新宿区愛住町１９－１３

H18職員採用パンフレット

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.8.10 3,384,570

本件は,パンフレットの表紙及び見開きのデザイ
ン案の招請を行ってデザインを選定したもので
あるが,採用デザイン案を使用して短期間に経済
効率よくパンフレットを調達するためには,表紙等
のほか本文を含めた印刷・製本業務についても,
採用デザイン案を作成し,同デザインの著作権を
有する相手方に請け負わせる必要があるため,
競争を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他
一般競争（総合評価方式を含む）又
は企画競争を実施（１８年度から）

97
㈱リコー
東京都大田区中馬込１－３－６

新量刑検索システムの改修

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.8.10 3,757,950

改修に伴うシステム上の影響を的確に予測し,そ
れに見合った改修を実施することが必要であり,
システムの内容に精通しているものしか請け負
うことはなく競争を許さない。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

98
㈱富士通ビジネスシステム
東京都文京区後楽１－７－２７

最高裁判所事件管理システム
の改修

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.8.11 10,296,300

改修に伴うシステム上の影響を的確に予測し,そ
れに見合った改修を実施することが必要であり,
システムの内容に精通しているものしか請け負
うことはなく競争を許さない。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

99
アクセンチュア㈱
東京都港区赤坂１－11－44

刑事裁判事務処理システムの
改修

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.8.17 40,162,500
互換性（会計法第２９条の３第４項，特例政令に
該当）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

100
㈱日立情報システムズ
東京都品川区大崎１－２－１

事件票チェックシステムの改修

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.8.18 32,025,000
互換性（会計法第２９条の３第４項，特例政令に
該当）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）
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101
三菱スペース・ソフトウェア㈱
東京都港区浜松町２－４－１

月報・年報入力集計システムの
改修

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.8.22 1,755,660

改修に伴うシステム上の影響を的確に予測し,そ
れに見合った改修を実施することが必要であり,
システムの内容に精通しているものしか請け負
うことはなく競争を許さない。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

102
㈱日本総合研究所
東京都千代田区一番町１６

当座預金管理システムの導入
作業

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.8.22 1,831,200

導入作業に伴うシステム上の影響を的確に予想
し,それに見合った導入作業を実施することが必
要があり,システムの内容に精通している者しか
請け負うことはなく競争を許さない。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

103
東芝ソリューション㈱
東京都港区芝浦１－１－１

期日進行管理プログラム(家事
事件用)の運用保守(変更契約)

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.8.24 7,585,200

システムを把握し障害等の分析を的確に行い,
それに見合った復旧作業及び運用支援を実施
する必要があり,システムの内容に精通している
ものしか請け負うことはなく競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

104
東芝ソリューション㈱
東京都港区芝浦１－１－１

期日進行管理プログラム（家事
事件用）の導入作業等

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.8.24 24,990,000
互換性（会計法第２９条の３第４項，特例政令に
該当）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

105
独立行政法人文化財研究所奈
良文化財研究所長
奈良市二条町二条町２－９－１

奈良地家簡裁庁舎敷地第４次
埋蔵文化財発掘調査業務

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.8.25 3,104,101

奈良地家簡裁庁舎建替に伴う埋蔵文化財発掘
調査業務については,独立行政法人文化財研究
所奈良文化財研究所しか契約の相手方となり
得ず,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、予決令第１０２条の
４第3号)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

106
㈱山田工務所
千葉市中央区稲荷町１－３－１

松戸新作宿舎改修工事設計変
更

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.8.26 3,675,000

本件は設計変更契約であり,原契約と一体として
発注することにより,現場管理費等の諸経費の
節減を図ることができる等,現に契約履行中の工
事に直接関連する契約として現に履行中の契
約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

107
㈱建創
神戸市中央区北長狭通５－３
－９

小日向宿舎内部等修繕工事

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.8.29 8,715,000

本件工事を指名競争入札に付したところ,入札が
成立しなかった。再度,業者を入れ替えて指名競
争入札を行うと,入居日までに工事が完了しない
ため,緊急随契により契約を締結したものであ
る。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第3号)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

108
㈱日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

少年事件処理システムの改修

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.8.29 56,100,870
互換性（会計法第２９条の３第４項，特例政令に
該当）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

109
三菱スペース・ソフトウェア㈱
東京都港区浜松町２－４－１

裁判統計データベースシステム
等の改修

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.9.1 9,555,000

改修に伴うシステム上の影響を的確に予測し，
それに見合った改修を実施することが必要であ
り，システムの内容に精通しているものしか請け
負うほかなく競争を許さない。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

110
㈱エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３－３

保管金事務処理システム用の
運用保守（変更契約）

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.9.1 23,950,500
互換性（会計法第２９条の３第４項，特例政令に
該当）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

111
東芝ソリューション㈱
東京都港区芝浦１－１－１

民事執行事件処理システムの
改修

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.9.1 101,850,000
互換性（会計法第２９条の３第４項，特例政令に
該当）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

112
㈱インテック
富山県富山市牛島新町５－５

新民事裁判事務処理システム
開発基本計画策定等

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.9.5 59,241,000
排他的権利の保護（会計法第２９条の３第４項，
特例政令に該当）

その他

一般競争入札（総合評価方式を含
む）又は企画競争を実施（一般競争
等に移行するための準備に時間を要
するもの）

113
第一法規㈱
東京都港区南青山２－11－17

判例体系一期版追録（商事特
別法等）の購入
1060部

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.9.7 5,790,358
当該物品は，加除式図書であり，当該加除は相
手方からの直接販売に限られており競争を許さ
ない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

114
(財)ＮＨＫエンジニアリングサー
ビス
京都世田谷区砧１－１０－１１

音声認識システム研究開発業
者選定のための調達支援等請
負業務

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.9.15 7,416,150

事前の企画書招請により，最も目的に合致し，
かつ優れたものとして同社の提出した企画書の
内容が採用されており，同企画書の内容とおり
の役務を提供できるのは，企画書を提出した相
手方しかあり得ず，競争を許さない。（会計法第
２９条の３第４項）

その他

一般競争入札（総合評価方式を含
む）又は企画競争を実施（一般競争
等に移行するための準備に時間を要
するもの）
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115
インフォテック㈱
東京都新宿区西新宿７－５－
25西新宿木村屋ビル

督促手続オンライン処理システ
ムの開発支援（変更契約）

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.9.20 64,050,000
互換性（会計法第２９条の３第４項，特例政令に
該当）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

116
富士ゼロックス㈱
東京都港区赤坂２－１７－２２

多機能サーバ等の購入

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.9.21 11,025,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

117
廣告社㈱
東京都中央区銀座６－８－７

「裁判員制度広報のメディアミッ
クス企画及び企画実施業務」

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.9.26 599,550,000
排他的権利の保護（会計法第２９条の３第４項，
特例政令に該当）

その他
一般競争入札（総合評価方式を含
む）又は企画競争を実施（１８年度か
ら）

118
㈱電通
東京都港区東新橋１－８－１

裁判員制度タウンミーティング
の実施業務

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.9.30 341,268,900

本件は，裁判員制度タウンミーティングの実施
業務につき，企画の招請手続を行ったものであ
り，採用された企画を実施できるのは，これを提
案した相手方のみであるため，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
一般競争（総合評価方式を含む）又
は企画競争を実施（１８年度から）

119
㈱エル・アイ・シー
東京都港区南青山２－６－１８

判例秘書ＤＶＤの購入一式

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.10.3 2,130,450
当該物品は，相手方からの直接販売に限られて
おり競争を許さない。（会計法第２９条の３第４
項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

120
富士ゼロックス㈱
東京都港区赤坂２－１７－２２

インターネット公開用サーバ等
の構築

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.10.3 9,030,000

本件作業は，裁判所のネットワークシステム環
境下にインターネット公開用サーバ等を構築す
るというものであり，当該ネットワークの複雑な
ルーティング等を熟知する相手方しか行い得な
いものであり，競争を許さない。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

121
新日本法規出版㈱
名古屋市中区栄１－２３－２０

判例MASTER約７５０枚の購入

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.10.3 24,837,375
互換性（会計法第２９条の３第４項，特例政令に
該当）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

122
沖電気㈱
東京都港区虎ノ門１－７－12

人事事務処理システムの改修

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.10.3 78,750,000
互換性（会計法第２９条の３第４項，特例政令に
該当）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

123
富士ゼロックス㈱
東京都港区赤坂２－１７－２２

司法情報通信システム用機器
の設定等（変更契約）

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.10.3 35,700,000
互換性（会計法第２９条の３第４項，特例政令に
該当）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

124
三菱電機㈱
東京都千代田区丸の内２－７
－３

督促手続オンライン処理システ
ムの開発（変更契約）

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.10.3 124,950,000
互換性（会計法第２９条の３第４項，特例政令に
該当）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

125
新日本法規出版㈱
名古屋市中区栄１－２３－２０

判例不動産法追録(賃貸借９６
号他)の購入
1281部

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.10.11 3,425,310
当該物品は，加除式図書であり，当該加除は相
手方からの直接販売に限られており競争を許さ
ない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

126
㈲文星堂
東京都中央区八丁堀２－９－１

予納郵便切手管理簿ほか５８点
の製造

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.10.12 5,509,999
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

127
㈱ＣＳＫシステムズ
東京都港区南青山２－２６－１

調停事件管理システムのデータ
移行作業等

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.10.27 1,999,725

本件作業は，システム改修及びデータ移行であ
り，当該システム改修及び移行に伴う影響を的
確に予測し，それに見合った作業を実施する必
要がある。性質上，本件システムの開発を行
い，システムの内容を把握している相手方しか
行い得ないものであり，競争を許さない。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

128
㈱フォーカスシステムズ
東京都品川区東五反田２－７
－８

ウィルス検知駆除ソフトウェアラ
イセンスの購入

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.11.8 10,442,045
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

129
㈱ＮＴＴデータ経営研究所
東京都渋谷区東１－３２－１２

裁判員制度に関する調査研究

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.11.9 38,000,000

本件は，裁判員制度の制度設計等に関する調
査研究業務の企画案及びその履行について，
企画案の招請を行い，業者を選定したものであ
る。採用された企画を実行することができるの
は，当該企画案を提出した相手方に限られるた
め，競争を許さない。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
一般競争（総合評価方式を含む）又
は企画競争を実施（１８年度から）
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130
東映㈱
東京都中央区銀座３－２－１７

当事者助言用ビデオの制作

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.11.9 7,791,000

本件はビデオの企画案及び制作につき，企画
案の招請を行い業者を選定したものであるが，
採用された企画の撮影や演出の方法を細部に
わたって提案のとおりに実現し，提案の俳優を
確保し得るのは，当該企画案を提出した相手方
に限られるため，競争を許さない。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
一般競争（総合評価方式を含む）又
は企画競争を実施（１８年度から）

131
㈱土木田商店
東京都港区芝大門１－１６－１
０

丁合機の購入

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.11.9 25,137,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

132

奥村・淺沼特定ＪＶ（代表者）㈱
奥村組
大阪市阿倍野区松崎町２－２
－２

奈良地家簡裁庁舎新営建築工
事第３回設計変更

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.11.15 4,515,000

当該工事の原契約は，３か年の国庫債務負担
行為により契約しており，原契約と一体として発
注することにより，現場管理費等の諸経費の節
減を図ることができる等，現に契約履行中の工
事に直接関連する契約として現に履行中の契
約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

133
㈱博報堂
東京都港区芝浦３－４－１

裁判員制度広報用映画の制作

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.11.15 69,997,951

本件は映画の企画案及び制作につき，企画案
の招請を行い業者を選定したものであるが，採
用された企画の撮影や演出の方法を細部にわ
たって提案のとおりに実現し，提案の俳優を確
保し得るのは，当該企画案を提出した相手方に
限られるため，競争を許さない。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
一般競争（総合評価方式を含む）又
は企画競争を実施（１８年度から）

134
㈱日本テレビビデオ
東京都千代田区四番町５－６

交通講習用ビデオの制作

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.11.15 14,910,000

本件はビデオの企画案及び制作につき，企画
案の招請を行い業者を選定したものであるが，
採用された企画の撮影や演出の方法を細部に
わたって提案のとおりに実現し，提案の俳優を
確保し得るのは，当該企画案を提出した相手方
に限られるため，競争を許さない。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
一般競争（総合評価方式を含む）又
は企画競争を実施（１８年度から）

135
松下電器産業㈱
大阪府門真市大字門真１００６

裁判所ウェブサイト等の改修に
伴う初期費用

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.11.16 12,763,800

本件作業は，裁判所Webサイトの環境下に追加
してコンテンツ等を構築するもので，当該Webサ
イトを構築した同社しか行い得ないものであり，
競争を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

136
松下電器産業㈱
大阪府門真市大字門真１００６

裁判所ウェブサイト等の改修に
伴う保守費用

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.11.16 15,976,800

本ホームページは，相手方が独自に設計及び
製造を行ったもので，他の業者が保守点検作業
を迅速かつ的確に行えないため競争を許さな
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

137
㈱日立情報システムズ
東京都品川区大崎１－２－１

事件票チェックシステムの改修
（労働審判事件票等対応）

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.11.21 7,056,000

改修に伴うシステム上の影響を的確に予測し，
それに見合った改修を実施することが必要であ
り，本システムの開発に携わり，システムの内容
に精通している相手方しか請け負うことはなく競
争を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

138
三菱スペース・ソフトウェア㈱
東京都港区浜松町２－４－１

月報・年報入力集計システムの
改修（労働審判法等対応）

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.11.25 7,591,500

改修に伴うシステム上の影響を的確に予測し，
それに見合った改修を実施することが必要であ
り，本システムの開発に携わり，システムの内容
に精通している相手方しか請け負うことはなく競
争を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

139
㈱日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

文書管理システムのソフトウェ
アの購入

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.11.25 40,620,300
互換性（会計法第２９条の３第４項，特例政令に
該当）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

140
東芝ソリューション㈱
東京都港区芝浦１－１－１

督促事件処理システムの
Windows XP SP2 Professional
対応動作検証作業

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.12.1 3,675,000

検証に伴うシステム上の影響を的確に予測し，
それに見合った検証を実施することが必要であ
り，システムの内容に精通しているものしか請け
負うことはなく競争を許さない。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

141
㈱クロスキャット
東京都品川区東品川１－２－５

財産管理事件管理システムの
Windows XP SP2 Professional
対応検証作業

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.12.1 2,205,000

検証に伴うシステム上の影響を的確に予測し，
それに見合った検証を実施することが必要であ
り，システムの内容に精通しているものしか請け
負うことはなく競争を許さない。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

142
㈱エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３－３

保管金事務処理システムの移
行ツール開発作業等

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.12.8 5,355,000

開発及び改修に伴うシステム上の影響を的確に
予測し，それに見合った改修を実施することが
必要であり，システムの内容に精通しているもの
しか請け負うことはなく競争を許さない。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

143
㈱文祥堂
東京都中央区銀座３－１６－６

自動契印機の購入

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.12.21 4,335,765
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）
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144
㈱日立製作所
東京都千代田区丸の内１－１
－１６

少年事件処理システムの導入
作業

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.12.27 5,984,800

改修に伴うシステム上の影響を的確に予測し，
それに見合った改修を実施することが必要であ
り，システムの内容に精通しているものしか請け
負うことはなく競争を許さない。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

145
廣告社㈱
東京都中央区銀座６－８－７

労働審判員研修用ビデオの制
作

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H18.1.5 2,572,500

本件はビデオの企画案及び制作につき，企画
案の招請を行い発注業者を選定したものである
が，採用された企画の撮影や演出の方法を細
部にわたって提案のとおりに実現することができ
るのは，当該企画案を提出した相手方に限られ
るため，競争を許さない。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
一般競争（総合評価方式を含む）又
は企画競争を実施（１８年度から）

146
㈱クロスキャット
東京都品川区東品川１－２－５

債権執行事件管理プログラム
のWindows XP SP2 Professinal
対応検証作業

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H18.1.5 2,856,000

検証に伴うシステム上の影響を的確に予測し，
それに見合った検証を実施することが必要であ
り，システムの内容に精通しているものしか請け
負うことはなく競争を許さない。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

147
三菱スペース・ソフトウェア㈱
東京都港区浜松町２－４－１

裁判統計データベースシステム
等の設定変更（労働審判法等
対応）

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H18.1.11 4,210,500

設定変更に伴うシステム上の影響を的確に予測
し，それに見合った設定変更を実施することが
必要であり，システムの内容に精通しているもの
しか請け負うことはなく競争を許さない。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

148
㈱山田工務所
千葉市中央区稲荷町１－３－１

松戸新作宿舎改修工事第２回
設計変更

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H18.1.12 5,040,000

本件は設計変更契約であり，原契約と一体とし
て発注することにより，現場管理費等の諸経費
の節減を図ることができる等，現に契約履行中
の工事に直接関連する契約として現に履行中
の契約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

149
新日本法規出版㈱
名古屋市中区栄１－２３－２０

判例不動産法追録（売買130号
他）の購入
958部

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H18.1.12 2,374,085
当該物品は，加除式図書であり，当該加除は相
手方からの直接販売に限られている。（会計法
第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

150
㈱富士通ビジネスシステム
東京都文京区後楽１－７－２７

個人債務者再生事件処理プロ
グラム等の導入作業等

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H18.1.18 30,576,000
互換性（会計法第２９条の３第４項，特例政令に
該当）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

151
㈱日立情報システムズ
東京都品川区大崎１－２－１

事件票チェックシステムの改修
（労働審判事件票等対応）の変
更契約

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H18.1.23 2,520,000

改修に伴うシステム上の影響を的確に予測し，
それに見合った改修を実施することが必要であ
り，システムの内容に精通しているものしか請け
負うことはなく競争を許さない。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

152
広島建設㈱
千葉県柏市豊四季１００４

松戸宿舎Ｄ棟改修工事設計変
更

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H18.1.24 8,925,000

本件は設計変更契約であり，原契約と一体とし
て発注することにより，現場管理費等の諸経費
の節減を図ることができる等，現に契約履行中
の工事に直接関連する契約として現に履行中
の契約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

153
第一法規㈱
東京都港区南青山２－11－17

判例体系一期版追録（裁判法
他）の購入
1644部

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H18.1.24 4,888,681
当該物品は，加除式図書であり，当該加除は相
手方からの直接販売に限られている。（会計法
第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

154
富士通アプリコ㈱
神奈川県川崎市中原区小田中
４－１－１

裁判所職員採用Ⅰ種・Ⅱ種試
験ポスターの企画・立案及び製
造

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H18.1.26 1,848,000

本件は採用試験ポスターの企画・立案及び製造
につき，企画案の招請を行いデザインを選定し
たものであるが，採用デザイン案を短期間に経
済効率よくポスターを調達するのは，企画・立案
のほか印刷業務についても，採用デザイン案を
作成し，同デザインの著作権を有する相手方に
限られるため，競争を許さない。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
一般競争（総合評価方式を含む）又
は企画競争を実施（１８年度から）

155
東芝ソリューション㈱
東京都港区芝浦１－１－１

民事執行事件処理システム用
ゲートウェイサーバ等の設定作
業

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　小池　裕
　東京都千代田区隼町4-2

H18.1.31 1,980,300

設定作業に伴うシステム上の影響を的確に予測
し，それに見合った設定作業を実施することが
必要であり，システムの内容に精通しているもの
しか請け負うことはなく競争を許さない。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

156
㈱ソフテム
神奈川県川崎市川崎区駅東本
町１５－５

示達管理システムの改修

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　小池　裕
　東京都千代田区隼町4-2

H18.2.1 3,990,000

改修に伴うシステム上の影響を的確に予測し，
それに見合った改修を実施することが必要であ
り，システムの内容に精通しているものしか請け
負うことはなく競争を許さない。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）
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157
三菱スペース・ソフトウェア㈱
東京都港区浜松町２－４－１

司法統計年報作成システムの
改修

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　小池　裕
　東京都千代田区隼町4-2

H18.2.1 2,881,200

改修に伴うシステム上の影響を的確に予測し，
それに見合った改修を実施することが必要であ
り，システムの内容に精通しているものしか請け
負うことはなく競争を許さない。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

158
富士ゼロックス㈱
東京都港区赤坂２－１７－２２

ファイルサーバの構築等

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　小池　　裕

東京都千代田区隼町4-2

H18.2.1 36,855,000
互換性（会計法第２９条の３第４項，特例政令に
該当）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

159
㈱キノックス
東京都新宿区西早稲田３－３１
－１１－５０６

小学生向け裁判所広報用ビデ
オ制作

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　小池　裕
　東京都千代田区隼町4-2

H18.2.2 8,403,097

本件はビデオの企画案及び制作につき，企画
案の招請を行い発注業者を選定したものである
が，採用された企画の撮影や演出の方法を細
部にわたって提案のとおりに実現することができ
るのは，当該企画案を提出した相手方に限られ
るため，競争を許さない。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
一般競争（総合評価方式を含む）又
は企画競争を実施（１８年度から）

160
㈱サンポー
東京都港区虎ノ門３－１５－５

交通ルール指導セットの購入

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　小池　裕

東京都千代田区隼町4-2

H18.2.2 4,693,416
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

161
三井住友建設㈱
東京都新宿区西新宿７－５－２
５

東京高地簡裁庁舎改修建築工
事第５回設計変更

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　小池　裕
　東京都千代田区隼町4-2

H18.2.6 6,919,500

当該工事の原契約は，２か年の国庫債務負担
行為により契約しており，原契約と一体として発
注することにより，現場管理費等の諸経費の節
減を図ることができる等，現に契約履行中の工
事に直接関連する契約として現に履行中の契
約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

162
㈱関電工
東京都港区芝浦４－８－３３

東京高地簡裁庁舎改修電気設
備工事第６回設計変更

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　小池　裕
　東京都千代田区隼町4-2

H18.2.6 4,935,000

当該工事の原契約は，２か年の国庫債務負担
行為により契約しており，原契約と一体として発
注することにより，現場管理費等の諸経費の節
減を図ることができる等，現に契約履行中の工
事に直接関連する契約として現に履行中の契
約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

163
富士ゼロックス㈱
東京都港区赤坂２－１７－２２

民事執行事件処理システムの
専用通信回線廃止に伴うネット
ワーク設定作業

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　小池　裕
　東京都千代田区隼町4-2

H18.2.10 1,890,000

本件作業は，専用回線の廃止に伴い，裁判所
のネットワークシステムの設定を行うものであ
り，当該ネットワークの複雑なルーティング等を
熟知する相手方しか行い得ないものであり，競
争を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

164
㈱日本総合研究所
東京都千代田区一番町１６

当座預金管理システムデモンス
トレーション版CD-ROMの開発

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　小池　裕
　東京都千代田区隼町4-2

H18.2.10 1,281,000

当座預金管理システムデモンストレーション用
CD-ROMの作成においては，開発時よりシステ
ム構築し，的確に操作を熟知していることが必
要であることから，システム開発を行い，システ
ムの内容に精通しているものしか行い得ないも
のであり，競争を許さない。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

165
三菱スペース・ソフトウェア㈱
東京都港区浜松町２－４－１

迅速化検証作業に伴う事件票
のデータ抽出

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　小池　裕
　東京都千代田区隼町4-2

H18.2.10 2,299,500

作業にあたっては，システムの障害，それに伴う
停止等を防止するため，システム上の影響を的
確に予測し，それに見合った作業を実施するこ
とが必要であるし，また，万が一障害が発生した
場合には，システムの運用上の影響を最小限に
止めるため，迅速な対応が求められており，シ
ステムの内容に精通しているものしか請け負う
ことはできず，競争を許さない。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

166
沖電気工業㈱
東京都港区虎ノ門１－７－１２

人事事務処理システムと次世代
システム差分データ検証

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　小池　裕
　東京都千代田区隼町4-2

H18.2.14 9,274,230

システムのフィットアンドギャップ分析において
は，対象となる現行システムを把握し，機能，帳
票，項目等の分析を的確に行い，それに見合っ
た基本的事項の整理を実施することが必要であ
る。この作業を行うには，現行システムの開発を
行い，システムの内容に精通していることが不
可欠であり，競争を許さない。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）
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167
廣告社㈱
東京都中央区銀座６－８－７

「日経ＷＯＭＡＮ」掲載広告抜き
刷り印刷ほか１点の製造

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　小池　裕
　東京都千代田区隼町4-2

H18.2.22 1,911,000

本件の抜き刷り印刷で使用するタイアップ広告
は，裁判員制度広報メディアミックス企画に由来
する成果物であり，同企画を担当する相手方と
その方針に従ってタイアップ広告企画の詳細部
分の調整・実行に携わった広告掲載雑誌の出
版社との協働作業に基づくものであるから，タイ
アップ広告の抜き刷り印刷の製造は，出版社と
協働してタイアップ広告企画を実施した相手方
以外には行い得ない業務であるため，競争を許
さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

168
第一法規㈱
東京都港区南青山２－11－17

判例体系一期版追録（国際私
法）の購入
763部

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　小池　裕

東京都千代田区隼町4-2

H18.2.27 5,409,026
当該物品は，加除式図書であり，当該加除は相
手方からの直接販売に限られている。（会計法
第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

169
新日本法規出版㈱
名古屋市中区栄１－２３－２０

判例不動産法追録（賃貸借97
号他）の購入
889部

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　小池　裕

東京都千代田区隼町4-2

H18.3.2 1,883,840
当該物品は，加除式図書であり，当該加除は相
手方からの直接販売に限られているため。（会
計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

170
キヤノン販売㈱
東京都港区港南２－１６－６

乾式複写機等保守
２２台

支出負担行為担当官
　東京高等裁判所事務局長
　山名　学
　東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.4.1 12,138,232

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負う事はなく競争を許さない。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（2.8円～30
円/枚）

171
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１－５－４

乾式複写機保守
１１台

支出負担行為担当官
　東京高等裁判所事務局長
　山名　学
　東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.4.1 5,494,561

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負う事はなく競争を許さない。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（2.6円～4.0
円/枚）

172
富士ゼロックス㈱
東京都港区六本木３－１－１

乾式複写機等保守
２台

支出負担行為担当官
　東京高等裁判所事務局長
　山名　学
　東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.4.1 1,288,754

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負う事はなく競争を許さない。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.6円～
40.52円/
枚）

173
㈱トルネックス
東京都中央区日本橋小舟町６
－６小倉ビル

空気清浄機フィルター等清掃保
守
９台

支出負担行為担当官
　東京高等裁判所事務局長
　山名　学

東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.4.1 1,263,276

　保守に必要な消耗部品は，メーカー又は代理
店業者でしか扱えないため，相手方以外の業者
と契約することは出来ず競争を許さない。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

174
トムソンコーポレーション㈱
東京都千代田区一ツ橋１－１
－１

Westlaw International 　   オンラ
イン情報提供サービス利用

支出負担行為担当官
　東京高等裁判所事務局長
　山名　学

東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.4.1 2,022,300

　本契約内容と同等の質及び種類を提供してい
る情報サービスが無く，同サービスを利用する
ためには相手方以外の業者と契約することはで
きず，競争を許さない。（会計法第２９条の３第４

その他 随意契約によらざるを得ないもの

175
㈱日立ビルシステム
東京都千代田区神田錦町１－
６

昇降機設備保守管理業務

支出負担行為担当官
　東京高等裁判所事務局長
　山名　学
　東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.4.1 43,898,400

　当庁固有の交通事情にあわせた「個性化群管
理システム」は，日立製作所（株）が独自に開発
したシステムであり，他に互換性がないため，相
手方以外と契約することは出来ず競争を許さな
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募による（１９年度から）

176
ジョンソンコントロールズ㈱
東京都千代田区九段北３－３
－９

自動制御機器
設備保守

支出負担行為担当官
　東京高等裁判所事務局長
　山名　学
　東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.4.1 12,358,500

　本設備は，ジョンソンコントロールズ（株）が独
自に開発した製品であり，制御システムは他社
のものと互換性がない事及び部品調達の迅速
性から同社以外と契約することは出来ず競争を
許さない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

177
㈱富士通ビジネスシステム
東京都千代田区神田練塀町３

中央監視設備保守

支出負担行為担当官
　東京高等裁判所事務局長
　山名　学
　東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.4.1 14,175,000

　（株）富士通ビジネスシステムが当庁舎に適合
するように独自に開発した設備であり，運用シス
テムの中枢をなす基本プログラム等は他社のも
のとは互換性がなく，他の業者では管理できな
いため，競争を許さない。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

178
㈱日立国際電気
東京都中野区東中野３－１４－
２０

遠隔カメラ設備保守

支出負担行為担当官
　東京高等裁判所事務局長
　山名　学
　東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.4.1 4,263,000

　（株）日立国際電気が独自に開発し，当庁舎に
あわせて装置の制御システムを設計施工した。
機器の特徴，回路及び修理技術等を熟知してお
り，また，経年により製造を中止した部品もある
ため，同社以外では，その部品調達が出来ず競
争を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

179
㈱明光商会
東京都千代田区五番町１－１

破細ごみ処理
設備保守

支出負担行為担当官
　東京高等裁判所事務局長
　山名　学
　東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.4.1 1,002,750

　廃棄書類の投入から排出までシーケンス制御
により正確に安定連続破細を行うよう設計製作
されたものであり，この制御プログラムは，明光
商会が開発し特許権を有しているソフトであり，
同社以外と契約は出来ず競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）
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180
三菱レイヨンエンジニアリング
㈱
東京都港区港南１－６－４１

排水再利用処理装置保守

支出負担行為担当官
　東京高等裁判所事務局長
　山名　学
　東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.4.1 3,541,377

　設備の中核であるＵＦ装置は，三菱レイヨン㈱
が開発したＵＦ膜をベースに設計した独自の処
理装置で，この膜は同社以外からの供給はして
おらず，他社の膜での代用はできない。よって同
社以外と契約は出来ず競争を許さない。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

181
東テク㈱
東京都中央区日本橋本町４－
８－１４

薬注装置用薬剤購入

支出負担行為担当官
　東京高等裁判所事務局長
　山名　学

東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.4.1 13,543,110

平成１７年度全熱交換器等保守契約（一般入
札）内の薬注装置に付随する薬剤であるため，
同保守契約業者である東テク（株）と契約せざる
を得ない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

182
東リ㈱
東京都港区東新橋２－１０－４

タイルカーペット清掃

支出負担行為担当官
　東京高等裁判所事務局長
　山名　学
　東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.4.1 6,930,000

　東リ（株）が開発，特許を取得している洗浄シ
ステムであるオフロケーションシステムにより，
勤務時間内に当事者及び職員に支障をかける
ことなく作業を行える。同システムは，東リ㈱が
特許を取得しており同社以外とは契約出来ず競
争を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

183
ホーチキ㈱
東京都品川区上大崎２－１０－
４３

東京高等・地方・簡易裁判所合
同庁舎防災設備保守

支出負担行為担当官
　東京高等裁判所事務局長
　山名　学

東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.4.1 25,200,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

184
新生ビルテクノ㈱
東京都台東区台東１－２７－１

東京高等・地方・簡易裁判所合
同庁舎汚水槽等保守

支出負担行為担当官
　東京高等裁判所事務局長
　山名　学

東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.4.1 1,680,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

185
不二興産㈱
東京都新宿区百人町１－２２－
２６

東京高等・地方・簡易裁判所合
同庁舎清掃業務委託

支出負担行為担当官
　東京高等裁判所事務局長
　山名　学

東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.4.1 105,105,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

186
㈱大勝
横浜市西区平沼１－３－１３

神奈川簡裁庁舎増築等工事設
計変更

支出負担行為担当官
　東京高等裁判所事務局長
　山名　学
　東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.5.30 15,855,000

本件は設計変更契約であり,原契約と一体として
発注することにより,現場管理費等の諸経費の
節減を図ることができる等,現に契約履行中の工
事に直接関連する契約として現に履行中の契
約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

187
㈱良電社
新潟県長岡市西神田町１－５
－１

新潟地家裁長岡支部庁舎改修
電気設備工事

支出負担行為担当官
　東京高等裁判所事務局長
　山名　学

東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.8.3 63,000,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
(会計法第29条の3第5項，予決令第99条の２)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

188
文化興業㈱
神奈川県横須賀市米が浜通２
－４

横浜地家裁横須賀支部庁舎改
修機械設備工事

支出負担行為担当官
　東京高等裁判所事務局長
　山名　学

東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.8.29 59,850,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
(会計法第29条の3第5項，予決令第99条の２)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

189
長野建設㈱東京本社
東京都千代田区神田小川町２
－３－１３

東京簡易裁判所大森分室庁舎
外解体業務等

支出負担行為担当官
　東京高等裁判所事務局長
　山名　学

東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.9.14 14,332,500
競争入札の結果，落札者がなかったため
(会計法第29条の3第5項，予決令第99条の２)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

190
猪又建設㈱
新潟県糸魚川市大町１－６－６

南魚沼簡裁庁舎等改修工事設
計変更

支出負担行為担当官
　東京高等裁判所事務局長
　山名　学
　東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.9.20 4,410,000

本件は設計変更契約であり,原契約と一体として
発注することにより,現場管理費等の諸経費の
節減を図ることができる等,現に契約履行中の工
事に直接関連する契約として現に履行中の契
約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

191
㈱大淵建設
群馬県沼田市横塚町１０８８－
１

前橋地家裁沼田支部庁舎改修
工事

支出負担行為担当官
　東京高等裁判所事務局長
　山名　学

東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.10.3 38,325,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
(会計法第29条の3第5項，予決令第99条の２)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

192
レスコハウス㈱
千葉市美浜区中瀬１－３

水戸地裁麻生支部宿舎新営工
事

支出負担行為担当官
　東京高等裁判所事務局長
　山名　学

東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.10.11 51,438,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
(会計法第29条の3第5項，予決令第99条の２)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

193
不二興産㈱
東京都新宿区百人町１－２２－
２６

東京高等・地方・簡易裁判所合
同庁舎雑排水管清掃業務委託

支出負担行為担当官
　東京高等裁判所事務局長
　山名　学

東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.11.1 4,725,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

194
春木建設㈱
新潟県燕市大字蔵関４６２

新潟地家裁長岡支部庁舎改修
建築工事設計変更

支出負担行為担当官
　東京高等裁判所事務局長
　山名　学
　東京都千代田区霞が関1-1-4

H18.1.16 11,550,000

本件は設計変更契約であり,原契約と一体として
発注することにより,現場管理費等の諸経費の
節減を図ることができる等,現に契約履行中の工
事に直接関連する契約として現に履行中の契
約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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195
㈱ナカムラ
新潟県長岡市三和３－９－２８

新潟地家裁長岡支部庁舎改修
機械設備工事設計変更

支出負担行為担当官
　東京高等裁判所事務局長
　山名　学
　東京都千代田区霞が関1-1-4

H18.1.16 9,975,000

本件は設計変更契約であり,原契約と一体として
発注することにより,現場管理費等の諸経費の
節減を図ることができる等,現に契約履行中の工
事に直接関連する契約として現に履行中の契
約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

196
ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ㈱
東京都渋谷区笹塚１－５０－１
笹塚ＮＡビル

自動制御機器設備計測器整備
及び空気源装置点検整備

支出負担行為担当官
　東京高等裁判所事務局長
　山名　学
　東京都千代田区霞が関1-1-4

H18.1.18 4,342,800

本設備は，ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ㈱が独自に開発し
た製品であり，制御システムは他社のものと互
換性がない事及び部品調達の迅速性から同社
と契約せざるを得ない。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

197
㈱テクト
千葉県市川市鬼高２－２０－２
０

市川簡裁庁舎増築等工事設計
変更

支出負担行為担当官
　東京高等裁判所事務局長
　山名　学
　東京都千代田区霞が関1-1-4

H18.1.20 5,040,000

本件は設計変更契約であり,原契約と一体として
発注することにより,現場管理費等の諸経費の
節減を図ることができる等,現に契約履行中の工
事に直接関連する契約として現に履行中の契
約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

198
㈱日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６
－６

構内交換機改修作業

支出負担行為担当官
　東京高等裁判所事務局長
　山名　学
　東京都千代田区霞が関1-1-4

H18.1.31 9,555,000

本構内交換機は同社が独自に設計及び製造を
行ったものであり，ダイヤルイン番号を発番化さ
せる上で，交換機に追加する部品調達及びシス
テム変更は同社と契約せざるを得ないため。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

199
飯山陸送㈱
長野県飯山市大字静間２８０－
１

飯山簡裁庁舎アスベスト除去工
事

支出負担行為担当官
　東京高等裁判所事務局長
　山名　学
　東京都千代田区霞が関1-1-4

H18.3.2 4,935,000

石綿吹付け等目視・分析調査で，通常業務で出
入りする部屋に高率でアスベストが発見された
ことにより，職員の安全を確保するには緊急に
撤去する必要が認められるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第３項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

200
㈱サンポー
東京都港区虎ノ門３－１５－５

家具類の購入　６２台

支出負担行為担当官
　東京高等裁判所事務局長
　山名　学

東京都千代田区霞が関1-1-4

H18.3.7 2,361,723
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

201
㈱会議録研究所
東京都新宿区市谷八幡町１６

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　東京地方裁判所長
　金築　誠志
　東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.4.1 136,342,364

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

202
㈱ワンビシアーカイブス
東京都中央区新川１－１７－２
５

事件記録等の保管及び集配等
業務委託

支出負担行為担当官
　東京地方裁判所長
　金築　誠志
　東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.4.1 1,475,285

事件記録等の保管には高度な秘密保持態勢の
他，保管場所の耐震・耐火に対する震災対策等
も高度な態勢が必要となる。更に，その上で記
録の貸出等に対応する迅速な対応も必要となる
ため，競争を許さない。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

203

（社）立川市シルバー人材セン
ター
東京都立川市柴崎町１－１７－
７

立川簡易裁判所庁舎清掃

支出負担行為担当官
　東京地方裁判所長
　金築　誠志

東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.4.1 1,357,616
他業者よりも著しく安価となるため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

204
（社）町田市シルバー人材セン
ター
東京都町田市森野１－１－１５

町田簡易裁判所庁舎清掃

支出負担行為担当官
　東京地方裁判所長
　金築　誠志

東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.4.1 1,126,184
他業者よりも著しく安価となるため。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

205
㈱アール・エス・シー
東京都豊島区東池袋３－１－１
サンシャイン６０/６階

祝田橋庁舎警備業務

支出負担行為担当官
　東京地方裁判所長
　金築　誠志

東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.4.1 18,755,698

祝田橋庁舎は法務省庁舎と一体警備の必要性
があり，警備の連携を執るためには法務省の落
札業者としか契約が出来ず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

206
キャノン販売㈱
東京都港区港南２－１６－６

乾式複写機保守業務
５７台

支出負担行為担当官
　東京地方裁判所長
　金築　誠志
　東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.4.1 29,654,117

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負う事はなく競争を許さない。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.8円～40
円/枚）

207
キャノン販売㈱
東京都港区港南２－１６－６

乾式複写機賃貸借及び保守業
務
２２台

支出負担行為担当官
　東京地方裁判所長
　金築　誠志
　東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.4.1 12,774,591

本契約の対象機は，平成１５年度に３年間の
リース契約を前提に入札により導入されたもの
であり，本年は当初リース期間内であるため相
手方以外との契約をできず競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

保守料につ
き単価契約
（1..86円/
枚）
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及び住所
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208
㈱リコー
東京都大田区中馬込１－３－６

乾式複写機賃貸借及び保守業
務
２５台

支出負担行為担当官
　東京地方裁判所長
　金築　誠志
　東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.4.1 7,236,099

本契約の対象機は，平成１５年度及び平成１６
年度に３年間のリース契約を前提に入札により
導入されたものであり，本年は当初リース期間
内であるため相手方以外との契約をできず競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

保守料につ
き単価契約
（1.40円～
2.80円/枚）

209

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

乾式複写機賃貸借及び保守業
務
１１台

支出負担行為担当官
　東京地方裁判所長
　金築　誠志
　東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.4.1 4,198,292

本契約の対象機は，平成１５年度に３年間の
リース契約を前提に入札により導入されたもの
であり，本年は当初リース期間内であるため相
手方以外との契約をできず競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

保守料につ
き単価契約
（2.00円/
枚）

210
裁判所共済組合本部
東京都千代田区隼町４－２

健康診断

支出負担行為担当官
　東京地方裁判所長
　金築　誠志

東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.4.1 2,276,197

東京高地裁合同庁舎内に裁判所共済組合本部
の診療所の設備としてレントゲン施設等が整備
されており，これらの設備を利用することが有効
である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）又は企
画競争を実施（１９年度から）

単価契約
(85円～
3000円/検
査)

211
トッパン・フォームズ㈱
東京都港区東新橋１－７－３

大都市簡裁督促事件処理シス
テム用用紙等の購入

支出負担行為担当官
　東京地方裁判所長
　金築　誠志
　東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.4.1 3,331,020

契約業者は，システムの開発及び製造に携わっ
ており，使用する用紙類も機器開発業者の制作
するいわゆる純正品を使用する必要があるため
相手方以外と契約するこはできず競争を許さな
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

212
セコム㈱
東京都渋谷区神宮前１－５－１

機械警備業務委託（青梅簡裁，
東京簡裁大森分室，中野分室，
北分室，八丈島簡裁，伊豆大島
簡裁，新島簡裁）

支出負担行為担当官
　東京地方裁判所長
　金築　誠志

東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.4.1 4,277,700

本セキュリティ機器は，同社が独自に設計・製造
を行ったものであり，他の業者が本契約の履行
及び機器の保守を行えないため競争を許さな
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

213
綜合警備保障㈱
東京都港区元赤坂１－６－１

機械警備業務委託（東京地裁
民事執行センター，東京簡裁墨
田分室（６月まで），立川簡裁，
武蔵野簡裁，町田簡裁）

支出負担行為担当官
　東京地方裁判所長
　金築　誠志

東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.4.1 3,148,110

本セキュリティ機器は，同社が独自に設計・製造
を行ったものであり，他の業者が本契約の履行
及び機器の保守を行えないため競争を許さな
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

214

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
システムズ
東京都品川区西五反田３－７
－１０

大都市簡裁督促事件処理シス
テム保守

支出負担行為担当官
　東京地方裁判所長
　金築　誠志
　東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.4.1 45,715,320

東京簡易裁判所に設置されている大都市簡裁
督促事件処理システムは，株式会社エヌ・ティ・
ティ・データにより開発されたシステムであり，仕
様の特殊性及び著作権を考慮すると，保守点検
を他社に依頼することはできない。平成１５年１
１月１日より株式会社エヌ・ティ・ティ・データから
相手方に大都市簡裁督促事件処理システムに
係わる維持管理業務等を移管された。よって，
相手方と随意契約をした。（会計法第２９条の３
第４項，特例政令に該当）

その他
１９年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

215

センチュリー・リーシング・シス
テム（株）
東京都港区浜松町２－４－１貿
易センタービル１０階

大都市簡裁督促事件処理シス
テム用電子計算機の賃貸借

支出負担行為担当官
　東京地方裁判所長
　金築　誠志
　東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.4.1 52,353,000

本契約の対象機は，平成１２年１０月から平成１
８年９月までのリース契約を前提に導入されたも
のであり，本年は当初リース期間内であるため
相手方以外との契約をできず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
１９年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

216
㈱オレンジライン
さいたま市浦和区岸町４－１８
－８

東京簡易裁判所墨田分室備品
等運搬

支出負担行為担当官
　東京地方裁判所長
　金築　誠志

東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.6.23 1,470,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

217
富士ゼロックス㈱
東京都港区六本木３－１－１

ＬＡＮ端末等設定

支出負担行為担当官
　東京地方裁判所長
　金築　誠志
　東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.8.1 9,176,370

全庁ＬＡＮ端末設置作業は,運用及びセキュリ
ティ面の安全性を最優先する必要があり,統一さ
れたＬＡＮ端末設置作業も必要である。特に合
同庁舎内では,同一の業者が設定作業をする必
要があるため,競争を許さない。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

単価契約
（クライアン
ト設定6,000
円，プリンタ
ネットワーク
設定1,400
円）

218
㈱マルタン
横浜市中区山下町２７３

民事事件記録ファイルの購入

支出負担行為担当官
　東京地方裁判所長
　金築　誠志

東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.8.15 2,328,375
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

219
トッパン・フォームズ㈱
東京都港区東新橋１－７－３

大都市簡裁督促事件処理シス
テム用用紙等の購入

支出負担行為担当官
　東京地方裁判所長
　金築　誠志
　東京都千代田区霞が関1-1-4

H17.11.11 1,708,612

契約業者は，システムの開発及び製造に携わっ
ており，使用する用紙類も機器開発業者の制作
するいわゆる純正品を使用する必要があるため
相手方以外と契約するこはできず競争を許さな
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

220
富士ゼロックス㈱
東京都港区六本木３－１－１

多機能サーバ端末設定作業

支出負担行為担当官
　東京地方裁判所長
　金築　誠志
　東京都千代田区霞が関1-1-4

H18.3.1 1,318,800

多機能サーバ端末設置作業は，運用及びセ
キュリティ面の安全性を最優先する必要があり，
統一された多機能サーバ端末設置作業も必要
であり，合同庁舎内では，同一の業者が設定作
業をする必要があるため競争を許さない。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）
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221
三菱電機ビルテクノサービス㈱
東京都千代田区大手町２－６
－２

昇降機設備保守管理業務

支出負担行為担当官
　横浜地方裁判所長
　淺生　重機
　横浜市中区日本大通9

H17.4.1 8,794,800

当庁は地下２階，地上１３階建ての高層建物で
あり，エレベータの安全かつスムーズな運行が
特に求められるため，三菱電機㈱が独自開発し
た故障を未然に防止するシステムを導入してい
るが，同システムの保守は，相手方のみが可能
であり，競争を許さない。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり 公募による（１９年度から）

222
東リ㈱
兵庫県伊丹市東有岡５－１２５

横浜地方・簡易裁判所庁舎及
び横浜地方裁判所小田原支部
庁舎タイルカーペット保守業務

支出負担行為担当官
　横浜地方裁判所長
　淺生　重機
　横浜市中区日本大通9

H17.4.1 3,793,650

　東リ（株）が開発，特許を取得している洗浄シ
ステムであるオフロケーションシステムにより，
勤務時間内に当事者及び職員に支障をかける
ことなく作業を行える。同システムは，東リ㈱が
特許を取得しており同社以外とは契約出来ず競
争を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

223
セコム㈱
東京都渋谷区神宮前１－５－１

横浜地方裁判所川崎支部庁舎
等警備業務

支出負担行為担当官
　横浜地方裁判所長
　淺生　重機

横浜市中区日本大通9

H17.4.1 5,720,400

本セキュリティ機器は，同社が独自に設計・製造
を行ったものであり，他の業者が本契約の履行
及び機器の保守を行えないため競争を許さな
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

224
コニカミノルタテクノ東京㈱
東京都文京区本郷２－４－４

乾式複写機保守業務

支出負担行為担当官
　横浜地方裁判所長
　淺生　重機
　横浜市中区日本大通9

H17.4.1 10,780,103

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負う事はなく競争を許さない。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.4円～4.7
円/枚）

225
富士ゼロックス㈱
東京都港区赤坂２－１７－２２

乾式複写機保守業務

支出負担行為担当官
　横浜地方裁判所長
　淺生　重機
　横浜市中区日本大通9

H17.4.1 9,046,800

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負う事はなく競争を許さない。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.6円～
67.53円/
枚）

226
㈱会議録研究所
東京都新宿区市谷八幡町１６

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　横浜地方裁判所長
　淺生　重機
　横浜市中区日本大通9

H17.4.1 47,071,843

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

227
東京ベイサイドビル
東京都中央区八丁堀３－１７－
１６

横浜地方・簡易裁判所合同庁
舎等清掃業務

支出負担行為担当官
　横浜地方裁判所長
　淺生　重機

横浜市中区日本大通9

H17.4.1 18,795,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

228
㈱シマソービ
横浜市中区羽衣町３－５５－１

神奈川簡易裁判所家具その他
各種器具購入

支出負担行為担当官
　横浜地方裁判所長
　淺生　重機

横浜市中区日本大通9

H17.7.14 10,479,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

229
㈱会議録センター
埼玉県北足立郡吹上町本町１
－４－１２

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　さいたま地方裁判所長
　北山　元章
　さいたま市浦和区高砂3-16-45

H17.4.1 14,418,258

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

230
キャノン販売㈱
東京都港区港南２－１６－６

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　さいたま地方裁判所長
　北山　元章
　さいたま市浦和区高砂3-16-45

H17.4.1 2,676,470

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負う事はなく競争を許さない。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.8円～5.0
円/枚）

231
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１－５－４

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　さいたま地方裁判所長
　北山　元章
　さいたま市浦和区高砂3-16-45

H17.4.1 9,486,104

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負う事はなく競争を許さない。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（2.5円～4.1
円/枚）

232
綜合警備保障㈱
東京都港区元赤坂１－６－６

庁舎機械警備委託（越谷支部，
川越支部，秩父支部，川口簡
裁，大宮簡裁，久喜簡裁，飯能
簡裁，所沢簡裁，本庄簡裁）

支出負担行為担当官
　さいたま地方裁判所長
　北山　元章

さいたま市浦和区高砂3-16-45

H17.4.1 5,488,176

本セキュリティ機器は，同社が独自に設計・製造
を行ったものであり，他の業者が本契約の履行
及び機器の保守を行えないため競争を許さな
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

233
東リ㈱
東京都港区東新橋２－１０－１
１

タイルカーペット清掃（本庁舎，
越谷支部，川越支部，秩父支
部）

支出負担行為担当官
　さいたま地方裁判所長
　北山　元章
　さいたま市浦和区高砂3-16-45

H17.9.1 3,391,878

東リ㈱が開発，特許を取得している洗浄システ
ムであるオフロケーションシステムにより，勤務
時間内に当事者及び職員に支障をかけることな
く作業を行える。同システムは，東リ㈱が特許を
取得しており同社以外とは契約できず競争を許
さない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）
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件数
契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称，場所，期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名及びその
所属する部局の名称並びに所在
地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由 点検結果 講ずる措置 備考

234
サミットエナジー㈱
東京都中央区晴海１－８－１１

さいたま地方・家庭・簡易裁判
所合同庁舎で使用する電気

支出負担行為担当官
　さいたま地方裁判所長
　北山　元章
　さいたま市浦和区高砂3-16-45

H17.12.28 5,515,291

平成１８年４月分から，価格と環境配慮を兼ね
備えた入札を行うため，それまでの間，現契約
を延長する必要があることから競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札（総合評価方式を含
む）に移行（１８年度から）

単価契約
（基本料金
1,520円
/KW/月，電
気量料金
9.70円/KW
時）

235

㈱日立ビルシステム東関東支
社
東京都千代田区外神田３－１６
－８

昇降機設備保守管理業務

支出負担行為担当官
　千葉地方裁判所長
　山崎　潮
　千葉市中央区中央4-11-27

H17.4.1 3,912,510

当該エレベーターは，特有の電子回路で制御さ
れており，これを一括保守している当該契約会
社の専門的な研修を終了し，メンテナンスのノウ
ハウを習得した技術員でなければ，障害発生時
の速やかな対応ができないため競争を許さな
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募による（１９年度から）

236
セコム㈱
東京都新宿区西新宿１－２６－
２

警備業務委託（佐倉，佐原，市
川，東金）

支出負担行為担当官
　千葉地方裁判所長
　山崎　潮

千葉市中央区中央4-11-27

H17.4.1 2,444,400

本セキュリティ機器は，同社が独自に設計・製造
を行ったものであり，他の業者が本契約の履行
及び機器の保守を行えないため競争を許さな
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

237
綜合警備保障㈱
東京都港区元赤坂１－６－６

警備業務委託（木更津，八日市
場，一宮，館山，銚子）

支出負担行為担当官
　千葉地方裁判所長
　山崎　潮

千葉市中央区中央4-11-27

H17.4.1 3,332,700

本セキュリティ機器は，同社が独自に設計・製造
を行ったものであり，他の業者が本契約の履行
及び機器の保守を行えないため競争を許さな
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

238
㈱会議録センター
埼玉県北足立郡吹上町本町１
－４－１２

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　千葉地方裁判所長
　山崎　潮
　千葉市中央区中央4-11-27

H17.4.1 32,180,901

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

239
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１－５－４

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　千葉地方裁判所長
　山崎　潮
　千葉市中央区中央4-11-27

H17.4.1 15,507,929

当該複写機は，独自の特殊な部品から製造さ
れており，メンテナンスの面についても特殊な部
品と技術面のみを切り離して保守を行うことは
困難であり，競争を許さない。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.1円～4.0
円/枚）

240
キャノン販売㈱
東京都港区港南２－１６－６

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　千葉地方裁判所長
　山崎　潮
　千葉市中央区中央4-11-27

H17.4.1 1,025,854

当該複写機は，独自の特殊な部品から製造さ
れており，メンテナンスの面についても特殊な部
品と技術面のみを切り離して保守を行うことは
困難であり，競争を許さない。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
(3.8円～5.0
円/枚)

241
フジテック㈱
東京都品川区大崎１－１１－２

昇降機設備保守管理業務

支出負担行為担当官
　千葉地方裁判所長
　山崎　潮
　千葉市中央区中央4-11-27

H17.4.28 1,592,850

当該エレベーターは，特有の電子回路で制御さ
れており，これを一括保守している当該契約会
社の専門的な研修を終了し，メンテナンスのノウ
ハウを習得した技術員でなければ，障害発生時
の速やかな対応ができないため競争を許さな
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募による（１９年度から）

242
白幡興業㈱
千葉県館山市亀ヶ原６８２－３

館山支部宿舎解体撤去作業等

支出負担行為担当官
　千葉地方裁判所長
　山崎　潮

千葉市中央区中央4-11-27

H17.11.22 2,887,500
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

243
セコム㈱
東京都渋谷区神宮前１－５－１

警備委託
（４支部６簡裁）

支出負担行為担当官
　水戸地方裁判所長
　小林　克己
　水戸市大町1-1-38

H17.4.1 6,121,080

　現在設置されているセンサー等の機器類はセ
コム㈱製の製品であり，各端末センサーと制御
盤とは，セコム㈱独自の制御ソフトにより制御さ
れており，他社では，本機器類を作動確認及び
調整することができず，競争を許さない。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

244
コニカミノルタビジネスソリュー
ションズ㈱
水戸市元吉田２６１－１

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　水戸地方裁判所長
　小林　克己
　水戸市大町1-1-38

H17.4.1 1,819,970

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負う事はなく競争を許さない。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約（4
円/枚）

245
茨城リコー㈱
水戸市吉沢町１０１８－１

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　水戸地方裁判所長
　小林　克己

水戸市大町1-1-38

H17.4.1 3,563,185

　メーカーが機器保守に必要な部材等を納入業
者以外に供給しないため，納入業者以外の業者
が保守を請け負うことができないため競争を許
さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約（4
円/枚）

246
茨城ゼロックス㈱
水戸市城南２－１－２０

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　水戸地方裁判所長
　小林　克己
　水戸市大町1-1-38

H17.4.1 1,621,306

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負う事はなく競争を許さない。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約（4
円～4.5円/
枚）
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件数
契約の相手方の商号又は名称
及び住所
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247
㈱会議録センター
埼玉県北足立郡吹上町本町１
－４－１２

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　水戸地方裁判所長
　小林　克己
　水戸市大町1-1-38

H17.4.1 13,301,884

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

248
東リ㈱
兵庫県伊丹市東有岡５－１２５

タイルカーペット清掃等業務

支出負担行為担当官
　水戸地方裁判所長
　小林　克己
　水戸市大町1-1-38

H17.6.1 2,170,313

東リ（株）が開発，特許を取得している洗浄ｼｽﾃ
ﾑであるｵﾌﾛｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑにより，勤務時間内に
当事者及び職員に支障をかけることなく作業を
行える。同ｼｽﾃﾑは，東リ㈱が特許を取得してお
り同社以外とは契約出来ず競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

249
綜合警備保障㈱
東京都港区元赤坂１－６－６

警備委託

支出負担行為担当官
　宇都宮地方裁判所長
　大野　市太郎
　宇都宮市小幡1-1-38

H17.4.1 3,332,700

各庁舎内に設置されている警報装置は，綜合警
備保障(株)が設置したものであり，綜合警備保
障(株)の所有に属するものである。よって，他の
警備業者に委託する場合は，警備機器の取替
えを行う必要があるので，現設置業者と契約し
たほうが有利である。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

250
㈱会議録センター
埼玉県北足立郡吹上町本町１
－４－１２

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　宇都宮地方裁判所長
　大野　市太郎
　宇都宮市小幡1-1-38

H17.4.1 11,414,726

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

251
栃木リコー㈱
宇都宮市問屋町３１７２－１０

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　宇都宮地方裁判所長
　大野　市太郎
　宇都宮市小幡1-1-38

H17.4.1 3,886,350

該当する乾式複写機は，契約業者が製造した
機器であり，トラブル発生や故障等に際して臨
機応変の措置が執れる。また，保守点検作業に
ついても，教育訓練を受け，機器について熟知
している相手方でなければ対応できないため競
争を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（2.7円～4.5
円/枚）

252
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１－５－４

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　宇都宮地方裁判所長
　大野　市太郎
　宇都宮市小幡1-1-38

H17.4.1 1,771,746

該当する乾式電子複写機は，契約業者が製造
した機器であり，トラブル発生や故障等に際して
臨機応変の措置が執れる。また，保守点検作業
についても，教育訓練を受け，機器について熟
知している相手方でなければ対応できないため
競争を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.4円～4.0
円/枚）

253
㈱会議録センター
埼玉県北足立郡吹上町本町１
－４－１２

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　前橋地方裁判所長
　池田　修
　前橋市大手町3-1-34

H17.4.1 11,033,482

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

254
セコム上信越㈱
新潟市新光町１－１０

庁舎警備保守

支出負担行為担当官
　前橋地方裁判所長
　池田　修

前橋市大手町3-1-34

H17.4.1 4,277,700

本セキュリティ機器は，同社が独自に設計・製造
を行ったものであり，他の業者が本契約の履行
及び機器の保守を行えないため競争を許さな
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

255
三菱電機ビルテクノサービス㈱
愛知県名古屋市中村区名駅１
－１－４

昇降機設備保守管理業務

支出負担行為担当官
　静岡地方裁判所長
　吉戒　修一
　静岡市葵区追手町10-80

H17.4.1 1,141,560

　昇降機設備は三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ㈱により
設置されており，製造会社毎に専用回路等が異
なるという昇降機の特性から，他社では十分な
対応ができず，競争を許さない（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

256
綜合警備保障㈱
東京都港区元赤坂１－６－６

静岡地裁管内
庁舎機械警備設備
保守

支出負担行為担当官
　静岡地方裁判所長
　吉戒　修一
　静岡市葵区追手町10-80

H17.4.1 3,666,600

　設置されている警備機器は綜合警備保障㈱に
より管理され，各種プログラムも設置当初より同
社がおこなっている。よって，他社では対応でき
ず，競争を許さない。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

257
東リ㈱建装営業部
東京都港区東新橋２－１０－４

静岡地裁庁舎
タイルカーペット
清掃業務

支出負担行為担当官
　静岡地方裁判所長
　吉戒　修一
　静岡市葵区追手町10-80

H17.4.1 1,240,092

　東リ㈱のオフロケーションシステムは、カーペッ
トの交換により，工場にて洗浄・乾燥をするた
め，美観・耐用年数に優れ、作業も短時間であ
る。同システムは，同社が特許取得済みである
ため競争を許さない。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

258
富士ゼロックス㈱静岡営業所
静岡市葵区常磐町２－１３－１

静岡地裁管内
乾式複写機保守業務

支出負担行為担当官
　静岡地方裁判所長
　吉戒　修一
　静岡市葵区追手町10-80

H17.4.1 1,275,033

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはなく競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（4.7円～5.0
円/枚）
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件数
契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称，場所，期間及
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259
静岡リコー㈱
静岡市葵区黒金町５９－６

静岡地裁管内
乾式複写機保守業務

支出負担行為担当官
　静岡地方裁判所長
　吉戒　修一
　静岡市葵区追手町10-80

H17.4.1 6,423,404

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはなく競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（4.3円～5.0
円/枚）

260
コニカミノルタビジネスソリュー
ションズ㈱静岡営業所
静岡市駿河区稲川２－２－１

静岡地裁管内
乾式複写機保守業務

支出負担行為担当官
　静岡地方裁判所長
　吉戒　修一
　静岡市葵区追手町10-80

H17.4.1 2,963,548

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはなく競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（4.0円～5.0
円/枚）

261
㈱栗田商会静岡支店
静岡市葵区駒形通６－７－１

静岡地裁浜松支部備品購入契
約

支出負担行為担当官
　静岡地方裁判所長
　吉戒　修一

静岡市葵区追手町10-80

H17.11.7 3,937,500
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

262
ミドリ安全静岡㈱
静岡市駿河区池田２７４－１

静岡地方裁判所　防災用品
避難セット等購入契約

支出負担行為担当官
　静岡地方裁判所長
　吉戒　修一

静岡市葵区追手町10-80

H18.3.13 2,992,500
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

263
㈱正直堂
甲府市中央２－１２－１５

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　甲府地方裁判所長
　飯村　敏明
　甲府市中央1-10-7

H17.4.1 2,665,687

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはなく，競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.9円～4.5
円/枚）

264
村松商事㈱
山梨県中巨摩郡田富町山之神
流通団地３－３－４

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　甲府地方裁判所長
　飯村　敏明
　甲府市中央1-10-7

H17.4.1 1,258,687

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはなく，競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（2.0円/枚）

265
綜合警備保障㈱山梨支社
甲府市丸の内１－１７－１０

甲府地方裁判所都留支部・鰍
沢簡易裁判所・富士吉田簡易
裁判所庁舎機械警備

支出負担行為担当官
　甲府地方裁判所長
　飯村　敏明

甲府市中央1-10-7

H17.4.1 1,833,300

本セキュリティ機器は，同社が独自に設計・製造
を行ったものであり，他の業者が本契約の履行
及び機器の保守を行えないため競争を許さな
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

266
綜合警備保障㈱
東京都港区元赤坂１－６－１

警備委託

支出負担行為担当官
　長野地方裁判所長
　中山　隆夫

長野市旭町1108

H17.4.1 5,027,400

本セキュリティ機器は，同社が独自に設計・製造
を行ったものであり，他の業者が本契約の履行
及び機器の保守を行えないため競争を許さな
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

267
長野リコー㈱
長野市風間２０３４－５

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　長野地方裁判所長
　中山　隆夫
　長野市旭町1108

H17.4.1 4,377,629

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはなく，競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.9円～4.5
円/枚）

268
㈱柳沢商店
長野市西後町１５５５

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　長野地方裁判所長
　中山　隆夫
　長野市旭町1108

H17.4.1 3,642,721

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されている（メーカーが納入業者以外に
は保守に必要な部品，消耗品等を供給しな
い）。したがって，納入業者以外の業者が保守を
請け負うことができないため，契約の性質又は
目的が競争を許さない。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（4.5円/枚）

269
㈱会議録センター
埼玉県北足立郡吹上町本町１
－４－１２

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　長野地方裁判所長
　中山　隆夫
　長野市旭町1108

H17.4.1 14,036,611

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

270
富士ゼロックス㈱
東京都港区赤坂２－１７－２２

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　長野地方裁判所長
　中山　隆夫
　長野市旭町1108

H17.4.1 1,093,359

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されている。したがって，納入業者以外
の業者が保守を請け負うことができないため，
競争を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
(2.2円/枚)

271
㈱ヒシヤ
長野市桜枝町８５８

消耗品（文具類）

支出負担行為担当官
　長野地方裁判所長
　中山　隆夫

長野市旭町1108

H17.6.29 2,550,450
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

272
㈱蔦友
長野市大門町４１

消耗品（プリンタートナーカート
リッジ）

支出負担行為担当官
　長野地方裁判所長
　中山　隆夫

長野市旭町1108

H18.3.20 4,252,500
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）
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及び住所
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273
東リ㈱建装営業部
東京都港区東新橋２－１０－４

タイルカーペット
保守業務
（本庁庁舎）

支出負担行為担当官
　新潟地方裁判所
　宗宮　英俊
　新潟市学校町通1-1

H17.4.1 1,826,748

　東リ（株）が開発，特許を取得している洗浄シ
ステムであるオフロケーションシステムにより，
勤務時間内に当事者及び職員に支障をかける
ことなく作業を行える。同システムは，東リ㈱が
特許を取得しており同社以外とは契約出来ず競
争を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

274
㈱会議録センター
埼玉県北足立郡吹上町本町１
－４－１２

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　新潟地方裁判所
　宗宮　英俊
　新潟市学校町通1-1

H17.4.1 7,548,387

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

275
新潟リコー㈱
新潟市下木戸１－１８－３０

乾式複写機保守
２８台

支出負担行為担当官
　新潟地方裁判所
　宗宮　英俊
　新潟市学校町通1-1

H17.4.1 7,342,561

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第３項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.6円～4.7
円/枚）

276
セコム㈱
東京都渋谷区神宮前１－５－１

機械警備委託業務（三条，高
田，十日町，南魚沼，糸魚川）

支出負担行為担当官
　新潟地方裁判所
　宗宮　英俊

新潟市学校町通1-1

H17.4.1 3,194,100

本セキュリティ機器は，同社が独自に設計・製造
を行ったものであり，他の業者が本契約の履行
及び機器の保守を行えないため競争を許さな
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

277
綜合警備保障㈱
東京都港区元赤坂１－６－６

機械警備委託業務（新発田，佐
渡，新津，村上，柏崎）

支出負担行為担当官
　新潟地方裁判所
　宗宮　英俊

新潟市学校町通1-1

H17.4.1 3,194,100

本セキュリティ機器は，同社が独自に設計・製造
を行ったものであり，他の業者が本契約の履行
及び機器の保守を行えないため競争を許さな
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

278
フジテック㈱新潟営業所
新潟県新潟市東出来島９－８

昇降機設備保守管理業務

支出負担行為担当官
　新潟地方裁判所
　宗宮　英俊
　新潟市学校町通1-1

H17.4.1 1,814,400

製造メーカーの遠隔監視設備用の通信機器を
設置済みのために他の保守業者と契約した場
合には，同様の設備を設置するために既存の
設備の撤去及び新規設置の工事費用が発生す
るため，競争に付することが適当でない。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募による（１９年度から）

279
㈱新潟県ビル管理協同公社
新潟県長岡市蓮潟５－１－１４

庁舎清掃業務　　　　（長岡，十
日町，
柏崎，南魚沼，糸魚川）

支出負担行為担当官
　新潟地方裁判所
　宗宮　英俊

新潟市学校町通1-1

H17.4.1 2,265,270
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

280
日経マシナリー㈱
新潟市明石１－７－２０

トナーカートリッジ

支出負担行為担当官
　新潟地方裁判所
　宗宮　英俊

新潟市学校町通1-1

H17.4.1 5,819,415
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

単価契約
（26,000円
～40,000
円）

281
㈱ヒウラ
新潟市牡丹山１－３４－６

長岡支部家具類

支出負担行為担当官
　新潟地方裁判所
　加藤　新太郎

新潟市学校町通1-1

H17.12.7 10,237,500
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

282
㈱会議録研究所
東京都新宿区市谷八幡町１６

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　東京家庭裁判所長
　細川　清
　東京都千代田区霞が関1-1-2

H17.4.1 3,439,776

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

283
東リ㈱
兵庫県伊丹市東有岡５－１２５

タイルカーペット清掃等

支出負担行為担当官
　東京家庭裁判所長
　細川　清
　東京都千代田区霞が関1-1-2

H17.4.1 3,780,000

タイルカーペットが東リ㈱製のものであり，メンテ
ナンス（保守）及び交換作業並びに洗浄等に関
して，同社が東リオフロケーションシステムとして
特許を取得済みであることから，競争を許さな
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

284
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１－５－４

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　東京家庭裁判所長
　細川　清
　東京都千代田区霞が関1-1-2

H17.4.1 3,476,881

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.2円～4.8
円/枚）

285
京セラミタジャパン㈱
東京都中央区日本橋町１－９
－１５

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　東京家庭裁判所長
　細川　清
　東京都千代田区霞が関1-1-2

H17.4.1 1,550,151

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.25円～
4.5円/枚）

286
東芝情報機器㈱
東京都中央区日本橋小伝馬町
１－７

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　東京家庭裁判所長
　細川　清
　東京都千代田区霞が関1-1-2

H17.4.1 7,827,832

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（1,000枚ま
で3,200円，
1,001枚以
上3.2円/
枚）
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287
フジテック㈱
大阪府茨木市庄１－２８－１０

昇降機設備保守管理業務

支出負担行為担当官
　東京家庭裁判所長
　細川　清
　東京都千代田区霞が関1-1-2

H17.4.1 16,925,820

メーカー独自に開発した制御技術のノウハウ及
び特許・実用新案を駆使した高級群管理方式で
あり，点検時におけるイベントコードの判別及び
確認のための専用ツールを必要とされるため，
競争を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募による（１９年度から）

288
太洋日産自動車販売㈱
東京都港区芝浦４－２－１９

防犯パネル等の購入

支出負担行為担当官
　東京家庭裁判所長
　細川　清
　東京都千代田区霞が関1-1-2

H18.1.4 2,495,430

少年押送用マイクロバスに設置する防犯パネル
等であるため，一般競争入札により仕様を明ら
かにすることができないため。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

　

289
富士ゼロックス㈱
東京都港区赤坂２－１７－２２

ＤＮＳクライアント設定作業

支出負担行為担当官
　東京家庭裁判所長
　細川　清
　東京都千代田区霞が関1-1-2

H18.2.1 1,260,000

ネットワーク構築時の業者であり，多機能サー
バの設置，設定及び保守を行っている。
事件処理サーバと多機能サーバの設定状況を
熟知し，ネットワーク障害発生に際して迅速な対
応が可能なことから契約の性質が競争を許さな
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

290
八重洲電気㈱
東京都中央区八丁堀２－８－５

ダイヤルインに伴う発ＩＤ通知ＩＮ
Ｓ１５００化作業

支出負担行為担当官
　東京家庭裁判所長
　細川　清
　東京都千代田区霞が関1-1-2

H18.2.24 4,200,000

当該構内交換機は，度重なる改修により複雑化
しているところ，今回の作業についても改修及び
システム変更が伴うため，交換機設置当初から
保守作業を行っていて，当該交換機のシステム
を熟知している相手方しか行い得ないものであ
るため。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

291
㈱サンポー
東京都港区虎ノ門３－１５－５

椅子等の購入契約

支出負担行為担当官
　東京家庭裁判所長
　細川　清

東京都千代田区霞が関1-1-2

H18.2.27 2,604,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

292
キャノン販売㈱
東京都港区港南２－１６－６

ファックス案内サービスプログラ
ム変更作業

支出負担行為担当官
　東京家庭裁判所長
　細川　清
　東京都千代田区霞が関1-1-2

H18.3.2 1,260,000

当該システムは，相手方が独自に開発したもの
であり，システムの内容を公開していないので，
その内容を把握している相手方しか行い得ない
ため競争を許さない。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

293
富士ゼロックス㈱
東京都港区赤坂２－１７－２２

乾式複写機保守
９台

支出負担行為担当官
　横浜家庭裁判所長
　安倍　嘉人
　横浜市中区寿町1-2

H17.4.1 3,099,824

乾式複写機の販売形態については機器の納入
業者が保守契約も締結することを前提に市場が
構成されているため，納入業者以である相手方
外の業者が保守を請け負うことはできず競争を
許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.6円～4.2
円/枚）

294
キヤノン販売㈱
東京都港区港南２－１６－６

乾式複写機保守
１１台

支出負担行為担当官
　横浜家庭裁判所長
　安倍　嘉人
　横浜市中区寿町1-2

H17.4.1 2,226,157

乾式複写機の販売形態については機器の納入
業者が保守契約も締結することを前提に市場が
構成されているため，納入業者以外の業者が保
守を請け負うことはできず競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.8円～5.0
円/枚）

295
㈱会議録研究所
東京都新宿区市谷八幡町１６

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　横浜家庭裁判所長
　安倍　嘉人
　横浜市中区寿町1-2

H17.4.1 7,192,453

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

296
コニカミノルタテクノ東京㈱
東京都文京区本郷２－４－４

乾式複写機保守
５台

支出負担行為担当官
　横浜家庭裁判所長
　安倍　嘉人
　横浜市中区寿町1-2

H17.11.30 1,196,511

乾式複写機の販売形態については機器の納入
業者が保守契約も締結することを前提に市場が
構成されているため，納入業者以外の業者が保
守を請け負うことはできず競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
(4.1円～5.0
円/枚)

297
㈱会議録センター
埼玉県北足立郡吹上町本町１
－４－１２

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　さいたま家庭裁判所長
　小川　克介
　さいたま市浦和区高砂3-16-45

H17.4.1 2,460,630

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

298

コニカミノルタビジネスソリュー
ションズ㈱
埼玉県さいたま市北区宮原町２
－２０－７

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　さいたま家庭裁判所長
　小川　克介
　さいたま市浦和区高砂3-16-45

H17.4.1 3,514,927

乾式複写機の販売形態については機器の納入
業者が保守契約も締結することを前提に市場が
構成されているため，納入業者以外の業者が保
守を請け負うことはできず競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（2.8円～4.1
円/枚）

299
㈱志正堂
東京都板橋区徳丸６－２３－１
０

卓子16脚，肘付いす128脚，物
置台16個，折りたたみいす38
脚，長いす23脚

支出負担行為担当官
　さいたま家庭裁判所長
　小川　克介

さいたま市浦和区高砂3-16-45

H17.12.9 4,892,055
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

300
㈱カントー
東京都中央区九段北１－１１－
２

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　千葉家庭裁判所長
　稲田　龍樹
　千葉市中央区中央4-11-27

H17.4.1 1,959,405

乾式複写機の販売形態については機器の納入
業者が保守契約も締結することを前提に市場が
構成されているため，納入業者以外の業者が保
守を請け負うことはできず競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.0円～3.4
円/枚）
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件数
契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称，場所，期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名及びその
所属する部局の名称並びに所在
地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由 点検結果 講ずる措置 備考

301
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１－５－４

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　千葉家庭裁判所長
　稲田　龍樹
　千葉市中央区中央4-11-27

H17.4.1 2,632,844

乾式複写機の販売形態については機器の納入
業者が保守契約も締結することを前提に市場が
構成されているため，納入業者以外の業者が保
守を請け負うことはできず競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.3円～4.0
円/枚）

302
㈱会議録センター
埼玉県北足立郡吹上町本町１
－４－１２

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　千葉家庭裁判所長
　稲田　龍樹
　千葉市中央区中央4-11-27

H17.4.1 3,693,329

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

303
茨城リコー㈱
水戸市吉沢町１０１８－１

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　水戸家庭裁判所長
　岩垂　正起
　水戸市大町1-1-38

H17.4.1 1,648,422

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
部品交換，修理等の保守を請け負うことができ
ないので競争を許さない。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（4.0円/枚）

304
㈱会議録センター
埼玉県鴻巣市吹上本町１－４
－１２

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　水戸家庭裁判所長
　岩垂　正起
　水戸市大町1-1-38

H17.4.1 1,578,916

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

305
㈱会議録センター
埼玉県鴻巣市吹上本町１－４
－１２

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　宇都宮家庭裁判所長
　畔 　正義
　宇都宮市小幡1-1-38

H17.4.1 1,499,628

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

306
㈱会議録センター
埼玉県鴻巣市吹上本町１－４
－１２

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　前橋家庭裁判所長
　山 　健二
　前橋市大手町3-1-34

H17.4.1 1,346,031

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

307
静岡リコー㈱
静岡市葵区黒金町５９－６

乾式複写機保守
１５台

支出負担行為担当官
　静岡家庭裁判所長
　川島　貴志郎
　静岡市葵区城内町1-20

H17.4.1 2,069,927

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
部品交換，修理等の保守を請け負うことができ
ないので競争を許さない。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（4.5円/枚）

308
新潟リコー㈱
新潟市下木戸１－１８－３０

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　新潟家庭裁判所長
　石塚　章夫
　新潟市川岸町1-54-1

H17.4.1 2,128,830

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
部品交換，修理等の保守を請け負うことができ
ないので競争を許さない。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（4.5円/枚）

309
東芝情報機器㈱関西支社
大阪市中央区内淡路町２－３
－１３

乾式複写機保守等請負契約

支出負担行為担当官
　大阪高等裁判所事務局長
　小野　憲一
　大阪市北区西天満2丁目1-10

H17.4.1 2,871,809

販売形態として，機器の納入業者が保守契約も
締結することを前提に市場が構成されているた
め，納入業者以外の業者が保守を請け負うこと
はできないので競争を許さない。会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（1.60円～
3.20円/枚）

310
コニカミノルタビジネスソリュー
ションズ㈱大阪支社
大阪市北区天満４－８－２

乾式複写機保守等請負契約

支出負担行為担当官
　大阪高等裁判所事務局長
　小野　憲一
　大阪市北区西天満2丁目1-10

H17.4.1 3,306,773

　販売形態として，機器の納入業者が保守契約
も締結することを前提に市場が構成されている
ため，納入業者以外の業者が保守を請け負うこ
とはできないので競争を許さない。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.20円/
枚）

311
㈱京都速記
京都市下京区四条烏丸西入函
谷鉾町８３

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　大阪高等裁判所事務局長
　小野　憲一
　大阪市北区西天満2丁目1-10

H17.4.1 1,067,985

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

312
三菱電機ビルテクノサービス㈱
東京都千代田区大手町２－６
－２

昇降機設備保守管理業務

支出負担行為担当官
　大阪高等裁判所事務局長
　小野　憲一
　大阪市北区西天満2丁目1-10

H17.4.1 25,025,175

遠隔監視システム等の当庁設備の機能及び機
器の特性にかかる仕様は,　三菱電機ビルテクノ
サービス（株）が独自の開発技術を有しており，
他社では十分な保守ができないため競争を許さ
ない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募による（１９年度から）
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件数
契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称，場所，期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名及びその
所属する部局の名称並びに所在
地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由 点検結果 講ずる措置 備考

313
扶桑電通㈱
東京都中央区八重洲２－１０－
１４

通信設備保守点検業務

支出負担行為担当官
　大阪高等裁判所事務局長
　小野　憲一
　大阪市北区西天満2丁目1-10

H17.4.1 5,040,000

相手方は設置当初から，メ－カ－と当該交換機
を特定して，故障部品供給[他社では不可能（メ
モリ－，ハ－ドディスク等制御系）]及び技術的
支援を保証するバックアップ体制をとっており競
争を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

314
㈱明電舎
東京都品川区大崎２－１－１７

自家用発電機設備保守点検業
務

支出負担行為担当官
　大阪高等裁判所事務局長
　小野　憲一
　大阪市北区西天満2丁目1-10

H17.4.1 2,345,700

　本設備は，（株）明電舎が独自に設計・開発し
たものであり，補修用部品の供給も同社以外で
はできないことから他社では十分な保守ができ
ないため競争を許さない。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

315
㈱東芝
東京都港区芝浦１－１－１

中央監視装置保守点検業務

支出負担行為担当官
　大阪高等裁判所事務局長
　小野　憲一
　大阪市北区西天満2丁目1-10

H17.4.1 2,327,850

 ㈱東芝は，当該システムを製造開発した者であ
り，中央監視装置の技術的特性及び緊急時に
おける技術員の即応及び生産が終息した部品
等の供給能力の点で，他社では十分な保守が
できないため競争を許さない。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

316
㈱スリーエス
兵庫県西宮市松原町５－２３

大阪高等・地方・簡易裁判所合
同庁舎警備業務請負契約

支出負担行為担当官
　大阪高等裁判所事務局長
　小野　憲一

大阪市北区西天満2丁目1-10

H17.4.1 41,790,000
一般競争入札を実施したが，落札者が契約を結
ばなかったため
（予決令第99条の３）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

317
第一工業㈱
東京都千代田区丸の内３－３
－１

神戸地家裁姫路支部庁舎改修
機械設備工事

支出負担行為担当官
　大阪高等裁判所事務局長
　小野　憲一

大阪市北区西天満2丁目1-10

H17.4.6 95,550,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
(会計法第29条の3第5項，予決令第99条の２)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

318
辻岡土木建設㈱
大阪市東住吉区照ヶ丘矢田３
－３－３０

大阪高地簡裁庁舎２０１号法廷
改修工事

支出負担行為担当官
　大阪高等裁判所事務局長
　小野　憲一

大阪市北区西天満2丁目1-10

H17.6.13 26,250,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
(会計法第29条の3第5項，予決令第99条の２)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

319
滋賀県
大津市京町４－１－１

長浜城遺跡埋蔵文化財発掘調
査業務

支出負担行為担当官
　大阪高等裁判所事務局長
　小野　憲一
　大阪市北区西天満2丁目1-10

H17.7.12 1,390,200

国の事業における埋蔵文化財発掘調査業務
は，県教育委員会が実施することとされており，
契約の性質が競争を許さない。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第3号)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

320
㈱日興商会
兵庫県尼崎市東難波町５－１０
－３０

いすの購入

支出負担行為担当官
　大阪高等裁判所事務局長
　小野　憲一

大阪市北区西天満2丁目1-10

H17.8.5 1,911,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

321
丸善建設工業㈱
大阪府大阪市阿倍野区松崎町
３－６－５

大阪高地簡裁庁舎内部改修工
事第２回設計変更

支出負担行為担当官
　大阪高等裁判所事務局長
　小野　憲一
　大阪市北区西天満2丁目1-10

H18.3.6 3,150,000

本件は設計変更契約であり，原契約と一体とし
て発注することにより，現場管理費等の諸経費
の節減を図ることができるなど，現に契約履行
中の工事に直接関連する契約として，現に履行
中の契約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

322
新生ビルテクノ㈱
東京都台東区台東１－２７－１

大阪地方裁判所執行部等庁舎
の遠隔管理業務

支出負担行為担当官
　大阪地方裁判所長
　鳥越　健治

大阪市北区西天満二丁目1-10

H17.4.1 1,993,950
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

323
セコム㈱
東京都渋谷区神宮前１－５－１

機械警備業務

支出負担行為担当官
　大阪地方裁判所長
　鳥越　健治

大阪市北区西天満二丁目1-10

H17.4.1 1,587,600
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり 競争入札に移行（価格競争）

324
リコー関西㈱
大阪市中央区谷町４－１１－６

ﾘｺｰ製ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀｰIPSiO
NX620保守契約

支出負担行為担当官
　大阪地方裁判所長
　鳥越　健治

大阪市北区西天満二丁目1-10

H17.4.1 7,904,715
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

トナーにつ
き単価契約
（16,900円）

325
セコム㈱
東京都渋谷区神宮前１－５－１

機械警備業務

支出負担行為担当官
　大阪地方裁判所長
　鳥越　健治

大阪市北区西天満二丁目1-10

H17.4.1 3,332,700

本セキュリティ機器は，同社が独自に設計・製造
を行ったものであり，他の業者が本契約の履行
及び機器の保守を行えないため競争を許さな
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

326
綜合警備保障㈱
東京都港区元赤坂１－６－６

機械警備業務

支出負担行為担当官
　大阪地方裁判所長
　鳥越　健治

大阪市北区西天満二丁目1-10

H17.4.1 2,898,000

本セキュリティ機器は，同社が独自に設計・製造
を行ったものであり，他の業者が本契約の履行
及び機器の保守を行えないため競争を許さな
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

327
枚方市
大阪府枚方市大垣内町２－１
－２０

公有財産貸付料

支出負担行為担当官
　大阪地方裁判所長
　鳥越　健治

大阪市北区西天満二丁目1-10

H17.4.1 11,626,000
枚方簡易裁判所の庁舎敷地の所有者が枚方市
であるため（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名及びその
所属する部局の名称並びに所在
地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由 点検結果 講ずる措置 備考

328
㈱京都速記
京都市下京区四条烏丸西入函
谷鉾町８３

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　大阪地方裁判所長
　鳥越　健治
　大阪市北区西天満二丁目1-10

H17.4.1 24,585,166

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

329
東芝ファイナンス㈱
東京都中央区銀座五－２－１

大阪地方裁判所堺支部仮庁舎
用空調機器一式

支出負担行為担当官
　大阪地方裁判所長
　鳥越　健治

大阪市北区西天満二丁目1-10

H17.4.1 1,953,756

長期契約を目的としてリース（平成１６年９月１日
から平成１９年１１月３０日の３９ヶ月）したもので
あり，途中解約はできないため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

330

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

乾式複写機保守契約（５９台）

支出負担行為担当官
　大阪地方裁判所長
　鳥越　健治
　大阪市北区西天満二丁目1-10

H17.4.1 14,639,649

　販売形態として，機器の納入業者が保守契約
も締結することを前提に市場が構成されている
ため，納入業者以外の業者が保守を請け負うこ
とはできないため競争を許さない。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（2.05円～
3.5円/枚）

331
東芝情報機器㈱
東京都品川区東品川４－１０－
２７

乾式複写機保守契約（３７台）

支出負担行為担当官
　大阪地方裁判所長
　鳥越　健治
　大阪市北区西天満二丁目1-10

H17.4.1 8,591,655

　販売形態として，機器の納入業者が保守契約
も締結することを前提に市場が構成されている
ため，納入業者以外の業者が保守を請け負うこ
とはできないため競争を許さない。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（1.6円～3.2
円/枚）

332
日本電子計算機㈱
東京都千代田区丸の内３－４
－１

大都市簡裁督促事件処理ｼｽﾃ
ﾑ用電子計算機ｼｽﾃﾑ賃貸借契
約

支出負担行為担当官
　大阪地方裁判所長
　鳥越　健治

大阪市北区西天満二丁目1-10

H17.4.1 11,592,000
再リース契約であるため，競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
１９年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

333
日本電子計算機㈱
東京都千代田区丸の内３－４
－１

大都市簡裁督促事件処理用自
動封入封緘機賃貸借契約

支出負担行為担当官
　大阪地方裁判所長
　鳥越　健治

大阪市北区西天満二丁目1-10

H17.4.1 1,505,700
再リース契約であるため，競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
１９年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

334

㈱エヌ・ティ・ティ・データ・システ
ムズ
東京都品川区西五反田３－７
－１０

大都市簡易裁判所督促事件処
理ｼｽﾃﾑ保守契約

支出負担行為担当官
　大阪地方裁判所長
　鳥越　健治
　大阪市北区西天満二丁目1-10

H17.4.1 54,711,720

システム異常時の緊急かつ的確な対応を目的
とした契約であり，トラブルを迅速かつ的確に処
理できるのは，このシステムを開発した相手方し
か行えず競争を許さない。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
１９年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

335
㈱アルファビジネス
大阪市中央区上町１－８－３

文具類等購入

支出負担行為担当官
　大阪地方裁判所長
　鳥越　健治

大阪市北区西天満二丁目1-10

H17.4.11 5,275,742
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

単価契約
（25円～
2,500円）

336
関西文具㈱
大阪市北区浪花町１３－１０

トナーカートリッジ購入

支出負担行為担当官
　大阪地方裁判所長
　鳥越　健治

大阪市北区西天満二丁目1-10

H17.4.14 6,505,211
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

単価契約
（1,400円～
35,600円）

337
㈱辻本龍松園
大阪市中央区東高麗橋２－１

大阪地方裁判所執行部等合同
庁舎等樹木剪定等業務契約

支出負担行為担当官
　大阪地方裁判所長
　大山　隆司

大阪市北区西天満二丁目1-10

H17.5.26 3,832,500
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

338
石元商事㈱
大阪市都島区中野町１－７－２
０

豊中簡易裁判所外１庁
新規備品購入

支出負担行為担当官
　大阪地方裁判所長
　大山　隆司

大阪市北区西天満二丁目1-10

H18.1.31 5,854,800
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

339
関西文具㈱
大阪市北区浪花町１３－１０

肘付回転椅子一式売買契約

支出負担行為担当官
　大阪地方裁判所長
　大山　隆司

大阪市北区西天満二丁目1-10

H18.2.8 12,002,928
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

340

(財)関西電気保安協会　京都
支部
京都市東山区今熊野池田町４
－８

京都地方裁判所等自家用電気
工作物保安管理業務

支出負担行為担当官
　京都地方裁判所長
　大山　隆司
　京都市中京区菊屋町

H17.4.1 1,270,080

当該設備には遠隔監視装置を設置しており，同
装置を運用管理するプログラムは，契約の相手
方のみが有するものであり，当該システムを用
いた保安管理は他社ではできないため競争を許
さない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

341
東芝エレベータ㈱　関西支社
大阪市西区靱本町１－１１－７

昇降機設備保守管理業務

支出負担行為担当官
　京都地方裁判所長
　大山　隆司

京都市中京区菊屋町

H17.4.1 6,342,840

遠隔監視による管理システムを導入しており，
他社との同内容での契約は，機器の付け替え
等設備の点で困難なため競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募による（１９年度から）

342

ジョンソンコントロールズ㈱　大
阪支店
大阪市西区靱本町１－１１－７
信濃橋三井ビルディング４階

京都地方裁判所冷暖房設備用
自動制御機器等保守業務

支出負担行為担当官
　京都地方裁判所長
　大山　隆司
　京都市中京区菊屋町

H17.4.1 10,092,600

当該制御システムは，同システム機器のメー
カーである契約の相手方の持つプログラムによ
り運用管理されているが，同社は当該データの
公開はしていないので，他社では入手できず，
また代替は困難であるため競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

343
富士通㈱　関西営業本部
大阪市北区天満橋１－８－３０

京都地方裁判所施設総合管理
システム設備保守業務

支出負担行為担当官
　京都地方裁判所長
　大山　隆司
　京都市中京区菊屋町

H17.4.1 1,890,000

当該システムは，同システム機器のメーカーで
ある契約の相手方の持つプログラムにより運用
管理されているが，同社は当該情報の開示はし
ていないので，他社では保守管理できないため
競争を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）
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344
ミドリ安全エアクオリティ㈱
東京都渋谷区広尾５－４－３

京都地方裁判所空気調和機用
電気集塵機等保守業務

支出負担行為担当官
　京都地方裁判所長
　大山　隆司
　京都市中京区菊屋町

H17.4.1 1,894,200

設備の保守管理において，集塵電極性能検査
を定めているが，当該電極用の検査器は製造
メーカーのみが有しており，契約の相手方以外
では仕様に応じた保守が困難であり競争を許さ
ない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

345
セコム㈱
東京都渋谷区神宮前１－５－１

京都地方裁判所舞鶴支部等庁
舎等機械警備業務

支出負担行為担当官
　京都地方裁判所長
　大山　隆司
　京都市中京区菊屋町

H17.4.1 2,746,800

契約の相手方に備えている受信装置と回線で
結んでいる各庁舎設置の警報機器とで構成され
る警報システムは他社では使用できず，他社の
警報システムに替えるのは，機器の付け替えの
点で困難なため競争を許さない。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

346
綜合警備保障㈱　京都支社
京都市下京区烏丸通五条下ル
大阪町４００三善ビル

京都地方裁判所宮津支部等庁
舎機械警備業務

支出負担行為担当官
　京都地方裁判所長
　大山　隆司
　京都市中京区菊屋町

H17.4.1 3,250,800

契約の相手方に備えている受信装置と回線で
結んでいる各庁舎設置の警報機器とで構成され
る警報システムは他社では使用できず，他社の
警報システムに替えるのは，機器の付け替えの
点で困難なため競争を許さない。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

347
エムケイ無線事業協同組合
京都市北区上賀茂西河原町１
－１

自動車借上

支出負担行為担当官
　京都地方裁判所長
　大山　隆司
　京都市中京区菊屋町

H17.4.1 1,226,490

夜間に迅速に配車できる台数を保有しかつ低額
な料金設定の認可を受けているタクシー会社の
チケットを扱うのは契約の相手方しかなく競争を
許さない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募による（１９年度から）

単価契約
（初乗２km
まで580円,
以後425ｍ
ごと80円ほ
か）

348
㈱京都速記
京都市下京区四条烏丸西入函
谷鉾町８３

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　京都地方裁判所長
　大山　隆司
　京都市中京区菊屋町

H17.4.1 21,084,466

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

349
㈱三井田商事
京都市伏見区竹田西内畑町１
９

乾式複写機保守点検及び調整
等

支出負担行為担当官
　京都地方裁判所長
　大山　隆司
　京都市中京区菊屋町

H17.4.1 2,833,549

　販売形態として，機器の納入業者が保守契約
も締結することを前提に市場が構成されている
ため，納入業者以外の業者が保守を請け負うこ
とはできないため競争を許さない。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（1.8円～3.9
円/枚）

350

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

乾式複写機保守点検及び調整
等

支出負担行為担当官
　京都地方裁判所長
　大山　隆司
　京都市中京区菊屋町

H17.4.1 3,460,568

　販売形態として，機器の納入業者が保守契約
も締結することを前提に市場が構成されている
ため，納入業者以外の業者が保守を請け負うこ
とはできないため競争を許さない。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.0円～3.2
円/枚）

351
㈱京都速記
京都市下京区四条烏丸西入函
谷鉾町８３

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　神戸地方裁判所長
　林　醇
　神戸市中央区橘通2-1-1

H17.4.1 31,250,966

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

352
東芝情報機器㈱
東京都品川区東品川４－１０－
２７

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　神戸地方裁判所長
　林　醇
　神戸市中央区橘通2-1-1

H17.4.1 5,562,433

　販売形態として，機器の納入業者が保守契約
も締結することを前提に市場が構成されている
ため，納入業者以外の業者が保守を請け負うこ
とはできないため競争を許さない。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.15円/
枚）

353
兵庫リコー㈱
神戸市中央区磯辺通１－１－３
９

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　神戸地方裁判所長
　林　醇
　神戸市中央区橘通2-1-1

H17.4.1 2,606,042

　販売形態として，機器の納入業者が保守契約
も締結することを前提に市場が構成されている
ため，納入業者以外の業者が保守を請け負うこ
とはできないため競争を許さない。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（2.00円/
枚）

354

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

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　神戸地方裁判所長
　林　醇
　神戸市中央区橘通2-1-1

H17.4.1 3,619,385

　販売形態として，機器の納入業者が保守契約
も締結することを前提に市場が構成されている
ため，納入業者以外の業者が保守を請け負うこ
とはできないので競争を許さない。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.20円/
枚）

355
セコム㈱
東京都渋谷区神宮前１－５－１

機械警備

支出負担行為担当官
　神戸地方裁判所長
　林　醇
　神戸市中央区橘通2-1-1

H17.4.1 3,087,000

設置されているセンサー等の機器類は，セコム
㈱の製品であり，各端末センサーと制御盤と
は，セコム㈱の制御ソフトにより制御されてい
る。よって，同社以外に本機器類を動作確認及
び調整することはできず，競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

356
綜合警備保障㈱
東京都港区元赤坂１－６－６

機械警備

支出負担行為担当官
　神戸地方裁判所長
　林　醇
　神戸市中央区橘通2-1-1

H17.4.1 1,764,000

設置されているセンサー等の機器類は，綜合警
備保障㈱の製品であり，各端末センサーと制御
盤とは，綜合警備保障㈱の制御ソフトにより制
御されている。よって，同社以外に本機器類を
動作確認及び調整することはできず，競争を許
さない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）
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件数
契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称，場所，期間及
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称及び数量
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357
エムケイ無線事業協同組合
京都市北区上賀茂西河原町１
－１

タクシー借上

支出負担行為担当官
　神戸地方裁判所長
　林　醇
　神戸市中央区橘通2-1-1

H17.4.1 1,217,370

タクシー料金は当事者間で自由に定めることは
できないため，タクシーチケットを利用することが
でき，かつ機動的な対応ができるように一定台
数以上のタクシーを保有している，優先的な配
車が可能であるなど，諸事情を考慮した結果，
条件を満たすのは相手方のみであり競争を許さ
ない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募による（１９年度から）

単価契約
（初乗２km
まで500円,
以後244ｍ
ごと50円）

358
順天厚生事業団
神戸市中央区楠町３－３－１３

健康診断

支出負担行為担当官
　神戸地方裁判所長
　林　醇
　神戸市中央区橘通2-1-1

H17.4.1 2,725,124

当庁の広範な管内全域の健康診断業務をカ
バーし，かつ，当庁の要求する健康診断業務を
併せて実施する医療機関は当該医療機関しか
なく競争を許さない。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）又は企
画競争を実施（１９年度から）

単価契約
（120円～
3,500円/検
査）

359
東芝エレベータ㈱
東京都品川区北品川６－５－７

昇降機設備保守管理業務

支出負担行為担当官
　神戸地方裁判所長
　林　醇
　神戸市中央区橘通2-1-1

H17.4.1 1,537,200

メーカーによる遠隔監視装置が設置されてお
り，装置の制御は独自のシステムである。よっ
て，同社以外で信号受信及び調整をすることは
できず，競争を許さない。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり 公募による（１９年度から）

360
郡リース（株）
東京都港区六本木６－１１－１
７

空調設備賃貸借
一式

支出負担行為担当官
　奈良地方裁判所長
　中路　義彦
　奈良市登大路町35

H17.4.1 4,217,010

当初，仮庁舎での賃貸借期間を平成１４年２月
から３５ヶ月として入札を行ったが，仮庁舎期間
が延びたことから，仮庁舎執務期間中は引き続
き機器を借り受ける必要があり競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

361
㈱京都速記
京都市下京区四条烏丸西入函
谷鉾町８３

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　奈良地方裁判所長
　中路　義彦
　奈良市登大路町35

H17.4.1 15,390,052

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

362
東芝情報機器（株）
東京都品川区東品川４－１０－
２７

乾式複写機保守
一式

支出負担行為担当官
　奈良地方裁判所長
　中路　義彦
　奈良市登大路町35

H17.4.1 3,317,658

　販売形態として，機器の納入業者が保守契約
も締結することを前提に市場が構成されている
ため，納入業者以外の業者が保守を請け負うこ
とはできず，競争を許さない。（会計法第２９条
の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（1.60円～
3.45円/枚）

363
（財）奈良婦人会館
奈良市登大路町１０－１

婦人会館賃貸借
一式

支出負担行為担当官
　奈良地方裁判所長
　中路　義彦
　奈良市登大路町35

H17.4.1 1,455,300

仮庁舎において，交通事件即決処理を行えるス
ペースはないことから，近隣において同処理を
定期的に行える施設を有するのは，相手方のみ
であり，競争を許さない。（会計法第２９条の３第
４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

364
奈良近鉄タクシー（株）
奈良市紀寺町４１４－１

自動車借上げ
一式

支出負担行為担当官
　奈良地方裁判所長
　中路　義彦
　奈良市登大路町35

H17.4.1 1,573,740

タクシー料金は当事者間で自由に定めることは
できないため，勤務時間外の令状事件処理の
必要から，タクシー会社と契約するに当たって
は，タクシーチケットが利用でき，深夜の時間帯
に配車の手続を行っているのは契約の相手方
を含め３社のみであり競争を許さない。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募による（１９年度から）
単価契約
（590円～
650円）

365
綜合警備保障（株）
東京都港区元赤坂１－６－６

機械警備委託

１式

支出負担行為担当官
　奈良地方裁判所長
　中路　義彦
　奈良市登大路町35

H17.4.1 1,537,200

設置されているセンサー等の機器類は，綜合警
備保障（株）製の製品であり，各端末センサーと
制御盤とは，綜合警備保障（株）独自の制御ソフ
トにより制御されている。よって，同社以外に本
機器類を動作確認及び調整することはできず，
競争を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

366
㈱タカギ
奈良市二条町２－２－８

執務用椅子
１３４脚

支出負担行為担当官
　奈良地方裁判所長
　中路　義彦

奈良市登大路町35

H17.11.8 5,512,500
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

367
㈱カギオカ
奈良県磯城郡田原本町阪手６
５８－１

所長用卓子等
１台ほか

支出負担行為担当官
　奈良地方裁判所長
　中路　義彦

奈良市登大路町35

H17.11.14 4,336,500
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

368
大阪ウチダシステム㈱
大阪市中央区和泉町２－２－２

案内システムの制作等
１式

支出負担行為担当官
　奈良地方裁判所長
　中路　義彦

奈良市登大路町35

H17.11.17 8,505,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

369
㈱タカギ
奈良市二条町２－２－８

平机等
７台ほか

支出負担行為担当官
　奈良地方裁判所長
　中路　義彦

奈良市登大路町35

H17.11.28 9,555,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

370
㈱梅松園
奈良市神殿町６３０－１０

スチールカウンター等
１４台ほか

支出負担行為担当官
　奈良地方裁判所長
　中路　義彦

奈良市登大路町35

H17.12.2 11,497,500
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）
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371
㈱コジマ
宇都宮市星が丘２－１－８

テレビ等
１０台ほか

支出負担行為担当官
　奈良地方裁判所長
　中路　義彦

奈良市登大路町35

H17.12.2 3,148,950
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

372
（有）シンボウ
奈良県宇陀郡大宇陀町上片岡
１８４

法廷用椅子
２２脚

支出負担行為担当官
　奈良地方裁判所長
　中路　義彦

奈良市登大路町35

H17.12.9 1,829,625
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

373
東芝情報機器㈱
東京都品川区東品川４－１０－
２７

乾式複写機保守契約

支出負担行為担当官
　大津地方裁判所長
　大谷　禎男
　大津市京町3-1-2

H17.4.1 1,971,562

　販売形態として，機器の納入業者が保守契約
も締結することを前提に市場が構成されている
ため，納入業者以外の業者が保守を請け負うこ
とはできず競争を許さない。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（1.85円～
3.15円/枚）

374
京セラミタジャパン㈱
東京都中央区日本橋本町１－
９－１５

乾式複写機保守契約

支出負担行為担当官
　大津地方裁判所長
　大谷　禎男
　大津市京町3-1-2

H17.4.1 1,067,905

　販売形態として，機器の納入業者が保守契約
も締結することを前提に市場が構成されている
ため，納入業者以外の業者が保守を請け負うこ
とはできず競争を許さない。（会計法第２９条の
３第４項）

その他
１９年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

単価契約（3
円/枚）

375
セコム㈱
東京都渋谷区神宮前１－５－１

大津地方裁判所管内
機械警備委託契約

支出負担行為担当官
　大津地方裁判所長
　大谷　禎男
　大津市京町3-1-2

H17.4.1 2,520,000

設置されているセンサー等の機器類は，セコム
㈱の製品であり，各端末センサーと制御盤と
は，セコム㈱独自の制御ソフトにより制御されて
いる。よって，同社以外に本機器類の
動作確認及び調整をすることはできず競争を許
さない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

376
フジテック㈱
大阪府茨木市庄１－２８－１０

昇降機設備保守管理業務

支出負担行為担当官
　大津地方裁判所長
　大谷　禎男

大津市京町3-1-2

H17.4.1 2,739,240

フルメンテナンス契約であり，機械部品の特殊
性や遠隔監視装置（自動点検機能を含む）等の
保守は，製造メーカーでしか対応できず競争を
許さない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募による（１９年度から）

377
㈱京都速記
京都市下京区四条烏丸西入函
谷鉾町８３

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　大津地方裁判所長
　大谷　禎男
　大津市京町3-1-2

H17.4.1 4,524,571

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

378 ㈱京都速記･京都市下京区四条録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　和歌山地方裁判所長代理
　樋口　裕晃
　和歌山市二番丁１番地

H17.4.1 3,695,262

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

379 デュプロ（株）･大阪市北区東天満
平成１７年度乾式複写機保守契
約

支出負担行為担当官
　和歌山地方裁判所長代理
　樋口　裕晃
　和歌山市二番丁１番地

H17.4.1 1,665,535

　販売形態として，機器の納入業者が保守契約
も締結することを前提に市場が構成されている
ため，納入業者以外の業者が保守を請け負うこ
とはでず競争を許さない。（会計法第２９条の３
第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約（4
円/枚）

380 セコム㈱･東京都渋谷区神宮前
平成１７年度機械警備業務委託
契約

支出負担行為担当官
　和歌山地方裁判所長代理
　樋口　裕晃

和歌山市二番丁１番地

H17.4.1 2,589,300
機器の性質上，警備装置を設置した業者でなけ
れば機器の操作ができないため競争を許さな
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

381
㈲ソリッドワーカー
大阪府泉南市樽井５－６－２２

平成17年度本庁及び管内庁舎
等敷地内剪定除草請負契約

支出負担行為担当官
　和歌山地方裁判所長
　岡久　幸治

和歌山市二番丁１番地

H17.7.15 1,575,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

382

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

乾式複写機保守契約

支出負担行為担当官
　大阪家庭裁判所長
　中田　昭孝
　大阪市中央区大手前4-1-13

H17.4.1 1,681,587

　販売形態として，機器の納入業者が保守契約
も締結することを前提に市場が構成されている
ため，納入業者以外の業者が保守を請け負うこ
とはできないため競争を許さない。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（2.50円～
3.30円/枚）

383
東芝情報機器㈱
東京都品川区東品川４－１０－
２７

乾式複写機保守契約

支出負担行為担当官
　大阪家庭裁判所長
　中田　昭孝
　大阪市中央区大手前4-1-13

H17.4.1 5,246,863

　販売形態として，機器の納入業者が保守契約
も締結することを前提に市場が構成されている
ため，納入業者以外の業者が保守を請け負うこ
とはできないため競争を許さない。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（1.6円～3.2
円/枚）

384
㈱山武
東京都渋谷区渋谷２－４－２７

空調設備自動制御機器保守契
約

支出負担行為担当官
　大阪家庭裁判所長
　中田　昭孝
　大阪市中央区大手前4-1-13

H17.4.1 5,783,400

　 本機には，メーカーの独自ソフトが組み込ま
れているため，保守は単なる各端末センサーの
保守にとどまらず，ソフトの保守も含まれ，ソフト
の開発業者でしか本機器類を動作確認及び調
整することはできないため競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）
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385
㈱勝亦電機製作所
東京都品川区北品川４－１０－
９

電力監視盤保守契約

支出負担行為担当官
　大阪家庭裁判所長
　中田　昭孝
　大阪市中央区大手前4-1-13

H17.4.1 1,268,400

　 電力監視盤は，当庁の電力設備に適合する
ように製造されたものである。よって，そのシス
テム及びソフトウエアは製造業者の独自の開発
によるものであるため，システムメンテナンスに
ついては開発業者でしか行えないため競争を許
さない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

386
東芝情報機器（株）
東京都品川区東品川４－１０－
２７

乾式複写機保守契約

支出負担行為担当官
　京都家庭裁判所長
　南　敏文
　京都市左京区下鴨宮河町１

H17.4.1 2,215,291

　販売形態として，機器の納入業者が保守契約
も締結することを前提に市場が構成されている
ため，納入業者以外の業者が保守を請け負うこ
とはできないため競争を許さない。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.10円/
枚）

387

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

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　神戸家庭裁判所長
　將積　良子
　神戸市兵庫区荒田町3-46-1

H17.4.1 2,112,785

　販売形態として，機器の納入業者が保守契約
も締結することを前提に市場が構成されている
ため，納入業者以外の業者が保守を請け負うこ
とはできないため競争を許さない。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.2円/枚）

388
日東カストディアル・サービス㈱
東京都板橋区中丸町１４－１

空気調和設備，給排水設備及
び衛生設備等保守点検業務

支出負担行為担当官
　神戸家庭裁判所長
　將積　良子

神戸市兵庫区荒田町3-46-1

H17.4.1 1,155,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

389 東芝情報機器㈱･東京都品川区乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　神戸家庭裁判所長
　將積　良子
　神戸市兵庫区荒田町3-46-1

H17.4.1 1,828,564

　販売形態として，機器の納入業者が保守契約
も締結することを前提に市場が構成されている
ため，納入業者以外の業者が保守を請け負うこ
とはできないため競争を許さない。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.15円/
枚）

390
ホーチキ㈱名古屋支店
名古屋市中村区竹橋町５－５

自動火災報知設備等消防設備
点検保守維持管理

１式

支出負担行為担当官
　名古屋高等裁判所事務局長
　 田近　年則
　名古屋市中区三の丸1-4-1

H17.4.1 7,257,285

本設備の総合防災監視システムは，ホ―チキ
㈱製で，マイクロコンピュ－タ－により消防設備
等を監視，制御しているが，そのソフトウェアー
の特許は，同社が有しており，同社以外には保
守点検等に必要なソフトウェアの設定，調整等
ができず競争を許さない。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

391
三菱ビルテクノサービス㈱
名古屋市中村区名駅１－１－４

昇降機設備保守管理業務

支出負担行為担当官
　名古屋高等裁判所事務局長
　 田近　年則
　名古屋市中区三の丸1-4-1

H17.4.1 7,383,600

本設備は，メーカー独自のコンピューターにより
制御されており，保守等には専用のメンテナンス
ツールを必要とする上，遠隔監視システムによ
る運転状況の監視や故障時自動通報システム
による緊急連絡網が，契約会社にしか接続され
ていないため競争を許さない。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり 公募による（１９年度から）

392
㈱日立ビルシステム
名古屋市中村区名駅１－１－４

昇降機設備保守管理業務

支出負担行為担当官
　名古屋高等裁判所事務局長
　 田近　年則
　名古屋市中区三の丸1-4-1

H17.4.1 4,309,200

本設備は，メーカー独自のコンピューターにより
制御されており，保守等には専用のメンテナンス
ツールを必要とする上，遠隔監視システムによ
る運転状況の監視や故障時自動通報システム
による緊急連絡網が，契約会社にしか接続され
ていないため競争を許さない。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり 公募による（１９年度から）

393
㈱山武ビルシステムカンパニー
名古屋支店
名古屋市中区正木３－５－２７

空調用自動制御機器保守点検

１式

支出負担行為担当官
　名古屋高等裁判所事務局長
　 田近　年則
　名古屋市中区三の丸1-4-1

H17.4.1 2,475,375

本機器の中央管制装置及び自動制御器は，㈱
山武が開発から設置まで行った製品につき，同
社の専門教育を受けた技術員以外では点検，
調整等を行うことはできず競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

394
キヤノン販売㈱
東京都港区三田３－１１－２８

乾式複写機保守

１式

支出負担行為担当官
　名古屋高等裁判所事務局長
　 田近　年則
　名古屋市中区三の丸1-4-1

H17.4.1 2,690,358

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているので，納入業者以外の業者が
保守を請負ことができず競争を許さない。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.8円～5.0
円/枚，2.98
円/枚）

395
榊原建設㈱
愛知県一宮市北園通２－１０

岐阜地家裁大垣支部庁舎内部
等改修工事

支出負担行為担当官
　名古屋高等裁判所事務局長
　 田近　年則

名古屋市中区三の丸1-4-1

H17.8.29 50,925,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
(会計法第29条の3第5項，予決令第99条の２)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

396

ビクターサービスエンジニアリン
グ㈱中部支社
愛知県西春日井郡西春町九之
坪鴨田１２１－１

名古屋高地簡裁合同庁舎監視
カメラ設備保守点検

支出負担行為担当官
　名古屋高等裁判所事務局長
　 田近　年則
　名古屋市中区三の丸1-4-1

H18.3.1 1,274,175

名古屋高地簡裁合同庁舎に整備されている監
視カメラ設備は，いずれもﾋﾞｸﾀｰ社製であり，設
計段階のノウハウは契約相手方に引き継がれ
ていること，また監視カメラ設備はセキュリティ保
護の側面が強いことから，性質上競争を許さな
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

397
大和工商リース㈱
大阪市中央区農人橋２－１－３
６

春日井簡裁庁舎増築等工事

支出負担行為担当官
　名古屋高等裁判所事務局長
　 田近　年則

名古屋市中区三の丸1-4-1

H18.3.8 17,955,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
(会計法第29条の3第5項，予決令第99条の２)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）
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398
㈱日立ビルシステム
東京都千代田区神田錦町１－
６

昇降機設備保守管理業務

支出負担行為担当官
　名古屋地方裁判所長
　森脇　勝
　名古屋市中区三の丸1-4-1

H17.4.1 1,726,200

制御盤の点検には専用携帯パソコンを必要とす
るが，市販されておらず，日立ビルシステム以外
には所有していない。また，遠隔監視診断装置
による２４時間監視には同社の監視センターと
の接続を必要とするが，システムのソフトウエア
には他社との互換性がないため競争を許さな
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募による（１９年度から）

399
キヤノン販売㈱名古屋支店
名古屋市東区東桜２－２－１

乾式複写機の保守

１式

支出負担行為担当官
　名古屋地方裁判所長
　森脇　勝
　名古屋市中区三の丸1-4-1

H17.4.1 2,681,354

複写機の販売形態は機器の納入業者が保守契
約も締結できることを前提に市場が構成されて
いるため，納入業者以外の業者が保守を行うこ
とができないので競争を許さない。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（5.0円～7.0
円/枚）

400
キヤノン販売㈱名古屋支店
名古屋市東区東桜２－２－１

乾式複写機の保守

１式

支出負担行為担当官
　名古屋地方裁判所長
　森脇　勝
　名古屋市中区三の丸1-4-1

H17.4.1 11,491,861

複写機の販売形態は機器の納入業者が保守契
約も締結できることを前提に市場が構成されて
いるため，納入業者以外の業者が保守を行うこ
とができないので競争を許さない。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.8円～5.0
円/枚）

401
パナソニックＣＣソリュージョン
ズ㈱
名古屋市中区橘２－３－３３

乾式複写機の保守

１式

支出負担行為担当官
　名古屋地方裁判所長
　森脇　勝
　名古屋市中区三の丸1-4-1

H17.4.1 2,328,513

複写機の販売形態は機器の納入業者が保守契
約も締結できることを前提に市場が構成されて
いるため，納入業者以外の業者が保守を行うこ
とができないので競争を許さない。（会計法第２
９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（2.0円～3.0
円/枚）

402
共立速記印刷㈱
東京都千代田区飯田橋３－１１
－２４

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　名古屋地方裁判所長
　森脇　勝
　名古屋市中区三の丸1-4-1

H17.4.1 14,786,303

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

403
大和工商リース㈱
大阪市中央区農人橋２－１－３
６

名古屋地方裁判所岡崎支部仮
庁舎の冷暖房機器レンタル

支出負担行為担当官
　名古屋地方裁判所長
　森脇　勝

名古屋市中区三の丸1-4-1

H17.8.10 5,040,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

404
三重リコピー販売㈱
津市藤方南八木田１０７２－１

乾式複写機の保守

１式

支出負担行為担当官
　津地方裁判所長
　前原　捷一郎
　津市中央3-1

H17.4.1 3,798,471

乾式複写機の保守のための部品は，当該機種
の製造メーカーの部品に限られ，他社では入手
困難なため，安定したメンテナンスを確保するに
は，メーカー系列の業者を選択せざるを得ず競
争を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（4.0円/枚）

405
コニカミノルタビジネスソリュー
ションズ㈱
名古屋市中区栄２－９－１５

乾式複写機の保守

１式

支出負担行為担当官
　津地方裁判所長
　前原　捷一郎
　津市中央3-1

H17.4.1 1,896,831

乾式複写機の保守のための部品は，当該機種
の製造メーカーの部品に限られ，他社では入手
困難なため，安定したメンテナンスを確保するに
は，メーカー系列の業者を選択せざるを得ず競
争を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（4.4円/枚）

406
㈱会議録センター
埼玉県北足立郡吹上町本町１
－４－１２

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　津地方裁判所長
　前原　捷一郎
　津市中央3-1

H17.4.1 7,409,766

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

407
セコム三重㈱
津市寿町１４－１５

機械警備委託

１式

支出負担行為担当官
　津地方裁判所長
　前原　捷一郎

津市中央3-1

H17.4.1 4,416,300

本セキュリティ機器は，同社が独自に設計・製造
を行ったものであり，他の業者が本契約の履行
及び機器の保守を行えないため競争を許さな
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

408
㈱会議録センター
埼玉県北足立郡吹上町本町１
－４－１２

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　岐阜地方裁判所長
　三宅　俊一郎
　岐阜市美江寺町2-4-1

H17.4.1 15,438,273

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

409
日東事務機㈱
岐阜市西荘４－７－５

乾式複写機保守

１式

支出負担行為担当官
　岐阜地方裁判所長
　三宅　俊一郎
　岐阜市美江寺町2-4-1

H17.4.1 2,914,782

保守料金は，当該機器の一般競争入札時に使
用料金を含め，更新時までの５年間を対象に単
価を算出させたものであることから，販売業者以
外との保守のみの契約はできず競争を許さな
い。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.1円～3.2
円/枚）

410
㈱高修
岐阜市西野町６－２

乾式複写機保守

１式

支出負担行為担当官
　岐阜地方裁判所長
　三宅　俊一郎
　岐阜市美江寺町2-4-1

H17.4.1 1,239,712

保守料金は，当該機器の一般競争入札時に使
用料金を含め，更新時までの５年間を対象に単
価を算出させたものであることから，販売業者以
外との保守のみの契約はできず競争を許さな
い。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（2.68円/
枚）
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411

ジョンソンコントロールズ㈱名古
屋支店
名古屋市中村区名駅南１－２４
－３０

空調用自動制御機器及び中央
監視装置設備保守

１式

支出負担行為担当官
　岐阜地方裁判所長
　三宅　俊一郎
　岐阜市美江寺町2-4-1

H17.4.1 1,050,000

当該機機は，構造上特許・意匠に係る部品が随
所に使用されているため，特殊技術を必要とし，
これに対応できる教育を受けた者でなければ保
守管理を行うことは困難であり競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

412
日本ガード㈱
岐阜市茜部中島２－６６－６

機械警備委託

１式

支出負担行為担当官
　岐阜地方裁判所長
　三宅　俊一郎

岐阜市美江寺町2-4-1

H17.4.1 1,757,700

本セキュリティ機器は，同社が独自に設計・製造
を行ったものであり，他の業者が本契約の履行
及び機器の保守を行えないため競争を許さな
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

413
セコム㈱
東京都渋谷区神宮前１－５－１

機械警備委託

１式

支出負担行為担当官
　岐阜地方裁判所長
　三宅　俊一郎

岐阜市美江寺町2-4-1

H17.4.1 1,757,700

本セキュリティ機器は，同社が独自に設計・製造
を行ったものであり，他の業者が本契約の履行
及び機器の保守を行えないため競争を許さな
い。 （会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

414
フジテック㈱
大阪府茨木市庄１－２８－１０

昇降機設備保守管理業務

支出負担行為担当官
　福井地方裁判所長
　坂本　慶一
　福井市春山1-1-1

H17.4.1 1,839,600

設置されているエレベータは，フジテック㈱製で
あり，同社独自の２４時間遠隔監視装置が付加
されており，独自の制御ソフトで制御されてい
る。よって，同社以外には動作確認及び調整が
できず，競争を許さない。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり 公募による（１９年度から）

415
セコム北陸㈱
金沢市尾山町３－１８

警備委託

１式

支出負担行為担当官
　福井地方裁判所長
　坂本　慶一
　福井市春山1-1-1

H17.4.1 2,444,400

設置されているセンサー等の機器類はセコム北
陸㈱製であり，各端末センサーと制御盤とは，
同社独自の制御ソフトで制御されている。よっ
て，同社以外には動作確認及び調整ができず，
競争を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

416
㈱会議録センター
埼玉県北足立郡吹上町本町１
－４－１２

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　福井地方裁判所長
　坂本　慶一
　福井市春山1-1-1

H17.4.1 5,864,487

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

417
福井リコー㈱
福井市御幸３－７－１５

乾式複写機保守

１式

支出負担行為担当官
　福井地方裁判所長
　坂本　慶一
　福井市春山1-1-1

H17.4.1 1,453,217

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負う事はなく競争を許さない。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（4.5円/枚）

418
イワイ㈱
福井市松城町１５－１１

乾式複写機保守

１式

支出負担行為担当官
　福井地方裁判所長
　坂本　慶一
　福井市春山1-1-1

H17.4.1 1,077,956

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負う事はなく競争を許さない。（会計
法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（4.5円/枚）

419
㈱法美社
福井市里別所新町８０１

福井地方裁判所庁舎等日常清
掃等業務

支出負担行為担当官
　福井地方裁判所長
　坂本　慶一

福井市春山1-1-1

H17.4.1 6,678,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

420
大和電建㈱
福井市開発１－１０１

構内交換電話設備保守

１式

支出負担行為担当官
　金沢地方裁判所長
　鈴木　健太

金沢市丸の内７番２号

H17.4.1 1,285,956

電話交換機は㈱日立製作所のデジタル交換機
であり，保守作業は専門的な知識が必要であ
り，競争を許さない。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

421
㈱会議録センター
埼玉県北足立郡吹上町本町１
－４－１２

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　金沢地方裁判所長
　鈴木　健太
　金沢市丸の内７番２号

H17.4.1 10,986,613

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

422
理光商事㈱
金沢市問屋町２－３８

乾式複写機保守

１式

支出負担行為担当官
　金沢地方裁判所長
　鈴木　健太
　金沢市丸の内７番２号

H17.4.1 2,628,347

乾式複写機については，メーカーが納入業者以
外には保守に必要な部品，消耗品等を供給しな
いため，機器の納入業者以外の業者が保守を
請け負うことはできず競争を許さない。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（2.3円～
25.5円/枚）

423
セコム㈱
東京都渋谷区神宮前１－５－１

警備委託業務

１式

支出負担行為担当官
　金沢地方裁判所長
　鈴木　健太
　金沢市丸の内７番２号

H17.4.1 2,444,400

設置されているセンサー等の機器類はセコム㈱
製であり，各端末センサーと制御盤とは，同社
独自の制御ソフトで制御されている。よって，同
社以外には動作確認及び調整ができず，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

424
大和電建㈱
福井市開発１－１０１

ダイヤルイン導入作業等工事請
負契約

支出負担行為担当官
　金沢地方裁判所長
　鈴木　健太
　金沢市丸の内７番２号

H18.3.6 2,310,000

当庁の電話交換機は，㈱日立製作所製であり，
その工事においては，専門的な知識と技術を必
要とし，障害等の場合においても速やかな対応
が求められる。これらに対応できるのは，同社指
定の工事者教育を修了した石川県内の正規代
理店である相手方のみである。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）
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425
㈱瀬戸
富山市八人町９－１１

乾式複写機保守

１式

支出負担行為担当官
　富山地方裁判所長
　片山　俊雄
　富山市西田地方町2-9-1

H17.4.1 1,657,432

乾式複写機の販売は，機器納入業者が保守契
約も締結することを前提に市場が構成されてお
り，メーカーが納入業者以外に保守に必要な部
品，消耗品等を供給しないため，納入業者以外
の業者が保守を請け負うことができず競争を許
さない（会計法第２９条の３第４項）。

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.42円～
4.5円/枚）

426

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

乾式複写機保守

１式

支出負担行為担当官
　富山地方裁判所長
　片山　俊雄
　富山市西田地方町2-9-1

H17.4.1 1,253,825

乾式複写機の販売は，機器納入業者が保守契
約も締結することを前提に市場が構成されてお
り，メーカーが納入業者以外に保守に必要な部
品，消耗品等を供給しないため，納入業者以外
の業者が保守を請け負うことができず競争を許
さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（4.2円～4.5
円/枚）

427
㈱会議録センター
埼玉県北足立郡吹上町本町１
－４－１２

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　富山地方裁判所長
　片山　俊雄
　富山市西田地方町2-9-1

H17.4.1 8,221,045

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

428
大和電建㈱富山支店
富山市上飯野道の下６－１３

構内電話設備保守点検

１式

支出負担行為担当官
　富山地方裁判所長
　片山　俊雄
　富山市西田地方町2-9-1

H17.4.1 1,295,280

当庁の電話設備は，日立製作所製交換機で，
同社の工事教育課程を修了した者でないと保守
を行うことができない。県内では，大和電建㈱だ
けとなっており，故障の際速やかに対応ができ，
復旧させる技術を有するのは同社のみであり競
争を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

429
セコム北陸㈱
金沢市尾山町３－１８

支部庁舎警備委託

１式

支出負担行為担当官
　富山地方裁判所長
　片山　俊雄
　富山市西田地方町2-9-1

H17.4.1 1,971,900

設置されているセンサー等の機器類はセコム㈱
製であり，各端末センサーと制御盤とは，同社
独自の制御ソフトで制御されている。よって，同
社以外には動作確認及び調整ができず，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

430
㈱日立ビルシステム中部支社
名古屋市中村区名駅１－１－４

昇降機設備保守管理業務

支出負担行為担当官
　名古屋家庭裁判所長
　福田　晧一
　名古屋市中区三の丸1-7-1

H17.4.1 4,208,400

本設備はコンピューター制御されており，点検等
には専用メンテナンスツールを必要とする。ま
た，遠隔監視システムによる運転状況の監視や
故障時自動通報システムによる緊急連絡網が
契約会社にしか接続されていないため競争を許
さない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募による（１９年度から）

431
キヤノン販売㈱
名古屋市東区東桜２－２－１

乾式複写機保守

１式

支出負担行為担当官
　名古屋家庭裁判所長
　福田　晧一
　名古屋市中区三の丸1-7-1

H17.4.1 4,357,266

乾式複写機の保守契約については，メーカーが
納入業者以外には保守に必要な部品，消耗品
等を供給しないため，納入業者以外の業者が保
守を行うことはできず競争を許さない。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（2.98円～
35.0円/枚）

432
コニカミノルタビジネスソリュー
ションズ㈱
名古屋市中区栄２－９－１５

乾式複写機保守

１式

支出負担行為担当官
　名古屋家庭裁判所長
　福田　晧一
　名古屋市中区三の丸1-7-1

H17.4.1 2,199,370

乾式複写機の保守契約については，メーカーが
納入業者以外には保守に必要な部品，消耗品
等を供給しないため，納入業者以外の業者が保
守を行うことはできず競争を許さない。（会計法
第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（1.8円～3.4
円/枚）

433
㈱ＣＳＫ
東京都港区南青山２－２６－１

調停事件管理システム賃貸借

１式

支出負担行為担当官
　名古屋家庭裁判所長
　福田　晧一
　名古屋市中区三の丸1-7-1

H17.4.1 1,486,800

本件賃貸借契約は，平成１２年１２月１日から総
賃貸借期間を５年間として締結したもので，相手
方は，本システムのプログラム開発業者であり，
同社以外の機器等によりシステムを稼働するこ
とはできず競争を許さない。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

434
共立速記印刷㈱
東京都千代田区飯田橋３－１１
－２４

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　名古屋家庭裁判所長
　福田　晧一
　名古屋市中区三の丸1-7-1

H17.4.1 2,566,730

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

435
㈱丸天産業
名古屋市中区栄五－１０ー３４

調停室用椅子
１７４脚

支出負担行為担当官
　名古屋家庭裁判所長
　熊田　士朗

名古屋市中区三の丸1-7-1

H18.2.2 3,316,005
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

436
㈱議事録発行センター
岡山市高柳西町１－２３

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　広島高等裁判所事務局長
　大　段　　　亨
　広島市中区上八丁堀2-43

H17.4.1 1,095,353

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）
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437
㈱立芝
広島市西区楠木町２－４－３

乾式複写機保守７台

支出負担行為担当官
　広島高等裁判所事務局長
　大　段　　　亨
　広島市中区上八丁堀2-43

H17.4.1 1,512,015

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されており，基本的に，メーカーが納入業
者以外には保守に必要な部品，消耗品等を供
給しないため，競争を許さない。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（2.00円～
2.48円/枚）

438
松本建設㈱
広島市中区入舟幸町３－３

広島家裁庁舎改修建築工事

支出負担行為担当官
　広島高等裁判所事務局長
　大　段　　　亨

広島市中区上八丁堀2-43

H17.7.7 89,250,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
(会計法第29条の3第5項，予決令第99条の２)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

439 ヱビス電工㈱･広島市中区中町
広島家裁庁舎改修電気設備工
事

支出負担行為担当官
　広島高等裁判所事務局長
　大　段　　　亨

広島市中区上八丁堀2-43

H17.7.13 24,675,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
(会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

440
ダン環境設備㈱
広島市安佐北区上深川町２４４
－１

広島家裁庁舎改修機械設備工
事

支出負担行為担当官
　広島高等裁判所事務局長
　大　段　　　亨

広島市中区上八丁堀2-43

H17.7.14 29,400,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
(会計法第29条の3第5項，予決令第99条の２)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

441 ㈱伏光組･広島市南区出島１－３
広島高地簡裁庁舎改修工事設
計変更

支出負担行為担当官
　広島高等裁判所事務局長
　大　段　　　亨
　広島市中区上八丁堀2-43

H17.8.22 7,770,000

本件は設計変更契約であり，原契約と一体とし
て発注することにより，現場管理費等の諸経費
の節減を図ることができるなど，現に契約履行
中の工事に直接関連する契約として，現に履行
中の契約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

442 ヱビス電工㈱･広島市中区中町
広島家裁庁舎改修電気設備工
事設計変更

支出負担行為担当官
　広島高等裁判所事務局長
　大　段　　　亨
　広島市中区上八丁堀2-43

H17.10.11 6,457,500

本件は設計変更契約であり，原契約と一体とし
て発注することにより，現場管理費等の諸経費
の節減を図ることができるなど，現に契約履行
中の工事に直接関連する契約として，現に履行
中の契約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

443
㈱植尾組
松江市矢田町５３４－４

松江地裁庁舎法廷等改修工事

支出負担行為担当官
　広島高等裁判所事務局長
　大　段　　　亨

広島市中区上八丁堀2-43

H17.12.22 27,300,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
(会計法第29条の3第5項，予決令第99条の２)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

444
松本建設㈱
広島市中区入舟幸町３－３

広島家裁庁舎改修建築工事設
計変更

支出負担行為担当官
　広島高等裁判所事務局長
　大　段　　　亨
　広島市中区上八丁堀2-43

H17.12.27 3,129,000

本件は設計変更契約であり，原契約と一体とし
て発注することにより，現場管理費等の諸経費
の節減を図ることができるなど，現に契約履行
中の工事に直接関連する契約として，現に履行
中の契約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

445
ダン環境設備㈱
広島市安佐北区上深川町２４４
－１

広島家裁庁舎改修機械設備工
事設計変更

支出負担行為担当官
　広島高等裁判所事務局長
　大　段　　　亨
　広島市中区上八丁堀2-43

H18.2.20 3,150,000

本件は設計変更契約であり，原契約と一体とし
て発注することにより，現場管理費等の諸経費
の節減を図ることができるなど，現に契約履行
中の工事に直接関連する契約として，現に履行
中の契約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

446
錦建設㈱
広島市中区国泰寺町２－５－４

広島高裁上八丁堀宿舎Ｄ棟改
修工事設計変更

支出負担行為担当官
　広島高等裁判所事務局長
　大　段　　　亨
　広島市中区上八丁堀2-43

H18.2.21 8,400,000

本件は設計変更契約であり，原契約と一体とし
て発注することにより，現場管理費等の諸経費
の節減を図ることができるなど，現に契約履行
中の工事に直接関連する契約として，現に履行
中の契約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

447
㈱植尾組
松江市矢田町５３４－４

松江地裁庁舎法廷等改修工事
設計変更

支出負担行為担当官
　広島高等裁判所事務局長
　大　段　　　亨
　広島市中区上八丁堀2-43

H18.2.23 2,835,000

本件は設計変更契約であり，原契約と一体とし
て発注することにより，現場管理費等の諸経費
の節減を図ることができるなど，現に契約履行
中の工事に直接関連する契約として，現に履行
中の契約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

448
松本建設㈱
広島市中区入舟幸町３－３

広島家裁庁舎改修建築工事第
２回設計変更

支出負担行為担当官
　広島高等裁判所事務局長
　大　段　　　亨
　広島市中区上八丁堀2-43

H18.3.2 11,077,500

本件は設計変更契約であり，原契約と一体とし
て発注することにより，現場管理費等の諸経費
の節減を図ることができるなど，現に契約履行
中の工事に直接関連する契約として，現に履行
中の契約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの
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件数
契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称，場所，期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名及びその
所属する部局の名称並びに所在
地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由 点検結果 講ずる措置 備考

449
セコム㈱
東京都渋谷区神宮前１－５－１

機械警備委託　　　　　尾道・三
次支部，可部・竹原簡裁

支出負担行為担当官
　広島地方裁判所長
　仲家　暢彦
　広島市中区上八丁堀2-43

H17.4.1 2,444,400

既存の警報装置，受信機等の機器類は，セコム
株式会社が設置した機器類であり，警報装置と
受信機は独自の制御ソフトにより制御されてお
り，同社以外に本機器類の動作確認及び調整
ができないため競争を許さない。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

450
広島綜合警備保障㈱
広島市安佐南区西原８－３４－
３

機械警備委託　　　　　東広島・
大竹・府中・庄原簡裁

支出負担行為担当官
　広島地方裁判所長
　仲家　暢彦
　広島市中区上八丁堀2-43

H17.4.1 2,444,400

既存の警報装置，受信機等の機器類は，広島
綜合警備保障株式会社が設置した機器類であ
り，警報装置と受信機は独自の制御ソフトにより
制御されており，同社以外に本機器類の動作確
認及び調整ができないため競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

451
日本電技㈱
東京都墨田区両国２－１０－１
４

中央監視・自動制御機器保守
点検　　　　　呉支部

支出負担行為担当官
　広島地方裁判所長
　仲家　暢彦
　広島市中区上八丁堀2-43

H17.4.1 1,890,000

既存の機器の保守点検，故障時の速やかな対
応及び制御機器等のデータ設定に関しては，機
器の製造業者独自のノウハウの元に行われ，そ
の内容に関しては一般公開されておらず，設置
業者以外には対応できないため競争を許さな
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

452
㈱立芝
広島市西区楠木町２－４－３

東芝製乾式複写機保守１６台

支出負担行為担当官
　広島地方裁判所長
　仲家　暢彦
　広島市中区上八丁堀2-43

H17.4.1 3,151,631

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者は保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（2.48円/
枚）

453
中国システック㈱
広島市南区松川町３－２６

広島地方裁判所呉支部冷暖房
設備保守点検

支出負担行為担当官
　広島地方裁判所長
　仲家　暢彦

広島市中区上八丁堀2-43

H17.4.1 1,417,500
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

454
京セラミタジャパン㈱
東京都中央区日本橋町１－９
－１５

京セラミタ製乾式複写機保守
１２台

支出負担行為担当官
　広島地方裁判所長
　仲家　暢彦
　広島市中区上八丁堀2-43

H17.4.1 1,477,749

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者は保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（2.48円～
2.52円/枚）

455
㈱安西事務機
広島市西区楠木町３－１０－１
５

コニカミノルタ製乾式複写機保
守９台

支出負担行為担当官
　広島地方裁判所長
　仲家　暢彦
　広島市中区上八丁堀2-43

H17.4.1 3,357,239

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者は保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（2.48円～
30.00円/
枚）

456
㈱安西事務機
広島市西区楠木町３－１０－１
５

コニカミノルタ製乾式複写機保
守
18台

支出負担行為担当官
　広島地方裁判所長
　仲家　暢彦
　広島市中区上八丁堀2-43

H17.9.15 2,570,577

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者は保守契約も締結することを前提に市場
が構成されている（メーカーが納入業者以外に
は保守に必要な備品，消耗品等を供給しな
い。）ため，納入業者以外の業者が保守を請け
負うことはできない。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（2.2円/枚）

457
㈱議事録センター
岡山市高柳西町１－２３

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　山口地方裁判所長
　廣田　　聰
　山口市駅通り1-6-1

H17.4.1 9,599,974

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

458
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１－５－４

乾式複写機保守業務委託契約
（ミノルタ製）９台

支出負担行為担当官
　山口地方裁判所長
　廣田　　聰
　山口市駅通り1-6-1

H17.4.1 1,729,527

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者は保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.3円～3.7
円/枚）

459
㈱モリイケ
山口市中市町６－１７

乾式複写機保守業務委託契約
（コニカ製）９台

支出負担行為担当官
　山口地方裁判所長
　廣田　　聰
　山口市駅通り1-6-1

H17.4.1 1,095,104

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者は保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（2.8円～3.5
円/枚）

460
綜合警備保障㈱
東京都港区元赤坂１－６－６

山口地方裁判所周南支部，同
萩支部，同宇部支部，防府簡易
裁判所，長門簡易裁判所，柳井
簡易裁判所庁舎機械警備委託
契約

支出負担行為担当官
　山口地方裁判所長
　廣田　　聰
　山口市駅通り1-6-1

H17.4.1 3,666,600

設置されているセンター等の機器類は，綜合警
備保障株式会社製の製品であり，各端末セン
サーと制御盤とは，綜合警備保障株式会社独
自の制御ソフトにより制御されている。よって，
同者以外に本機器類を動作確認及び調整する
ことはできず，競争を許さない。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）
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件数
契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称，場所，期間及
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461
㈱安西事務機
広島市西区楠木町３－１０－１
５

乾式複写機保守業務委託契約
１６台

支出負担行為担当官
　山口地方裁判所長
　廣田　　聰
　山口市駅通り1-6-1

H17.9.16 1,251,236

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者は保守契約も締結することを前提に市場
が構成されている（メーカーが納入業者以外に
は保守に必要な備品，消耗品等を供給しな
い。）ため，納入業者以外の業者が保守を請け
負うことはできない。（会計法第２９条の３第４

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（2.2円/枚）

462
㈱議事録発行センター
岡山市高柳西町１－２３

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　岡山地方裁判所長
　池田　克俊
　岡山市南方1-8-42

H17.4.1 18,554,185

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

463
両備システム機器販売㈱
岡山市磨屋町１０－１２オアシ
スビル７階

乾式複写機保守１３台

支出負担行為担当官
　岡山地方裁判所長
　池田　克俊
　岡山市南方1-8-42

H17.4.1 3,276,926

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者は保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（100枚まで
350円，101
枚以上3.5
円/枚）

464

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

乾式複写機保守１５台

支出負担行為担当官
　岡山地方裁判所長
　池田　克俊
　岡山市南方1-8-42

H17.4.1 2,320,399

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者は保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（1,000枚ま
で4,000円，
1,001枚以
上4.00円/
枚）

465
セコム㈱
東京都渋谷区神宮前１－５－１

機械警備委託（倉敷，新見，玉
島，笠岡，高梁，勝山）

支出負担行為担当官
　岡山地方裁判所長
　池田　克俊
　岡山市南方1-8-42

H17.4.1 3,540,600

設置されているセンサー等の機器類は，セコム
株式会社製の製品であり，各端末センサーと制
御盤とは，セコム株式会社独自は制御ソフトに
より制御されている。よって，同社以外に本機器
類を動作確認及び調整することはできず，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

466
綜合警備保障㈱
東京都港区元赤坂１－６－６

機械警備委託（玉野，児島）

支出負担行為担当官
　岡山地方裁判所長
　池田　克俊
　岡山市南方1-8-42

H17.4.1 1,077,288

設置されているセンサー等の機器類は，綜合警
備保障株式会社製の製品であり，各端末セン
サーと制御盤とは，綜合警備保障株式会社独
自は制御ソフトにより制御されている。よって，
同社以外に本機器類を動作確認及び調整する
ことはできず，競争を許さない。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

467
㈱安西事務機
広島市西区楠木町３－１０－１
５

乾式複写機保守
１３台

支出負担行為担当官
　岡山地方裁判所長
　長岡　哲次
　岡山市南方1-8-42

H17.9.29 1,417,537

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者は保守契約も締結することを前提に市場
が構成されている（メーカーが納入業者以外に
は保守に必要な備品，消耗品等を供給しな
い。）ため，納入業者以外の業者が保守を請け
負うことはできない。（会計法第２９条の３第４
項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（2.2円/枚）

468

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

コニカミノルタ乾式複写機保守
契約７台

支出負担行為担当官
　鳥取地方裁判所長
　永井　ユタカ
　鳥取市東町2-223

H17.4.1 2,212,932

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（1.8円～14
円/枚）

469
㈱議事録発行センター
岡山市高柳西町１－２３

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　鳥取地方裁判所長
　永井　ユタカ
　鳥取市東町2-223

H17.4.1 4,555,790

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

470
セコム山陰㈱
松江市北陵町３４

庁舎警備委託

支出負担行為担当官
　松江地方裁判所長
　島田　清次郎
　松江市母衣町68

H17.4.1 3,477,600

現在設置されている警備機器類は，セコム工業
㈱が開発した製品であり，各端末センサーと制
御盤とは同社独自の制御ソフトにより制御され
ている。この機器類等を使用して警備することが
できるのは同社と同系列会社である必要がある
ため，競争を許さない。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

471
㈱太閤堂
松江市東津田町３９８－１

京セラミタ乾式複写機保守業務
委託７台

支出負担行為担当官
　松江地方裁判所長
　島田　清次郎
　松江市母衣町68

H17.4.1 1,322,681

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守業務も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことができず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（2.2円～3.5
円/枚）
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472
㈱安西事務機
広島市西区楠木町３－１０－１
５

乾式複写機保守１１台

支出負担行為担当官
　広島家庭裁判所長
　鈴木　敏之
　広島市中区上八丁堀1-6

H17.4.1 2,741,537

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者は保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（2.9円/枚）

473
コクヨ中国販売㈱
広島市西区商工センター５－２
－１０

備品等移転請負

支出負担行為担当官
　広島家庭裁判所長
　鈴木　敏之

広島市中区上八丁堀1-6

H17.7.26 1,312,500
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

474

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

電子乾式複写機
保守契約　７台

支出負担行為担当官
　岡山家庭裁判所長
　長岡　哲次
　岡山市南方1-8-42

H17.4.1 1,041,596

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.5円/枚）

475
三菱電機ビルテクノサービス㈱
東京都千代田区大手町２－６
－２

昇降機設備保守管理業務

支出負担行為担当官
　福岡高等裁判所事務局長
　白石　哲
　福岡市中央区城内1-1

H17.4.1 4,649,400

当庁のエレベーターは三菱電機㈱製であり，遠
隔点検及び遠隔監視装置が設置されている。こ
のため，メーカー系列である三菱電機ビルテクノ
サービス㈱以外のメンテナンス会社では，適時
の運転データ収集，異常が生じた場合の自動通
報等の常時遠隔点検及び遠隔監視といった保
守作業を適切に実施することができず競争を許
さない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募による（１９年度から）

476
(財)福岡市くらしの環境財団
福岡市博多区綱場町９－１４

一般廃棄物収集運搬

支出負担行為担当官
　福岡高等裁判所事務局長
　白石　哲

福岡市中央区城内1-1

H17.4.1 1,273,542
福岡市により，地域ごとに許可業者が指定され
ているため，競争を許さない。（会計法第２９条
の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

477
東芝情報機器㈱九州支社
福岡市中央区長浜２－４－１

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　福岡高等裁判所事務局長
　白石　哲
　福岡市中央区城内1-1

H17.4.1 1,896,556

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守業務も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことができず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.2円～3.8
円/枚）

478
東芝情報機器㈱九州支社
福岡市中央区長浜２－４－１

乾式複写機賃借及び保守

支出負担行為担当官
　福岡高等裁判所事務局長
　白石　哲
　福岡市中央区城内1-1

H17.4.1 1,283,966

「特段の物価変動や事情変更等がない限り，５
年間の契約」継続を前提として，保守を含み，賃
借している。本年度においては，上記のような事
情変更が見られなかったため，相手方としか契
約できず競争を許さない。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

保守料につ
き単価契約
（1.71円～
2.30円/枚）

479
国家公務員共済組合連合会浜
の町病院
福岡市中央区舞鶴３－５－２７

健康診断

支出負担行為担当官
　福岡高等裁判所事務局長
　白石　哲

福岡市中央区城内1-1

H17.4.1 1,135,789
庁舎内に左記病院の診療所があり，その設備
等を利用することが効率的かつ，職員にとっても
便宜である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）又は企
画競争を実施（１９年度から）

単価契約
（140円～
4,240円/検
査）

480
新日本管財㈱
福岡県飯塚市大字柏の森字鳥
越６００－２

福岡高等地方簡易裁判所合同
庁舎清掃

支出負担行為担当官
　福岡高等裁判所事務局長
　白石　哲

福岡市中央区城内1-1

H17.4.1 8,875,125
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

481
九州電力（株）
福岡市中央区渡辺通２－１－８
２

電気の供給

支出負担行為担当官
　福岡高等裁判所事務局長
　白石　哲
　福岡市中央区城内1-1

H17.4.1 46,360,647

16年契約業者であり，17年度に一般電気事業
者及びＰＰＳ業者で契約意思があるのは相手方
だけであり，17年度取引可能業者は同相手方以
外にないことから，競争を許さない。（会計法第２
９条の３第４項，特例政令に該当）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

482
日新建設㈱
福岡県宗像市田熊４－１３－６

福岡高地簡裁庁舎法廷改修工
事

支出負担行為担当官
　福岡高等裁判所事務局長
　白石　哲
　福岡市中央区城内1-1

H17.7.7 11,550,000

最低価格入札者に対する低入札価格調査の結
果，契約内容に適合した履行がされないおそれ
があったので，次順位者を落札者と決定した
が，その者が契約を結ばなかったため
（会計法第２９条の３第5項、予決令第99条の３）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

483
大和工商リース㈱
福岡市博多区東比恵１－４－５

屋久島簡裁仮庁舎新営工事

支出負担行為担当官
　福岡高等裁判所事務局長
　白石　哲

福岡市中央区城内1-1

H17.7.7 21,525,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
(会計法第29条の3第5項，予決令第99条の２)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

484
ジョンソンコントロールズ㈱九州
支店
福岡市博多区冷泉町４－２０

福岡高地簡裁庁舎自動制御盤
等改修工事

支出負担行為担当官
　福岡高等裁判所事務局長
　白石　哲
　福岡市中央区城内1-1

H17.8.3 6,000,750

既設の自動制御設備を構成する制御盤及び中
央監視装置の補修であるが,同設備全体が相手
方独自のシステムで構成されており,これらは専
用の環境下で動作し,当該システムも公表されて
いないことから,相手方以外に競争を許さない。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第3号)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

485
ヤナガワ工業㈱
長崎市金堀町５４－６

長崎地裁庁舎改修機械設備工
事

支出負担行為担当官
　福岡高等裁判所事務局長
　白石　哲

福岡市中央区城内1-1

H17.9.1 16,800,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
(会計法第29条の3第5項，予決令第99条の２)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）
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486
大電総業㈱
鹿児島市田上１－２－１

屋久島簡裁庁舎新営電気設備
工事

支出負担行為担当官
　福岡高等裁判所事務局長
　白石　哲

福岡市中央区城内1-1

H17.9.5 13,965,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
(会計法第29条の3第5項，予決令第99条の２)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

487
㈱永池
福岡県大野城市大池２－２４－
６

研修用いす購入

支出負担行為担当官
　福岡高等裁判所事務局長
　白石　哲

福岡市中央区城内1-1

H17.10.7 1,988,280
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

488
川畑建設㈱
鹿児島県曽於市末吉町二之方
６０３６

加世田簡裁庁舎改修工事設計
変更

支出負担行為担当官
　福岡高等裁判所事務局長
　白石　哲
　福岡市中央区城内1-1

H17.11.7 2,992,500

本件は設計変更契約であり,原契約と一体として
発注することにより,現場管理費等の諸経費の
節減を図ることができる等,現に契約履行中の工
事に直接関連する契約として現に履行中の契
約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

489
黒田建設㈱
福岡県久留米市大石町３２２

福岡地家裁大牟田支部庁舎改
修工事設計変更

支出負担行為担当官
　福岡高等裁判所事務局長
　白石　哲
　福岡市中央区城内1-1

H17.11.24 4,095,000

本件は設計変更契約であり,原契約と一体として
発注することにより,現場管理費等の諸経費の
節減を図ることができる等,現に契約履行中の工
事に直接関連する契約として現に履行中の契
約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

490
木下建設㈱
佐賀県鹿島市大字納富分２８１
－１

鹿島簡裁庁舎改修工事

支出負担行為担当官
　福岡高等裁判所事務局長
　白石　哲

福岡市中央区城内1-1

H17.12.7 18,742,500
競争入札の結果，落札者がなかったため
(会計法第29条の3第5項，予決令第99条の２)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

491
㈱柏田工務店
宮崎県日向市鶴町３－５－１９

日向簡裁庁舎改修工事

支出負担行為担当官
　福岡高等裁判所事務局長
　白石　哲

福岡市中央区城内1-1

H17.12.19 28,350,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
(会計法第29条の3第5項，予決令第99条の２)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

492
㈱三舟建設
宮崎市大塚町宮田２０３

宮崎地裁別府町宿舎改修工事

支出負担行為担当官
　福岡高等裁判所事務局長
　白石　哲

福岡市中央区城内1-1

H17.12.19 15,855,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
(会計法第29条の3第5項，予決令第99条の２)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

493
森建設㈱
鹿児島市上荒田町２９－２３

鹿児島地家裁鹿屋支部庁舎改
修工事設計変更

支出負担行為担当官
　福岡高等裁判所事務局長
　白石　哲
　福岡市中央区城内1-1

H18.1.17 8,662,500

本件は設計変更契約であり,原契約と一体として
発注することにより,現場管理費等の諸経費の
節減を図ることができる等,現に契約履行中の工
事に直接関連する契約として現に履行中の契
約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

494
㈱西原建設工業
熊本県菊池郡大津町引水７５２

尾迫原宿舎（高千穂）改修工事
設計変更

支出負担行為担当官
　福岡高等裁判所事務局長
　白石　哲
　福岡市中央区城内1-1

H18.1.25 2,625,000

本件は設計変更契約であり,原契約と一体として
発注することにより,現場管理費等の諸経費の
節減を図ることができる等,現に契約履行中の工
事に直接関連する契約として現に履行中の契
約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

495
㈱志水工務店
熊本市龍田弓削１－１４－２４

熊本地裁庁舎法廷等改修工事
設計変更

支出負担行為担当官
　福岡高等裁判所事務局長
　白石　哲
　福岡市中央区城内1-1

H18.2.7 6,205,500

本件は設計変更契約であり,原契約と一体として
発注することにより,現場管理費等の諸経費の
節減を図ることができる等,現に契約履行中の工
事に直接関連する契約として現に履行中の契
約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

496
㈱山中組
沖縄県中頭郡読谷村字長浜１
７５０

那覇地家裁石垣支部庁舎改修
工事設計変更

支出負担行為担当官
　福岡高等裁判所事務局長
　白石　哲
　福岡市中央区城内1-1

H18.2.10 4,620,000

本件は設計変更契約であり,原契約と一体として
発注することにより,現場管理費等の諸経費の
節減を図ることができる等,現に契約履行中の工
事に直接関連する契約として現に履行中の契
約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

497
㈲とみたメンテ
長崎県佐世保市東大久保町３
－３

長崎地裁庁舎改修建築工事設
計変更

支出負担行為担当官
　福岡高等裁判所事務局長
　白石　哲
　福岡市中央区城内1-1

H18.2.14 4,410,000

本件は設計変更契約であり,原契約と一体として
発注することにより,現場管理費等の諸経費の
節減を図ることができる等,現に契約履行中の工
事に直接関連する契約として現に履行中の契
約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

498
㈱吉見工務店
鹿児島市荒田１－５０－１８

鹿児島地家裁知覧支部庁舎外
壁等改修工事

支出負担行為担当官
　福岡高等裁判所事務局長
　白石　哲

福岡市中央区城内1-1

H18.2.17 17,850,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
(会計法第29条の3第5項，予決令第99条の２)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）
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件数
契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称，場所，期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名及びその
所属する部局の名称並びに所在
地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由 点検結果 講ずる措置 備考

499
小代築炉工業㈱
大分県津久見市入船西町２１
－１

大分地家裁竹田支部庁舎改修
工事設計変更

支出負担行為担当官
　福岡高等裁判所事務局長
　白石　哲
　福岡市中央区城内1-1

H18.2.23 11,550,000

本件は設計変更契約であり,原契約と一体として
発注することにより,現場管理費等の諸経費の
節減を図ることができる等,現に契約履行中の工
事に直接関連する契約として現に履行中の契
約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

500
㈱前田組
鹿児島市平之町７－１７

屋久島簡裁庁舎新営建築工事
設計変更

支出負担行為担当官
　福岡高等裁判所事務局長
　白石　哲
　福岡市中央区城内1-1

H18.2.28 11,193,000

本件は設計変更契約であり,原契約と一体として
発注することにより,現場管理費等の諸経費の
節減を図ることができる等,現に契約履行中の工
事に直接関連する契約として現に履行中の契
約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

501
成瀬建設㈱
熊本県阿蘇市内牧４７５－１

熊本地家裁人吉支部庁舎改修
工事設計変更

支出負担行為担当官
　福岡高等裁判所事務局長
　白石　哲
　福岡市中央区城内1-1

H18.3.3 11,970,000

本件は設計変更契約であり,原契約と一体として
発注することにより,現場管理費等の諸経費の
節減を図ることができる等,現に契約履行中の工
事に直接関連する契約として現に履行中の契
約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

502
日本エレベーター製造㈱
東京都千代田区東神田１－９
－９

昇降機設備保守管理業務

支出負担行為担当官
　福岡地方裁判所長
　近藤　敬夫
　福岡市中央区城内1-1

H17.4.1 3,894,450

本機には「故障診断機能」を有しており，製造業
者独自の技術資料でなければ整備等が行え
ず，故障時等の迅速な対応を考えると，同社と
契約せざるを得ず競争を許さない。（会計法第２
９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

503
セコム㈱
東京都渋谷区神宮前１－５－１

機械警備

支出負担行為担当官
　福岡地方裁判所長
　近藤　敬夫
　福岡市中央区城内1-1

H17.4.1 4,277,700

警備機器は業者独自のシステムであり，監視業
務及び調整は，設置業者でなければ行えず，緊
急時の迅速な対応を考えると，同社と契約せざ
るを得ず競争を許さない。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

504
国家公務員共済組合連合会浜
の町病院
福岡市中央区舞鶴３－５－２７

健康診断

支出負担行為担当官
　福岡地方裁判所長
　近藤　敬夫

福岡市中央区城内1-1

H17.4.1 2,057,579

裁判所に近く利便性に優れていること，特別定
期健康診断においても，検査項目すべてに対応
できることから，一度に検査を終えることが可能
である。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）又は企
画競争を実施（１９年度から）

単価契約
（140円～
4,240円/検
査）

505

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

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　福岡地方裁判所長
　近藤　敬夫
　福岡市中央区城内1-1

H17.4.1 11,746,831

各メーカーは，複写機に特殊な技術及び部品を
用いるため，そのメーカーのみが故障時の速や
かな部品調達・復旧技術を有し，また，機器の
納入業者が保守契約を締結することを前提とし
て，市場が構成されているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.0円～3.8
円/枚）

506

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

乾式複写機賃借及び保守

支出負担行為担当官
　福岡地方裁判所長
　近藤　敬夫
　福岡市中央区城内1-1

H17.4.1 1,343,203

「特段の物価変動や事情変更等がない限り，５
年間の契約」継続を前提として，保守を含み，賃
借している。本年度においては，上記のような事
情変更が見られなかったため，相手方としか契
約できず競争を許さない。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

保守料につ
き単価契約
（2.0円）

507
東芝情報機器㈱
東京都品川区東品川４－１０－
２７

乾式複写機賃借及び保守

支出負担行為担当官
　福岡地方裁判所長
　近藤　敬夫
　福岡市中央区城内1-1

H17.4.1 1,310,635

「特段の物価変動や事情変更等がない限り，５
年間の契約」継続を前提として，保守を含み，賃
借している。本年度においては，上記のような事
情変更が見られなかったため，相手方としか契
約できず競争を許さない。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

保守料につ
き単価契約
（2.3円/枚）

508
シティックスカード㈱
福岡市中央区西中洲８－３

タクシー利用料金立替払

支出負担行為担当官
　福岡地方裁判所長
　近藤　敬夫
　福岡市中央区城内1-1

H17.4.1 3,194,900

緊急時に機動的に利用可能である必要がある
ので，利用対象地域で営業しているタクシーを
最も多く利用できるタクシー共通乗車券を発行し
ている相手方とせざるを得ず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募による（１９年度から）

509
泰平印刷㈱
北九州市小倉北区鋳物師町１
－１

用紙の印刷等（文書受付簿700
枚分）

支出負担行為担当官
　福岡地方裁判所長
　近藤　敬夫

福岡市中央区城内1-1

H17.4.1 3,234,945
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

510
㈲博多屋事務器
福岡市南区清水４－９－３

法廷用いす等の購入
(回転いす31脚外)

支出負担行為担当官
　福岡地方裁判所長
　簑田　孝行

福岡市中央区城内1-1

H17.7.21 1,963,500
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

511
木村文機㈱
佐賀市駅前中央２－８－３

乾式複写機保守契約

支出負担行為担当官
　佐賀地方裁判所長
　 岡　博
　佐賀市中の小路3-22

H17.4.1 2,504,225

乾式複写機の販売形態については機器の納入
業者が保守契約も締結することを前提に市場が
構成されているため，納入業者以外の業者が保
守を請け負うことはできず，競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約（5
円/枚）
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件数
契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称，場所，期間及
び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量
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512
㈲三協
佐賀市八戸溝２－１０－１３

文具類等の購入

支出負担行為担当官
　佐賀地方裁判所長
　 岡　博

佐賀市中の小路3-22

H17.4.1 3,293,876
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

513
日本オーチスエレベーター㈱
東京都中央区晴海１－８－１０

昇降機設備保守管理業務

支出負担行為担当官
　長崎地方裁判所長
　正木　勝彦
　長崎市万才町9-26

H17.4.1 1,512,000

当庁エレベーター設備はコンピューター制御運
転のため，プログラムの変更等が必要な場合は
製造業者以外では対応が困難である。それに
加え，ＲＥＭ装置が付加しており，緊急迅速な対
応が可能なのは製造業者だけであり競争を許さ
ない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募による（１９年度から）

514
㈱議事録発行センター
岡山市高柳西町１－２３

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　長崎地方裁判所長
　正木　勝彦
　長崎市万才町9-26

H17.4.1 6,504,309

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

515

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

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　長崎地方裁判所長
　正木　勝彦
　長崎市万才町9-26

H17.4.1 2,577,714

乾式複写機の販売形態については機器の納入
業者が保守契約も締結することを前提に市場が
構成されているため，納入業者以外の業者が保
守を請け負うことはできず，競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.8円/枚）

516
長崎綜合警備㈱
長崎市旭町３－６

機械警備

支出負担行為担当官
　長崎地方裁判所長
　正木　勝彦
　長崎市万才町9-26

H17.4.1 2,356,200

設置されているセンサー等の機械類は，長崎綜
合警備株式会社製の製品であり，各端末セン
サーと制御盤とは同社独自の制御ソフトにより
制御されている。よって，同社以外に本機器類
を動作確認及び調整することはできず，競争を
許さない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

517
セコム㈱
東京都渋谷区神宮前１－５－１

機械警備

支出負担行為担当官
　長崎地方裁判所長
　正木　勝彦
　長崎市万才町9-26

H17.4.1 2,318,400

設置されているセンサー等の機械類は，セコム
株式会社製の製品であり，各端末センサーと制
御盤とは同社独自の制御ソフトにより制御され
ている。よって，同社以外に本機器類を動作確
認及び調整することはできず，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

518
㈱永池
佐賀市日の出１－１６－３０

シュレッダー購入２２台

支出負担行為担当官
　長崎地方裁判所長
　正木　勝彦

長崎市万才町9-26

H17.8.1 3,890,250
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

519
㈱日立ビルシステム九州支社
福岡市中央区天神２－１３－７

昇降機設備保守管理業務

支出負担行為担当官
　大分地方裁判所長
　陶山　博生
　大分市荷揚町7-15

H17.4.1 1,512,000

当庁設置のエレベーターには遠隔監視診断装
置が付加されており，同装置の制御用ソフト，保
守ソフトは他社との互換性がなく，市販もされて
いないため競争を許さない。（会計法第２９条の
３第４項）

見直しの余地あり 公募による（１９年度から）

520
日本連合警備㈱
大分市大字上宗方字明川原１
２４－１

機械警備

支出負担行為担当官
　大分地方裁判所長
　陶山　博生
　大分市荷揚町7-15

H17.4.1 1,726,200

警備対象に設置されているセンサー等の機器
類が契約業者の製品であり，各端末センサーと
制御盤とは同社独自の制御ソフトにより制御さ
れている。よって，同社以外に本機器の動作確
認及び調整をすることはできず，競争を許さない
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

521
大分リコー㈱
大分市萩原４－８－７

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　大分地方裁判所長
　陶山　博生
　大分市荷揚町7-15

H17.4.1 1,383,544

乾式複写機の販売形態については機器の納入
業者が保守契約も締結することを前提に市場が
構成されているため，納入業者以外の業者が保
守を請け負うことはできず競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（1.77円/枚
等）

522
岩尾㈱
大分市中央町１－４－１５

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　大分地方裁判所長
　陶山　博生
　大分市荷揚町7-15

H17.4.1 1,568,093

乾式複写機の販売形態については機器の納入
業者が保守契約も締結することを前提に市場が
構成されているため，納入業者以外の業者が保
守を請け負うことはできず競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
(4.5円/枚）

523
㈱議事録発行センター
岡山市高柳西町１－２３

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　大分地方裁判所長
　陶山　博生
　大分市荷揚町7-15

H17.4.1 7,648,212

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

524
岩尾㈱
大分市中央町１－４－１５

事務用家具（壁面収納庫両開き
扉方１３台ほか）の購入

支出負担行為担当官
　大分地方裁判所長
　古賀　寛

大分市荷揚町7-15

H17.12.16 6,289,500
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）
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525
フジテック㈱
大阪府茨木市庄１－２８－１０

昇降機設備保守管理業務

支出負担行為担当官
　熊本地方裁判所長
　大坪　丘
　熊本市京町1-13-11

H17.4.1 3,754,800

保守対象エレベーターは，フジテック㈱製であ
る。同エレベーターにはマイコン内蔵インバー
ター制御による管制装置，映像遠隔システムが
付加されており，他社との間において制御用，
保守用ソフトの互換性がない。よって，当該会社
と契約せざるを得ないため競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募による（１９年度から）

526
セコム㈱
東京都渋谷区神宮前１－５－１

機械警備

支出負担行為担当官
　熊本地方裁判所長
　大坪　丘
　熊本市京町1-13-11

H17.4.1 4,093,692

設置されているセンサー等の機械類は，セコム
株式会社製の製品であり，各端末センサーと制
御盤とは同社独自の制御ソフトにより制御され
ている。よって，同社以外に本機器類を動作確
認及び調整することはできず，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

527
綜合警備保障㈱
東京都港区元赤坂１－６－６

機械警備

支出負担行為担当官
　熊本地方裁判所長
　大坪　丘
　熊本市京町1-13-11

H17.4.1 2,142,000

設置されているセンサー等の機械類は，綜合警
備保障㈱製の製品であり，各端末センサーと制
御盤とは同社独自の制御ソフトにより制御され
ている。よって，同社以外に本機器類を動作確
認及び調整することはできず，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

528
キャノン販売㈱
東京都港区港南２－１６－６

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　熊本地方裁判所長
　大坪　丘
　熊本市京町1-13-11

H17.4.1 1,779,779

乾式複写機の販売形態については機器の納入
業者が保守契約も締結することを前提に市場が
構成されているため，納入業者以外の業者が保
守を請け負うことはできず，競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.8円～5.0
円/枚）

529

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

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　熊本地方裁判所長
　大坪　丘
　熊本市京町1-13-11

H17.4.1 3,189,194

乾式複写機の販売形態については機器の納入
業者が保守契約も締結することを前提に市場が
構成されているため，納入業者以外の業者が保
守を請け負うことはできず，競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.5円～5.2
円/枚）

530
理想科学工業㈱
東京都港区新橋２－２０－１５

複写機用紙の購入（予定数量
2,188箱）

支出負担行為担当官
　熊本地方裁判所長
　大坪　丘

熊本市京町1-13-11

H17.4.1 2,020,536
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

単価契約
（1,140円/
箱）

531
東光石油㈱
熊本市本荘５－１４－１８

冷暖房用重油の購入
（予定数量88,300Ｌ）

支出負担行為担当官
　熊本地方裁判所長
　大坪　丘

熊本市京町1-13-11

H17.4.1 5,100,900
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

単価契約
（45円/ℓ）

532
㈱全日警
東京都中央区日本橋浜町１－
１－１２

機械警備

支出負担行為担当官
　鹿児島地方裁判所長
　寺　尾　　洋
　鹿児島市山下町13-47

H17.4.1 1,562,400

設置されている機器類は株式会社全日警製で
あり，同社独自の制御ソフトにより制御されてい
る。よって，同社以外には動作確認調整できな
いため競争を許さない。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

533
セコム㈱
東京都渋谷区神宮前１－５－１

機械警備

支出負担行為担当官
　鹿児島地方裁判所長
　寺　尾　　洋
　鹿児島市山下町13-47

H17.4.1 3,483,900

設置されている機器類はセコム株式会社製であ
り，同社独自の制御ソフトにより制御されてい
る。よって，同社以外には動作確認調整できな
いため競争を許さない。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

534
鹿児島綜合警備保障㈱
鹿児島市与次郎１－２－１

機械警備

支出負担行為担当官
　鹿児島地方裁判所長
　寺　尾　　洋
　鹿児島市山下町13-47

H17.4.1 1,033,200

設置されている機器類は鹿児島綜合警備保障
株式会社製であり，同社独自の制御ソフトにより
制御されている。よって，同社以外には動作確
認調整できないため競争を許さない。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

535
日本エレベーター製造㈱
東京都千代田区東神田１－９
－９

昇降機設備保守管理業務

支出負担行為担当官
　鹿児島地方裁判所長
　寺　尾　　洋

鹿児島市山下町13-47

H17.4.1 2,727,900

設置している機器は，メーカー独自のマイクロコ
ンピューターで制御されているため，他社では動
作確認調整できないため競争を許さない。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

536
東芝エレベーター㈱
東京都品川区北品川６－５－２
７

昇降機設備保守管理業務

支出負担行為担当官
　鹿児島地方裁判所長
　寺　尾　　洋
　鹿児島市山下町13-47

H17.4.1 1,249,914

設置している機器は遠隔監視装置により，電話
回線を利用して，同社情報センターにおいて監
視するシステムであるので，他社で代替できな
いため競争を許さない。（会計法第２９条の３第
４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

537
㈱会議録研究所
東京都新宿区市谷八幡町１６

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　鹿児島地方裁判所長
　寺　尾　　洋
　鹿児島市山下町13-47

H17.4.1 11,763,874

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）
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及び住所
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538

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

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　鹿児島地方裁判所長
　寺　尾　　洋
　鹿児島市山下町13-47

H17.4.1 3,693,420

乾式複写機の販売形態については機器の納入
業者が保守契約も締結することを前提に市場が
構成されているため，納入業者以外の業者が保
守を請け負うことはできず競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.5円～3.8
円/枚）

539
㈱研文堂
鹿児島市荒田二－７－１１

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　鹿児島地方裁判所長
　寺　尾　　洋
　鹿児島市山下町13-47

H17.4.1 1,992,276

乾式複写機の販売形態については機器の納入
業者が保守契約も締結することを前提に市場が
構成されているため，納入業者以外の業者が保
守を請け負うことはできず競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.8円～5
円/枚）

540
日本管財㈱
兵庫県西宮市六湛寺町９－１６

鹿児島地方裁判所庁舎機械設
備等運転管理業務及び空調設
備保守点検業務

支出負担行為担当官
　鹿児島地方裁判所長
　寺　尾　　洋

鹿児島市山下町13-47

H17.4.1 23,688,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

541
鹿児島県西之表市
鹿児島県西之表市西之表７６１
２

種子島簡易裁判所庁舎新営用
地購入
431.78㎡

支出負担行為担当官
　鹿児島地方裁判所長
　寺　尾　　洋

鹿児島市山下町13-47

H17.5.24 6,735,768
西之表市所有の土地であり，同市以外との契約
できず競争を許さない。（会計法第２９条の３第４
項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

542
㈱小出速記事務所
佐賀市鍋島４－５－２

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　宮崎地方裁判所長
　松本　信弘
　宮崎市旭二丁目3-13

H17.4.1 1,608,431

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

543
東芝情報機器㈱
福岡市中央区長浜２－４－１

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　宮崎地方裁判所長
　松本　信弘
　宮崎市旭二丁目3-13

H17.4.1 2,657,325

乾式複写機の販売形態については機器の納入
業者が保守契約も締結することを前提に市場が
構成されているため，納入業者以外の業者が保
守を請け負うことはできず競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約（2
円/枚）

544
三精輸送機㈱
大阪府吹田市江坂１－１３－１
８

昇降機設備保守管理業務

支出負担行為担当官
　宮崎地方裁判所長
　松本　信弘
　宮崎市旭二丁目3-13

H17.4.1 1,990,800

保守の目的は，故障予防，維持管理及び故障
時の速やかな対応であることから，契約の相手
方としては当該機器に関する専門的な知識を有
し，故障が発生した場合にも迅速な対応が可能
な製造，設置メーカー以外になく競争を許さな
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募による（１９年度から）

545
第一ビル管理㈱
宮崎市吉村町大町甲１９９０

庁舎清掃業務委託

支出負担行為担当官
　宮崎地方裁判所長
　松本　信弘

宮崎市旭二丁目3-13

H17.4.1 6,615,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

546
㈱川越紙店
宮崎市旭１－１－４

事務用文具の購入
ＰＰＣ用紙外多数

支出負担行為担当官
　宮崎地方裁判所長
　松本　信弘

宮崎市旭二丁目3-13

H17.5.16 3,864,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

547
㈱川越紙店
宮崎市旭１－１－４

事務用家具の購入
壁面収納庫外34点

支出負担行為担当官
　宮崎地方裁判所長
　松本　信弘

宮崎市旭二丁目3-13

H18.2.3 2,152,500
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

548
企業組合ライオン堂
宮崎市橘通西３－１－７

事務用家具の購入
事務用いす外47点

支出負担行為担当官
　宮崎地方裁判所長
　松本　信弘

宮崎市旭二丁目3-13

H18.2.3 1,890,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

549
沖縄綜合警備保障㈱
沖縄県宜野湾市大山７－１１－
１０

機械警備

支出負担行為担当官
　那覇地方裁判所長
　藤村　啓
　那覇市樋川1-14-1

H17.4.1 1,701,000

現在設置され使用している警備機器は，沖縄綜
合警備保障株式会社独自のシステムである。同
社は，防犯性向上を目指し，特殊な技術，部品
等を使用し独自警備システムを構築しているた
め他社では保守できないため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

550
㈱ざまみダンボール
那覇市松尾１－２－５

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　那覇地方裁判所長
　藤村　啓
　那覇市樋川1-14-1

H17.4.1 2,054,004

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.5円～3.8
円/枚）

551
沖縄リコー㈱
那覇市寄宮１－３－３７

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　那覇地方裁判所長
　藤村　啓
　那覇市樋川1-14-1

H17.4.1 2,870,626

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.34円～
4.88円/枚，
23.14～
33.82円/
枚）
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件数
契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称，場所，期間及
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称及び数量
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552
㈱会議録研究所
東京都新宿区市谷八幡町１６

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　那覇地方裁判所長
　藤村　啓
　那覇市樋川1-14-1

H17.4.1 16,820,636

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

553
（社）沖縄県ハイヤー・タクシー
協会
那覇市泉崎２－１０３－４

タクシー利用料金立替払

支出負担行為担当官
　那覇地方裁判所長
　藤村　啓

那覇市樋川1-14-1

H17.4.1 1,056,440
本島全域及び離島支部で利用可能なチケットを
有する業者は相手方だけであるため競争を許さ
ない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募による（１９年度から）

554
リコー九州㈱
福岡市博多区東比恵３－９－１
５

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　福岡家庭裁判所長
　湯地　紘一郎
　福岡市中央区大手門1-7-1

H17.4.1 3,460,456

乾式複写機は，各メーカーとも自社の複写機に
特殊な技術や部品を使用している。また，乾式
複写機の販売形態は，納入業者が保守契約を
することを前提として市場が構成されているため
競争を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.5円～3.8
円/枚）

555
東芝エレベーター㈱
東京都品川区北品川６－５－２
７

昇降機設備保守管理業務

支出負担行為担当官
　福岡家庭裁判所長
　湯地　紘一郎
　福岡市中央区大手門1-7-1

H17.4.1 1,181,880

昇降機設備は，各メーカーとも特許技術や部品
を使用しているが，保守に必要な技術資料の保
有及び純正部品の確保（当庁の昇降機が経年
３０年のため，殆ど全ての部品が製造中止であ
る。）がメーカー系の会社以外は困難なため競
争を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募による（１９年度から）

556
東和施設工業㈱
福岡市東区馬出１－１１－８

庁舎空調設備保守契約

支出負担行為担当官
　福岡家庭裁判所長
　湯地　紘一郎

福岡市中央区大手門1-7-1

H17.5.13 1,207,500
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

557
キャノン販売㈱仙台支店
仙台市青葉区国分町３－６－１

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　仙台高等裁判所事務局長
　秋葉　康弘
　仙台市青葉区片平1-6-1

H17.4.1 1,982,085

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.4円～34
円/枚）

558

コニカミノルタビジネスソリュー
ションズ㈱東北支店
仙台市青葉区一番町１－２－２
５

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　仙台高等裁判所事務局長
　秋葉　康弘
　仙台市青葉区片平1-6-1

H17.4.1 1,225,953

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約（4
円～4.5円/
枚）

559
協業組合仙台清掃公社
仙台市宮城野区日の出町１－
７－１５

一般廃棄物収集運搬処理

支出負担行為担当官
　仙台高等裁判所事務局長
　秋葉　康弘
　仙台市青葉区片平1-6-1

H17.4.1 1,089,396

仙台市において一般廃棄物の収集運搬の許可
をする際，収集運搬できる区域を限定した上で
許可しており，当庁区域において収集運搬の許
可を受けている業者が，契約の相手方のみであ
るため競争を許さない。（会計法第２９条の３第４
項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

560
石井ビル管理㈱
仙台市青葉区国分町３－６－１

庁舎清掃等業務委託契約

支出負担行為担当官
　仙台高等裁判所事務局長
　秋葉　康弘

仙台市青葉区片平1-6-1

H17.4.1 7,770,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

561
扶桑電通㈱東北支店
仙台市青葉区本町２－５－１

電話交換機保守管理契約

支出負担行為担当官
　仙台高等裁判所事務局長
　秋葉　康弘

仙台市青葉区片平1-6-1

H17.4.1 3,276,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

562
㈱加地和組
いわき市平字小太郎町４－１１

福島地家裁いわき支部庁舎改
修工事

支出負担行為担当官
　仙台高等裁判所事務局長
　秋葉　康弘

仙台市青葉区片平1-6-1

H17.6.20 126,000,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
(会計法第29条の3第5項，予決令第99条の２)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

563
富士ゼロックス㈱
東京都港区六本木３－１－１

ＬＡＮ端末等設定

支出負担行為担当官
　仙台高等裁判所事務局長
　秋葉　康弘
　仙台市青葉区片平1-6-1

H17.7.29 2,510,130

本設定作業は，既設のネットワークと密接不可
分の関係にあり，現場の状況等に精通した業者
が行う必要があるため，性質上，相手方以外と
の契約ができず競争を許さない。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（一般競
争に移行するための準備に時間を要
するもの）

564
八ッ橋設備㈱
会津若松市桧町２－３

福島地家裁庁舎機械設備改修
工事

支出負担行為担当官
　仙台高等裁判所事務局長
　秋葉　康弘

仙台市青葉区片平1-6-1

H17.9.5 26,250,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
(会計法第29条の3第5項，予決令第99条の２)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

565
山科建設㈱
秋田県由利本荘市矢島町七日
町字曲り渕１５８－１

秋田地家裁本荘支部庁舎改修
工事

支出負担行為担当官
　仙台高等裁判所事務局長
　秋葉　康弘

仙台市青葉区片平1-6-1

H17.9.14 43,575,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
(会計法第29条の3第5項，予決令第99条の２)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

566
㈱沼田建設
盛岡市西青山３－３４－１

久慈簡裁庁舎等改修工事

支出負担行為担当官
　仙台高等裁判所事務局長
　秋葉　康弘

仙台市青葉区片平1-6-1

H17.11.18 5,250,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
(会計法第29条の3第5項，予決令第99条の２)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）
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567
㈱野村総合建装
青森市大字三内字沢部１０４－
１

青森地裁所長宿舎外構等改修
工事

支出負担行為担当官
　仙台高等裁判所事務局長
　秋葉　康弘

仙台市青葉区片平1-6-1

H17.11.21 3,097,500
競争入札の結果，落札者がなかったため
(会計法第29条の3第5項，予決令第99条の２)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

568
山科建設㈱
秋田県由利本荘市矢島町七日
町字曲り渕１５８－１

秋田地家裁本荘支部庁舎改修
工事設計変更

支出負担行為担当官
　仙台高等裁判所事務局長
　秋葉　康弘
　仙台市青葉区片平1-6-1

H17.12.19 9,922,500

本件は設計変更契約であり,原契約と一体として
発注することにより,現場管理費等の諸経費の
節減を図ることができる等,現に契約履行中の工
事に直接関連する契約として現に履行中の契
約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

569
㈱三ツ谷建設工業
岩手県東磐井郡千厩町千厩字
北ノ沢１５４

山形地家裁所長宿舎新営工事
設計変更

支出負担行為担当官
　仙台高等裁判所事務局長
　秋葉　康弘
　仙台市青葉区片平1-6-1

H18.2.13 3,223,500

本件は設計変更契約であり,原契約と一体として
発注することにより,現場管理費等の諸経費の
節減を図ることができる等,現に契約履行中の工
事に直接関連する契約として現に履行中の契
約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

570
東北レヂボン㈱
仙台市宮城野区幸町３－１１－
１０

仙台高裁子平町共同宿舎屋上
防水改修工事

支出負担行為担当官
　仙台高等裁判所事務局長
　秋葉　康弘

仙台市青葉区片平1-6-1

H18.2.17 2,940,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
(会計法第29条の3第5項，予決令第99条の２)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

571
㈱加地和組
いわき市平字小太郎町４－１１

福島地家裁いわき支部庁舎改
修工事設計変更

支出負担行為担当官
　仙台高等裁判所事務局長
　秋葉　康弘
　仙台市青葉区片平1-6-1

H18.2.20 10,820,200

本件は設計変更契約であり,原契約と一体として
発注することにより,現場管理費等の諸経費の
節減を図ることができる等,現に契約履行中の工
事に直接関連する契約として現に履行中の契
約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

572
常興電機㈱
いわき市常磐湯本町宝海１２７
－１

福島地家裁いわき支部庁舎改
修電気設備工事設計変更

支出負担行為担当官
　仙台高等裁判所事務局長
　秋葉　康弘
　仙台市青葉区片平1-6-1

H18.2.20 4,000,500

本件は設計変更契約であり,原契約と一体として
発注することにより,現場管理費等の諸経費の
節減を図ることができる等,現に契約履行中の工
事に直接関連する契約として現に履行中の契
約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

573
北関東空調工業㈱
いわき市平字柳町３

福島地家裁いわき支部庁舎改
修機械設備工事設計変更

支出負担行為担当官
　仙台高等裁判所事務局長
　秋葉　康弘
　仙台市青葉区片平1-6-1

H18.2.20 7,770,000

本件は設計変更契約であり,原契約と一体として
発注することにより,現場管理費等の諸経費の
節減を図ることができる等,現に契約履行中の工
事に直接関連する契約として現に履行中の契
約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

574
セコム㈱
東京都渋谷区神宮前１－５－１

機械警備保守

支出負担行為担当官
　仙台地方裁判所長
　千葉　勝郎
　仙台市青葉区片平1-6-1

H17.4.1 2,337,300

機械警備のための機器は，警備会社所有のも
のであり，新規参入者に委託させるとなれば，
既存の機器撤去と新たな機器の設置に相当な
費用を要することになるので，契約相手を機械
警備導入当時から委託している会社としてい
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

575
綜合警備保障㈱
東京都港区元赤坂１－６－１

機械警備保守

支出負担行為担当官
　仙台地方裁判所長
　千葉　勝郎
　仙台市青葉区片平1-6-1

H17.4.1 1,209,600

機械警備のための機器は，警備会社所有のも
のであり，新規参入者に委託させるとなれば，
既存の機器撤去と新たな機器の設置に相当な
費用を要することになるので，契約相手を機械
警備導入当時から委託している会社としてい
る。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

576
㈱会議録センター
埼玉県北足立郡吹上町本町１
－４－１２

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　仙台地方裁判所長
　千葉　勝郎
　仙台市青葉区片平1-6-1

H17.4.1 8,440,411

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

577

コニカミノルタビジネスソリュー
ションズ㈱東北支店
仙台市青葉区一番町１－２－２
５

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　仙台地方裁判所長
　千葉　勝郎
　仙台市青葉区片平1-6-1

H17.4.1 2,869,110

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（1,000枚ま
で4.00円，
1,001枚以
上3.20円/
枚）

578
仙台トーホー事務機㈱
仙台市泉区南光台２－１５－３
２

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　仙台地方裁判所長
　千葉　勝郎
　仙台市青葉区片平1-6-1

H17.4.1 1,412,866

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（1,000枚ま
で4.00円，
1,001枚以
上3.00円/
枚）
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579
松本事務機㈱
仙台市宮城野区幸町２－１１－
２３

PPC用紙(A4判)の購入
予定数量2236箱(2500枚/箱)

支出負担行為担当官
　仙台地方裁判所長
　千葉　勝郎

仙台市青葉区片平1-6-1

H17.4.1 2,422,568
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

単価契約
（1,100円/
箱）

580
松本事務機㈱
仙台市宮城野区幸町２－１１－
２３

デジタル複写機（複合機）保守

支出負担行為担当官
　仙台地方裁判所長
　千葉　勝郎
　仙台市青葉区片平1-6-1

H17.10.28 1,647,256

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできない。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（4.1円/枚）

581
㈱太陽事務機
仙台市宮城野区高砂１－１０－
２

デジタル複写機（複合機）保守

支出負担行為担当官
　仙台地方裁判所長
　千葉　勝郎
　仙台市青葉区片平1-6-1

H17.10.28 1,189,417

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできない。（会計法第２９
条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（4.1円/枚）

582
㈱恵工業
盛岡市上堂４－１１－２９

桜小路宿舎解体業務契約

支出負担行為担当官
　仙台地方裁判所長
　千葉　勝郎

仙台市青葉区片平1-6-1

H17.11.7 1,365,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

583
セコム㈱
東京都渋谷区神宮前１－５－１

機械警備保守

支出負担行為担当官
　福島地方裁判所長
　平谷　正弘
　福島市花園町5-45

H17.4.1 3,805,200

設置されているセンサー等の機器類は，セコム
株式会社製であり，各端末センサーと制御盤と
は，同社独自の制御ソフトにより制御されてい
る。よって，同社以外に本機器類を動作確認及
び調整することはできず，競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

584
コニカミノルタビジネスソリュー
ションズ㈱郡山営業所
福島県郡山市堤１－２５

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　福島地方裁判所長
　平谷　正弘
　福島市花園町5-45

H17.4.1 3,030,519

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（2.6円～4.0
円/枚）

585
福島リコピー販売㈱
福島市鎌田字卸町２１－２

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　福島地方裁判所長
　平谷　正弘
　福島市花園町5-45

H17.4.1 1,457,122

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.3円～4.3
円/枚）

586
山形リコー㈱
山形市流通センター１－４－１

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　山形地方裁判所長
　成田　喜達
　山形市旅篭町2-4-22

H17.4.1 3,014,115

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.5円～5
円/枚）

587
セコム㈱
東京都渋谷区神宮前１－５－１

機械警備保守

支出負担行為担当官
　山形地方裁判所長
　成田　喜達
　山形市旅篭町2-4-22

H17.4.1 3,666,600

設置されているセンサー等の機器類は，セコム
㈱製の製品であり，各端末センサーと制御盤と
は，セコム㈱独自の制御ソフトにより制御されて
いる。よって，同社以外に本機器類を動作確認
及び調整することはできず，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

588
東北電化工業㈱
山形市青田３－９－１８

山形地方裁判所管内法廷等ＬＡ
Ｎ設置作業等

支出負担行為担当官
　山形地方裁判所長
　岡村　稔

山形市旅篭町2-4-22

H18.3.1 3,528,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

589
㈱木津屋本店
盛岡市南大通２－３－２０

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　盛岡地方裁判所長
　若原　正樹
　盛岡市内丸9-1

H17.4.1 1,968,061

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約（5
円/枚）

590
岩手リコー㈱
盛岡市本宮字宮沢９３－１

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　盛岡地方裁判所長
　若原　正樹
　盛岡市内丸9-1

H17.4.1 3,008,406

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（4.5円/枚）

591
㈱恵工業
盛岡市上堂４－１１－２９

盛岡地方裁判所　　　　　　　　一
関支部釣山東宿舎１・２号棟解
体等業務

支出負担行為担当官
　盛岡地方裁判所長
　金谷　暁

盛岡市内丸9-1

H18.3.9 2,278,500
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

592
秋田リコー㈱
秋田市卸町４－９－１

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　秋田地方裁判所長
　満田　明彦
　秋田市山王7-1-1

H17.4.1 1,852,329

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（4.5円/枚）

593
富士ゼロックス㈱
東京都港区赤坂２－１７－２２

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　秋田地方裁判所長
　満田　明彦
　秋田市山王7-1-1

H17.4.1 1,477,531

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（4.5円/枚）
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594
パナソニックＣＣソリューション
ズ㈱
東京都目黒区下目黒２－３－８

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　秋田地方裁判所長
　満田　明彦
　秋田市山王7-1-1

H17.4.1 1,895,199

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（4.5円/枚）

595
セコム㈱
東京都渋谷区神宮前１－５－１

機械警備保守

支出負担行為担当官
　秋田地方裁判所長
　満田　明彦
　秋田市山王7-1-1

H17.4.1 5,216,400

設置されているセンサー等の機器類は，セコム
（株）製の製品であり，各端末センサーと制御盤
とは，セコム（株）独自の制御ソフトにより制御さ
れている。よって，同社以外に本機器類を動作
確認及び調整することはできず，競争を許さな
い。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

596
㈱青森ビジネスマシン
青森市八ツ役字上林１２－５

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　青森地方裁判所長
　阿部　則之
　青森市長島1-3-26

H17.4.1 1,665,886

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（4.7円/枚，
2,000枚まで
5,600円，
2,001枚以
上2.8円/
枚）

597
㈱テクノル青森支店
青森市堤町１－６－７

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　青森地方裁判所長
　阿部　則之
　青森市長島1-3-26

H17.4.1 2,392,557

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（8,000枚ま
で4.7円/
枚，8,001枚
以上4.1円/
枚）

598
ヤマダ事務機㈱
青森市荒川字柴田１７３－２

乾式複写機保守

支出負担行為担当官
　青森地方裁判所長
　阿部　則之
　青森市長島1-3-26

H17.4.1 1,112,938

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない（会
計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（4.3円/枚）

599
セコム㈱
東京都渋谷区神宮前１－５－１

機械警備保守

支出負担行為担当官
　青森地方裁判所長
　阿部　則之
　青森市長島1-3-26

H17.4.1 3,055,500

設置されているセンサー等の機器類は，セコム
㈱製の製品であり，各末端センサーと制御盤と
は，セコム㈱独自のソフトにより制御されてい
る。よって，同社以外に本機器類を動作確認及
び調整することはできず，競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

600
東スリーエス㈱
仙台市太白区鈎取１－２－２６

空気清浄機賃貸借等契約

支出負担行為担当官
　青森地方裁判所長
　阿部　則之
　青森市長島1-3-26

H17.7.1 1,304,100

特殊異臭を低減するほか，異臭の発生原因た
る揮発性有機化合物について測定・分析し，こ
れを除去するための技術的提案を行うもので
あって，高度の専門知識及び特殊な技術力を有
し，継続した測定・分析及び提案を行える業者
は相手方だけであり，競争を許さない。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

 

601
カメイ㈱青森支店
青森市原別８－７－１

ＬＳーＡ重油購入契約

支出負担行為担当官
　青森地方裁判所長
　阿部　則之

青森市長島1-3-26

H17.11.1 4,983,829
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

単価契約
（59.48円/
ℓ）

602
石井ビル管理㈱
仙台市青葉区国分町３－６－１

庁舎清掃等業務契約

支出負担行為担当官
　仙台家庭裁判所長
　小圷　眞史

仙台市青葉区片平1-6-1

H17.4.1 4,536,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

603
㈱アイクリーン
福島市陣場町２－２０

PPC用紙（Ａ４）
予定調達数量　契約計1,625
箱，うち当庁分375箱

支出負担行為担当官
　福島家庭裁判所長
　矢﨑　正彦

福島市花園町5-38

H17.7.12 1,962,187
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

単価契約
（1,150円/
箱）

604

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

乾式複写機の保守

支出負担行為担当官
　札幌高等裁判所事務局長
　河合　健司
　札幌市中央区大通西11

H17.4.1 1,807,725

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできないため競争を許さな
い。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（1.8円～3.0
円/枚）

605
㈱日立ビルシステム
東京都千代田区神田錦町１－
６

昇降機設備保守管理業務

支出負担行為担当官
　札幌高等裁判所事務局長
　河合　健司
　札幌市中央区大通西12

H17.4.1 4,586,400

株式会社日立製作所は，昇降機の制御装置等
のメンテナンスマニュアル等について，株式会社
日立ビルシステム以外には公開しておらず，ま
た，設置後３０年を経過した昇降機が３基あり，
それらについては，従前の保守・管理履歴に基
づく予防保全的な保守が必要であり，保守・管
理履歴を持たない一般の昇降機保守会社では
保守業務はできない。製造中止部品についても
株式会社日立製作所の昇降機設計図面に基づ
いて製作するため，一般の昇降機保守会社が
独自に製造することはできないため競争を許さ
ない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募による（１９年度から）
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606
㈱北海道日立ソリューションズ
札幌市東区北六条東４－８

札幌高等地方裁判所合同庁舎
構内自動交換機保守

支出負担行為担当官
　札幌高等裁判所事務局長
　河合　健司
　札幌市中央区大通西13

H17.4.1 1,899,828

株式会社日立製作所は，電子交換機の心臓部
とも言える電子機器部分（リレー装置等）の保守
に関するメンテナンスマニュアル等の一切につ
いて，株式会社北海道日立ソリューションズ以
外に公開していないため，競争を許さない。（会
計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

607
(財)札幌市環境事業公社
札幌市中央区北一条東１－４
－１

札幌高等地方裁判所合同庁舎
事業系一般廃棄物（一般ごみ及
び資源化ごみ）収集運搬業務

支出負担行為担当官
　札幌高等裁判所事務局長
　河合　健司

札幌市中央区大通西14

H17.4.1 1,322,009

事業系廃棄物のうち，一般廃棄物の収集につい
ては，札幌市内は財団法人札幌市環境事業公
社が一括して収集を行っているため，競争を許
さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの

608
㈱加納工務店
北海道釧路市旭町５－３

釧路地裁宮本１丁目共同宿舎
改修工事

支出負担行為担当官
　札幌高等裁判所事務局長
　河合　健司

札幌市中央区大通西15

H17.4.25 9,135,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
(会計法第29条の3第5項，予決令第99条の２)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

609
郡リース㈱
東京都港区六本木６－１１－１
７

札幌地家裁滝川支部仮庁舎新
営工事

支出負担行為担当官
　札幌高等裁判所事務局長
　河合　健司

札幌市中央区大通西16

H17.7.5 57,225,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
(会計法第29条の3第5項，予決令第99条の２)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

610
加藤組土建㈱
北海道函館市千歳町３－２

札幌地家裁小樽支部庁舎改修
工事設計変更

支出負担行為担当官
　札幌高等裁判所事務局長
　河合　健司
　札幌市中央区大通西18

H17.9.12 3,853,500

本件は設計変更契約であり,原契約と一体として
発注することにより,現場管理費等の諸経費の
節減を図ることができる等,現に契約履行中の工
事に直接関連する契約として現に履行中の契
約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

611
富士電機工業㈱
北海道深川市開西町１－４－２
０

札幌地家裁滝川支部庁舎新営
電気設備工事

支出負担行為担当官
　札幌高等裁判所事務局長
　河合　健司

札幌市中央区大通西17

H17.12.20 78,723,518
競争入札の結果，落札者がなかったため
(会計法第29条の3第5項，予決令第99条の２)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

612
岩田建設㈱
札幌市中央区北２条東１７－２

札幌地家裁滝川支部庁舎新営
電気設備工事設計変更

支出負担行為担当官
　札幌高等裁判所事務局長
　河合　健司
　札幌市中央区大通西19

H18.2.1 47,985,000

本件は設計変更契約であり,原契約と一体として
発注することにより,現場管理費等の諸経費の
節減を図ることができる等,現に契約履行中の工
事に直接関連する契約として現に履行中の契
約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

613
田中管工㈱
札幌市白石区北郷３条９－１－
３７

札幌地家裁滝川支部庁舎新営
機械設備工事設計変更

支出負担行為担当官
　札幌高等裁判所事務局長
　河合　健司
　札幌市中央区大通西20

H18.2.1 8,032,500

本件は設計変更契約であり,原契約と一体として
発注することにより,現場管理費等の諸経費の
節減を図ることができる等,現に契約履行中の工
事に直接関連する契約として現に履行中の契
約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

614

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

乾式複写機の保守

支出負担行為担当官
　札幌地方裁判所長
　門野　博
　札幌市中央区大通西11

H17.4.1 8,124,807

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（1.8円/枚）

615
大洋事務機㈱
札幌市東区本町１条１－３－１

乾式複写機の保守

支出負担行為担当官
　札幌地方裁判所長
　門野　博
　札幌市中央区大通西11

H17.4.1 2,069,900

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（2.858円/
枚）

616
㈱三好商会
札幌市中央区大通西１８

乾式複写機の保守

支出負担行為担当官
　札幌地方裁判所長
　門野　博
　札幌市中央区大通西11

H17.4.1 1,346,804

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約（5
円/枚）

617
セコム㈱
東京都渋谷区神宮前１－５－１

庁舎警備業務委託

支出負担行為担当官
　札幌地方裁判所長
　門野　博
　札幌市中央区大通西11

H17.4.1 3,603,600

契約対象庁には契約の相手方の警備機械が設
置されている。他社の機械警備による場合，上
記警備機械を他社のものに変更しなければなら
ず，その警備機械設置の費用を伴うことになる。
よって，契約の相手方と契約することが著しく有
利な価格をもって契約を締結できるため（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

618
綜合警備保障㈱
東京都港区元赤坂１－６－６

庁舎警備業務委託

支出負担行為担当官
　札幌地方裁判所長
　門野　博
　札幌市中央区大通西11

H17.4.1 2,247,840

契約対象庁には契約の相手方の警備機械が設
置されている。他社の機械警備による場合，上
記警備機械を他社のものに変更しなければなら
ず，その警備機械設置の費用を伴うことになる。
よって，契約の相手方と契約することが著しく有
利な価格をもって契約を締結できるため。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）
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619
中央企業㈱
滝川市緑町２－１－２５

札幌地裁滝川支部庁舎構内及
び同仮庁舎構内の除排雪

支出負担行為担当官
　札幌地方裁判所長
　都築　弘

札幌市中央区大通西11

H17.12.1 1,393,283
一般競争入札に付したが，入札者がなかったた
め
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

620
㈱札幌会議録センター
札幌市中央区北三条西２カミヤ
マビル

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　函館地方裁判所長
　矢村　宏
　函館市上新川町1-8

H17.4.1 2,637,171

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

621

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

乾式複写機の保守

支出負担行為担当官
　函館地方裁判所長
　矢村　宏
　函館市上新川町1-8

H17.4.1 1,941,858

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（2.1円～4.0
円/枚）

622
㈱北海道日立ソリューションズ
札幌市東区北六条東４－８

函館地方・家庭裁判所庁舎電
子自動電話交換設備保守業務

支出負担行為担当官
　函館地方裁判所長
　矢村　宏
　函館市上新川町1-8

H17.4.1 1,101,996

当該機器は，株式会社日立製作所製であり，当
該機器の中枢部である電子機器部分の保守等
に関する技術資料を一切公開していない。よっ
て，同社の認定業者である当該会社以外に当
該機器類を動作確認及び調整することはでき
ず，競争を許さない。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

623
綜合警備保障㈱
東京都港区元赤坂１－６－６

庁舎警備業務委託

支出負担行為担当官
　旭川地方裁判所長
　井上　稔
　旭川市花咲町４丁目

H17.4.1 4,888,800

契約の相手方は，従前から本件業務を担当して
おり，業務委託に信頼がおける。また，警備対
象庁舎に設置している業務に必要な警備設備
は相手方が設置したものであり，それらの設備
利用することを前提とすれば，新たに警備設備
の設置を必要とする他の業者に比べ著しく有利
な価格で契約することができるため。（会計法第
２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

624
㈱大江商店
旭川市７条通１５－左１

乾式複写機の保守

支出負担行為担当官
　旭川地方裁判所長
　井上　稔
　旭川市花咲町４丁目

H17.4.1 1,483,744

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（4.8円/枚）

625

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

乾式複写機の保守

支出負担行為担当官
　旭川地方裁判所長
　井上　稔
　旭川市花咲町４丁目

H17.4.1 1,565,193

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（2.1円/枚）

626
フジテック㈱
大阪府茨木市庄１－２８－１０

昇降機設備保守管理業務

支出負担行為担当官
　旭川地方裁判所長
　井上　稔
　旭川市花咲町４丁目

H17.4.1 1,461,600

当庁のエレベーター設備は，フジテック株式会
社製である。同社の心臓部ともいえる制御盤，
巻き上げ機部分の工事及び保守に関する技術
資料の一切を一般公開していない。また設備の
故障の時などの原因調査の必要性から，デー
ターを入力してコンピュータで管理し，その情報
を独自の方法で呼び込みするシステムになって
おり，他のエレベーター保守業者では，保守業
務が困難であるため競争を許さない。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

627
㈱オーテック
東京都江東区東陽２－４－３９

庁舎空調設備自動制御装置及
び電子式エアクリーナー一式保
守点検業務

支出負担行為担当官
　旭川地方裁判所長
　井上　稔
　旭川市花咲町４丁目

H17.4.1 2,979,900

契約の相手方は，本件空調設備をメンテナンス
する専門業者であって，当庁の空調自動制御装
置は，専門のコンピューターソフト及び株式会社
山武ビルシステムカンパニーの製品を使ってお
り，同社の部品供給は相手方のみに限定されて
おり，他の空調保守業者ではその部分の保守
業務が困難であるため競争を許さない。（会計
法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

628
ジョンソンコントロールズ㈱
東京都千代田区九段北３－３
－９新一口坂ビル

釧路地方裁判所庁舎中央監視
装置等保守点検業務

支出負担行為担当官
　釧路地方裁判所長
　小池　信行
　釧路市柏木町4-7

H17.4.1 7,037,100

本装置等については高度なシステムで管理構
築されており，ソフトは契約業者の開発によるも
ので公開されていないため，他社との契約は不
可能であり，競争を許さない。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

629
沖ウインテック㈱
東京都品川区北品川１－１９－
４

釧路地裁管内庁舎構内交換設
備点検保守業務

支出負担行為担当官
　釧路地方裁判所長
　小池　信行
　釧路市柏木町4-7

H17.4.1 1,213,128

契約相手は交換器製造メーカーの系列会社で
あり，機器構成及び保守に関するライセンスは
同社のみにしか公開しておらず，他社との契約
を締結することは不可能であるため競争を許さ
ない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）
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630
綜合警備保障㈱
東京都港区元赤坂１－６－６

釧路地裁管内警備委託業務

支出負担行為担当官
　釧路地方裁判所長
　小池　信行
　釧路市柏木町4-7

H17.4.1 3,055,500

設置されているセンサー等の機器類は所有者で
ある契約の相手方の製品であり，各端末セン
サーと制御盤とは独自の制御ソフトによるもので
あるため競争を許さない。（会計法第２９条の３
第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（次回機
器更新時から）

631
㈱マルエイ六峰社
釧路市北大通９－１

乾式複写機の保守

支出負担行為担当官
　釧路地方裁判所長
　小池　信行

釧路市柏木町4-7

H17.4.1 2,729,182

乾式複写機の販売形態は，機器の納入業者が
保守契約も締結することを前提としており，納入
業者以外の業者が保守を請け負うことはできず
競争を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.4円～5.0
円/枚）

632
北見石油販売㈱
北見市卸町１－７－１

釧路地方裁判所北見支部Ａ重
油購入契約

支出負担行為担当官
　釧路地方裁判所長
　小池　信行

釧路市柏木町4-7

H17.9.30 2,295,941
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

単価契約
（67.00円/
ℓ）

633

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

乾式複写機の保守

支出負担行為担当官
　札幌家庭裁判所長
　岡光　民雄
　札幌市中央区大通西12

H17.4.1 2,121,006

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（1.8円～3.9
円/枚）

634
日本オーチスエレベータ㈱
東京都中央区晴海１－８－１０

昇降機設備保守管理業務

支出負担行為担当官
　高松高等裁判所事務局長
　豊澤　佳弘
　高松市丸の内1-36

H17.4.1 2,542,050

老朽化に伴い軽微な故障が多発し，年に数回
程度エレベータが停止する事態も生じており，故
障，停止の際には，人命にかかわる事態も否定
できないため，早急な対応と復旧が求められる
が，３５年前に製造されたエレベータの部品を常
時保有し，迅速な対応と復旧が可能なのは，高
松地区においては，設置業者以外になく競争を
許さない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募による（１９年度から）

635
大成建設㈱
東京都新宿区西新１－２５－１

高知地裁所長宿舎新営工事

支出負担行為担当官
　高松高等裁判所事務局長
　豊澤　佳弘

高松市丸の内1-36

H17.10.17 34,860,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
(会計法第29条の3第5項，予決令第99条の２)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

636
㈲ヨシコー建設
高知市二葉町４－３－１０２

高知地家裁中村支部落石防護
柵設置等工事

支出負担行為担当官
　高松高等裁判所事務局長
　豊澤　佳弘

高松市丸の内1-36

H17.10.28 6,615,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
(会計法第29条の3第5項，予決令第99条の２)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

637
㈲山下英建設
松山市古川北１－２０－７

松山地家裁西条支部庁舎吹付
石綿除去工事

支出負担行為担当官
　高松高等裁判所事務局長
　豊澤　佳弘

高松市丸の内1-36

H17.11.4 3,108,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
(会計法第29条の3第5項，予決令第99条の２)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

638
松山土建㈱
松山市辻町１－３５

松山地簡裁庁舎屋上防水改修
工事

支出負担行為担当官
　高松高等裁判所事務局長
　豊澤　佳弘

高松市丸の内1-36

H17.11.10 16,800,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
(会計法第29条の3第5項，予決令第99条の２)

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

639
松山土建㈱
松山市辻町１－３５

松山地簡裁庁舎屋上防水改修
工事設計変更

支出負担行為担当官
　高松高等裁判所事務局長
　豊澤　佳弘
　高松市丸の内1-36

H18.1.10 6,510,000

本件は設計変更契約であり,原契約と一体として
発注することにより,現場管理費等の諸経費の
節減を図ることができる等,現に契約履行中の工
事に直接関連する契約として現に履行中の契
約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

640
大成建設㈱
東京都新宿区西新１－２５－１

高知地裁所長宿舎新営工事設
計変更

支出負担行為担当官
　高松高等裁判所事務局長
　豊澤　佳弘
　高松市丸の内1-36

H18.1.27 10,080,000

本件は設計変更契約であり,原契約と一体として
発注することにより,現場管理費等の諸経費の
節減を図ることができる等,現に契約履行中の工
事に直接関連する契約として現に履行中の契
約者に履行させた方が有利であるため。
(会計法第２９条の３第４項、予決令第１０２条の
４第４号イ)

その他 随意契約によらざるを得ないもの

641
デュプロ㈱
高松市春日町１６１－６

乾式複写機保守業務

支出負担行為担当官
　高松地方裁判所長
　溝淵　　勝
　高松市丸の内1-36

H17.4.1 1,747,062

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（2.6円～3.3
円/枚）

642
㈱赤松商店
高松市花園町１－６－６

乾式複写機保守業務

支出負担行為担当官
　高松地方裁判所長
　溝淵　　勝
　高松市丸の内1-36

H17.4.1 1,497,016

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（2.8円/枚）

643
㈱議事録発行センター
岡山市高柳西町１－２３

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　徳島地方裁判所長
　渡 　　等
　徳島市徳島町1-5

H17.4.1 9,693,603

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）
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644
デュプロ㈱
高松市春日町１６１－６

乾式複写機保守業務

支出負担行為担当官
　徳島地方裁判所長
　渡 　　等
　徳島市徳島町1-5

H17.4.1 2,418,931

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
１８年度以降において当該事務・事業
の委託等を行わないもの

単価契約
（4.72円～
4.93円/枚）

645
サカノ㈱
徳島市南内町１－４０－２

乾式複写機保守業務

支出負担行為担当官
　徳島地方裁判所長
　渡 　　等
　徳島市徳島町1-5

H17.4.1 1,154,040

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（4.7円～4.9
円/枚）

646
徳島美装工業㈱
徳島市秋田町４－１０

徳島地方裁判所及び徳島地方
裁判所美馬支部庁舎清掃

支出負担行為担当官
　徳島地方裁判所長
　渡 　　等

徳島市徳島町1-5

H17.4.1 5,000,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

647
フジテック㈱
大阪府茨木市庄１－２８－１０

昇降機設備保守管理業務

支出負担行為担当官
　高知地方裁判所長
　渡邉　安一
　高知市丸ノ内1-3-5

H17.4.1 2,898,000

独自の特殊な技術及び部品が使用されている
ため，当該昇降機のメーカーでなければ故障の
際の速やかな部品調達及び復旧は困難であり，
かつ，故障の予見及び事故の迅速対応のため
には，同メーカーの遠隔監視システム等を利用
する必要があるため競争を許さない。（会計法
第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募による（１９年度から）

648
㈱議事録発行センター
岡山市高柳西町１－２３

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　高知地方裁判所長
　渡邉　安一
　高知市丸ノ内1-3-5

H17.4.1 4,235,640

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

649
㈲日本タイプ商会
高知市上町３－７－３２

乾式複写機保守業務

支出負担行為担当官
　高知地方裁判所長
　渡邉　安一
　高知市丸ノ内1-3-5

H17.4.1 2,098,685

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.5円～4.0
円/枚）

650
㈱岡村文具
高知市帯屋町２－２－２２

乾式複写機保守業務

支出負担行為担当官
　高知地方裁判所長
　渡邉　安一
　高知市丸ノ内1-3-5

H17.4.1 1,536,565

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（3.1円～
25.0円/枚）

651
㈱議事録発行センター
岡山市高柳西町１－２３

録音反訳業務委託

支出負担行為担当官
　松山地方裁判所長
　下司　正明
　松山市一番町3-3-8

H17.4.1 9,688,643

裁判記録である供述調書に使用できる十分な
品質を確保するには，高度な知識，反訳能力及
び処理態勢が必要であり，かつ，事件内容等の
秘密保持態勢について，高度の信頼性が必要
であるため，その能力等を有していることが確認
できた相手方と契約している。（会計法第２９条
の３第４項）

見直しの余地あり
一般競争入札に移行するための準
備に時間を要するもの（入札の条件
等を中期的に準備し，競争に移行）

652
アカマツ㈱
松山市福音寺町２３５－１

乾式複写機保守業務

支出負担行為担当官
　松山地方裁判所長
　下司　正明
　松山市一番町3-3-8

H17.4.1 4,928,788

乾式複写機の販売形態については，機器の納
入業者が保守契約も締結することを前提に市場
が構成されているため，納入業者以外の業者が
保守を請け負うことはできず競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
随意契約によらざるを得ないもの（次
回更新時までの保守料を踏まえて競
争を行ったもの）

単価契約
（2.35円～
4.90円/枚）

653
三菱電機ビルテクノサービス㈱
東京都千代田区大手町２－６
－２

昇降機設備保守管理業務

支出負担行為担当官
　松山地方裁判所長
　下司　正明
　松山市一番町3-3-8

H17.4.1 2,444,400

制御システムをコンピューター化したため，メン
テナンスにメーカー独自の科学的な保守作業シ
ステムや技術管理を要する。また，遠隔点検，
診断装置を備えており，同装置は，メーカーでな
ければ，設置及び管理することはできず競争を
許さない。（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり 公募による（１９年度から）

654
松山土建㈱
松山市辻町１－３５

松山地裁宇和島支部山際宿舎
建物撤去等作業請負

支出負担行為担当官
　松山地方裁判所長
　田中　信義

松山市一番町3-3-8

H18.2.28 1,449,000
競争入札の結果，落札者がなかったため
（会計法第29条の３第５項，予決令第99条の２）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

655
日立ビルシステム㈱
東京都千代田区神田錦町１－
６

昇降機設備保守管理業務

支出負担行為担当官
　松山家庭裁判所長
　丸　山　昌　一
　松山市南堀端町２番地１

H17.4.1 1,014,300

昭和５１年の日立製作所製で，経年劣化が相当
進行し，年々保守が困難，かつ，不測の事故発
生が懸念される。故障時，早急な対応が可能で
あるのは，松山地区においては，日立ビルシス
テム以外になく競争を許さない。（会計法第２９
条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

656 東京電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 5,767,354
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

657 東京都水道局 水道料

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 17,637,504
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約
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658 和光市水道事業管理者 水道料

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 28,531,834
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

659 東京ガス（株） ガス料

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 86,454,162
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

660 東日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 21,822,550
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

661 ㈱ＫＤＤＩﾈｯﾄﾜｰｸ＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ 電話料

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 157,541,614
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

662 ㈱パワードコム 電話料

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 32,321,234
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

663 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 9,170,100
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

664 ＫＤＤＩ（株） 電話料

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 46,030,569
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

665 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦

東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 39,182,783

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

666 日本放送協会 放送受信料

支出負担行為担当官
　最高裁判所事務総局経理局長
　大谷　剛彦
　東京都千代田区隼町4-2

H17.4.1 2,460,380

放送法第３２条の規定により，日本放送協会の
放送を受信することのできる受信設備を設置し
た者は，同協会とその放送の受信についての契
約をしなければならないとされていることから，
競争を許さない（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

667 東京都水道局 水道料

支出負担行為担当官
　東京高等裁判事務局長
　山名　　学
　千代田区霞が関一丁目１番４
号

H17.4.1 54,733,825
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

668 東日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　東京高等裁判事務局長
　山名　　学
　千代田区霞が関一丁目１番４
号

H17.4.1 4,573,958
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

669 ＫＤＤＩ（株） 電話料

支出負担行為担当官
　東京高等裁判事務局長
　山名　　学
　千代田区霞が関一丁目１番４
号

H17.4.1 2,321,742
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

670 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　東京高等裁判所事務局長
　山　名　　学

東京都千代田区霞が関１-1-4

H17.4.1 19,509,712

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

671 東京電力（株） 電気料（独立簡裁・分室分）

支出負担行為担当官
　 東京地方裁判所長
　 金　築　誠　志

 千代田区霞が関１－１－４

H17.4.1 11,207,208
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

672 東京電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　 東京地方裁判所長
　 金　築　誠　志

 千代田区霞が関１－１－４

H17.4.1 25,382,683
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

単価契約

673 東京都水道局 水道料

支出負担行為担当官
　 東京地方裁判所長
　 金　築　誠　志

 千代田区霞が関１－１－４

H17.4.1 1,610,825
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

674 八王子市水道局 水道料

支出負担行為担当官
　 東京地方裁判所長
　 金　築　誠　志

 千代田区霞が関１－１－４

H17.4.1 4,763,017
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約
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契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由 点検結果 講ずる措置 備考

675 東京ガス（株）
ガス料（青梅を除く独立簡裁・分
室分）

支出負担行為担当官
　 東京地方裁判所長
　 金　築　誠　志

 千代田区霞が関１－１－４

H17.4.1 13,653,720
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

676
京セラコミュニケーションシステ
ム（株）

電話料

支出負担行為担当官
　 東京地方裁判所長
　 金　築　誠　志

 千代田区霞が関１－１－４

H17.4.1 31,779,271
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

677 東日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　 東京地方裁判所長
　 金　築　誠　志

 千代田区霞が関１－１－４

H17.4.1 4,920,314
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

678 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料

支出負担行為担当官
　 東京地方裁判所長
　 金　築　誠　志

 千代田区霞が関１－１－４

H18.3.1 1,395,831
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

679 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　 東京地方裁判所長
　 金　築　誠　志

 千代田区霞が関１－１－４

H17.4.1 97,401,340

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

680 横浜市水道局 水道料

支出負担行為担当官
　横浜地方裁判所長
　淺生　重機

横浜市中区日本大通９

H17.4.1 6,394,212
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

681 川崎市水道局 水道料

支出負担行為担当官
　横浜地方裁判所長
　淺生　重機

横浜市中区日本大通９

H17.4.1 2,358,657
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

682 東京ガス（株） ガス料

支出負担行為担当官
　横浜地方裁判所長
　淺生　重機

横浜市中区日本大通９

H17.4.1 22,759,949
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約

683 東日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　横浜地方裁判所長
　淺生　重機

横浜市中区日本大通９

H17.4.1 10,845,123
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

684 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料

支出負担行為担当官
　横浜地方裁判所長
　淺生　重機

横浜市中区日本大通９

H17.4.1 3,880,256
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

685 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　横浜地方裁判所長
　淺生　重機

横浜市中区日本大通９

H17.4.1 38,709,970

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

686 さいたま市水道局 水道料

支出負担行為担当官
  さいたま地方裁判所長
　北山　元章

さいたま市浦和区高砂3-16-45

H17.4.1 6,538,683
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

687 川越市水道局 水道料

支出負担行為担当官
  さいたま地方裁判所長
　北山　元章

さいたま市浦和区高砂3-16-45

H17.4.1 1,869,639
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

688 東京ガス（株） ガス料

支出負担行為担当官
  さいたま地方裁判所長
　北山　元章

さいたま市浦和区高砂3-16-45

H17.4.1 8,932,722
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約

689 東彩ガス（株） ガス料

支出負担行為担当官
  さいたま地方裁判所長
　北山　元章

さいたま市浦和区高砂3-16-45

H17.4.1 2,693,469
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

690 武州ガス（株） ガス料

支出負担行為担当官
  さいたま地方裁判所長
　北山　元章

さいたま市浦和区高砂3-16-45

H17.4.1 3,874,027
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

691
日本テレコム（株）
東日本電信電話（株）
ＮＴＴｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ（株）

電話料

支出負担行為担当官
  さいたま地方裁判所長
　北山　元章

さいたま市浦和区高砂3-16-45

H17.4.1 9,916,251
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

692 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
  さいたま地方裁判所長
　北山　元章

さいたま市浦和区高砂3-16-45

H17.4.1 6,883,224

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約
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件数
契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称，場所，期間及
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693 東京電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　千葉地方裁判所長
　山崎　潮

千葉市中央区中央４－１１－27

H17.4.1 34,321,698
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約

694 千葉県水道局 上水道料

支出負担行為担当官
　千葉地方裁判所長
　山崎　潮

千葉市中央区中央４－１１－27

H17.4.1 3,454,119
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

695 千葉市 下水道料

支出負担行為担当官
　千葉地方裁判所長
　山崎　潮

千葉市中央区中央４－１１－27

H17.4.1 1,818,290
利用可能な業者が相手方のみであり，競争を許
さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

696 東京ガス（株） ガス料

支出負担行為担当官
　千葉地方裁判所長
　山崎　潮

千葉市中央区中央４－１１－27

H17.4.1 3,989,374
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

697 東日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　千葉地方裁判所長
　山崎　潮

千葉市中央区中央４－１１－27

H17.4.1 8,138,205
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

698 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料

支出負担行為担当官
　千葉地方裁判所長
　山崎　潮

千葉市中央区中央４－１１－27

H17.4.1 3,764,108
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

699 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　千葉地方裁判所長
　山崎　潮

千葉市中央区中央４－１１－27

H17.4.1 33,646,290

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

700 東京電力（株） 電気料（日立支部）

支出負担行為担当官
　水戸地方裁判所長
　一宮　なほみ

水戸市大町１－１－３８

H17.4.1 1,805,243
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

701 土浦市水道部 水道料（土浦支部）

支出負担行為担当官
　水戸地方裁判所長
　一宮　なほみ

水戸市大町１－１－３８

H17.4.1 1,740,012
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

702 東部ガス（株） ガス料

支出負担行為担当官
　水戸地方裁判所長
　一宮　なほみ

水戸市大町１－１－３８

H17.4.1 10,505,840
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

703 東日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　水戸地方裁判所長
　一宮　なほみ

水戸市大町１－１－３８

H17.4.1 7,666,482

基本料及び警察電話使用料であり，供給を行う
ことが可能な業者が相手方のみであり，競争を
許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

704 日本テレコム（株） 電話料（通話料のみ）

支出負担行為担当官
　水戸地方裁判所長
　一宮　なほみ

水戸市大町１－１－３８

H17.4.1 2,083,214
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

705 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　水戸地方裁判所長
　一宮　なほみ

水戸市大町１－１－３８

H17.4.1 13,273,520

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

706 東京電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　宇都宮地方裁判所長
　大野　市太郎

宇都宮市小幡１－１－３８

H17.4.1 5,060,076
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。（会計法２９条の３第４項）

見直しの余地あり 競争入札に移行（１９年度） 単価契約

707 宇都宮市水道局 水道料

支出負担行為担当官
　宇都宮地方裁判所長
　大野　市太郎

宇都宮市小幡１－１－３８

H17.4.1 2,413,872
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

708 栃木ガス㈱ ガス料

支出負担行為担当官
　宇都宮地方裁判所長
　大野　市太郎

宇都宮市小幡１－１－３８

H17.4.1 2,472,966
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

709 足利ガス㈱ ガス料

支出負担行為担当官
　宇都宮地方裁判所長
　大野　市太郎

宇都宮市小幡１－１－３８

H17.4.1 2,236,285
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

710 東日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　宇都宮地方裁判所長
　大野　市太郎

宇都宮市小幡１－１－３８

H17.4.1 4,550,134
各社の料金制度を比較検討し，最安価の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約
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711 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　宇都宮地方裁判所長
　大野　市太郎

宇都宮市小幡１－１－３８

H17.4.1 14,911,710

郵便法又は民間事業者による信書の送達に関
する法律の規定する郵便及び信書の送達が可
能な業者は，日本郵政公社以外に無く，競争を
許さない。（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

712 東京ガス（株） ガス料

支出負担行為担当官
　前橋地方裁判所長
　池田　　修

前橋市大手町三丁目１番３４号

H17.4.1 5,528,643
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

713 桐生瓦斯㈱ ガス料

支出負担行為担当官
　前橋地方裁判所長
　池田　　修

前橋市大手町三丁目１番３４号

H17.4.1 1,789,752
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

714 太田都市ガス㈱ ガス料

支出負担行為担当官
　前橋地方裁判所長
　池田　　修

前橋市大手町三丁目１番３４号

H17.4.1 2,100,402
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

715 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料

支出負担行為担当官
　前橋地方裁判所長
　池田　　修

前橋市大手町三丁目１番３４号

H17.4.1 1,735,935
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

716 東日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　前橋地方裁判所長
　池田　　修

前橋市大手町三丁目１番３４号

H17.4.1 3,783,262
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

717 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　前橋地方裁判所長
　池田　　修

前橋市大手町三丁目１番３４号

H17.4.1 12,518,360

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

718 中部電力㈱
静岡地方裁判所浜松支部庁舎
で使用する電気料

支出負担行為担当官
　静岡地方裁判所長
　吉戒　修一

静岡市葵区追手町１０番８０号

H17.4.1 3,870,169
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約

719 静岡ガス（株） ガス料

支出負担行為担当官
　静岡地方裁判所長
　吉戒　修一

静岡市葵区追手町１０番８０号

H17.4.1 7,804,704
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。（会計法第２９条の３第４
項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

720 中部ガス（株）
静岡地方裁判所浜松支部庁舎
で使用するガス料

支出負担行為担当官
　静岡地方裁判所長
　吉戒　修一

静岡市葵区追手町１０番８０号

H17.4.1 2,704,694
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。（会計法第２９条の３第４
項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

721 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　静岡地方裁判所長
　吉戒　修一

静岡市葵区追手町１０番８０号

H17.4.1 11,180,341
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

722 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　静岡地方裁判所長
　吉戒　修一

静岡市葵区追手町１０番８０号

H17.4.2 23,287,355

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

723 東京電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　甲府地方裁判所長
　飯村敏明

甲府市中央１－１０－７

H17.4.1 9,230,854
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約

724 甲府市水道局 水道料

支出負担行為担当官
　甲府地方裁判所長
　飯村敏明

甲府市中央１－１０－７

H17.4.1 1,871,348
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

725 東日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　甲府地方裁判所長
　飯村敏明

甲府市中央１－１０－７

H17.4.1 2,528,773
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

726 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料

支出負担行為担当官
　甲府地方裁判所長
　飯村敏明

甲府市中央１－１０－７

H17.4.1 1,001,114
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

727 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　甲府地方裁判所長
　飯村敏明

甲府市中央１－１０－７

H17.4.1 6,594,710

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

728 長野市水道局 水道料

支出負担行為担当官
　長野地方裁判所長
　中山　隆夫

長野市旭町１１０８番地

H17.4.1 1,950,714
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約
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729 東京ガス（株） ガス料

支出負担行為担当官
　長野地方裁判所長
　中山　隆夫

長野市旭町１１０８番地

H17.4.1 5,823,772
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

730 松本ガス（株） ガス料

支出負担行為担当官
　長野地方裁判所長
　中山　隆夫

長野市旭町１１０８番地

H17.4.1 3,091,573
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

731
諏訪瓦斯（株）
諏訪市小和田南１７番５号

ガス料

支出負担行為担当官
　長野地方裁判所長
　中山　隆夫

長野市旭町１１０８番地

H17.4.1 2,647,366
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

732
信州ガス（株）
飯田市箕輪町３－２７００

ガス料

支出負担行為担当官
　長野地方裁判所長
　中山　隆夫

長野市旭町１１０８番地

H17.4.1 3,127,545
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

733 東日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　長野地方裁判所長
　中山　隆夫

長野市旭町１１０８番地

H17.4.1 7,592,638
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

734 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料

支出負担行為担当官
　長野地方裁判所長
　中山　隆夫

長野市旭町１１０８番地

H17.4.1 2,080,134
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

735 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　長野地方裁判所長
　中山　隆夫

長野市旭町１１０８番地

H17.4.1 15,177,380

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

736 新潟市水道局 水道料（本庁）

支出負担行為担当官
　新潟地方裁判所長
　宗　宮　英　俊

新潟市学校町通１－１

H17.4.1 2,818,248
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

737 上越市ガス水道局 ガス料（高田支部）

支出負担行為担当官
　新潟地方裁判所長
　宗　宮　英　俊

新潟市学校町通１－１

H17.4.1 1,964,910
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

738 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）
電話料
（本庁及び管内各庁）計１２庁

支出負担行為担当官
　新潟地方裁判所長
　宗　宮　英　俊

新潟市学校町通１－１

H17.4.1 3,068,545
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため，競争を許さない。（会計法
第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

739 東日本電信電話（株）
電話料
（本庁及び管内各庁）計１２庁

支出負担行為担当官
　新潟地方裁判所長
　宗　宮　英　俊

新潟市学校町通１－１

H17.4.1 5,203,404
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため，競争を許さない。（会計法
第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

740 日本郵政公社
料金後納郵便料
（本庁及び管内各庁）計１２庁

支出負担行為担当官
　新潟地方裁判所長
　宗　宮　英　俊

新潟市学校町通１－１

H17.4.1 13,250,310

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

741 東京都水道局 水道料

支出負担行為担当官
　東京家庭裁判所長
　細川　清
　東京都千代田区霞ヶ関１－１
－２

H17.4.1 13,886,988
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

742
京セラコミュニケーションシステ
ム（株）

電話料

支出負担行為担当官
　東京家庭裁判所長
　細川　清
　東京都千代田区霞ヶ関１－１
－２

H17.4.1 7,832,006
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

743 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　東京家庭裁判所長
　細川　清
　東京都千代田区霞ヶ関１－１
－２

H17.4.1 10,926,380

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

744 東京電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　横浜家庭裁判所長
　安倍　嘉人

横浜市中区寿町1-2

H17.4.1 9,576,659
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

745 横浜市水道局 水道料

支出負担行為担当官
　横浜家庭裁判所長
　安倍　嘉人

横浜市中区寿町1-2

H17.4.1 7,668,308
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約
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746 東京ガス（株） ガス料

支出負担行為担当官
　横浜家庭裁判所長
　安倍　嘉人

横浜市中区寿町1-2

H17.4.1 3,401,464
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

747 東日本電信電話（株） 電話料（回線電話基本料等）

支出負担行為担当官
　横浜家庭裁判所長
　安倍　嘉人

横浜市中区寿町1-2

H17.4.1 3,276,916
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第５項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

748 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　横浜家庭裁判所長
　安倍　嘉人

横浜市中区寿町1-2

H17.4.1 5,952,410

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

749 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　さいたま家庭裁判所長
　小　川　克　介
　さいたま市浦和区高砂３－１６

－４５

H17.4.1 5,410,040

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

750 東京電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　千葉家庭裁判所長
　稲田龍樹

千葉市中央区中央4-11-27

H17.4.1 5,339,452
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

751 東京ガス（株） ガス料

支出負担行為担当官
　千葉家庭裁判所長
　稲田龍樹

千葉市中央区中央4-11-27

H17.4.1 4,709,099
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

752 東日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　千葉家庭裁判所長
　稲田龍樹

千葉市中央区中央4-11-27

H17.4.1 1,370,481
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

753 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　千葉家庭裁判所長
　稲田龍樹

千葉市中央区中央4-11-27

H17.4.1 4,459,880

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
能な業者は，日本郵政公社以外になく，競争を
許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

754 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　水戸家庭裁判所長
　雨宮則夫

水戸市大町１－１－３８

H17.4.1 3,757,470

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

755 東日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　宇都宮家庭裁判所長
　青栁　馨

宇都宮市小幡１－１－３８

H17.4.1 1,864,051
各社の料金制度を比較検討し，最安価の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

756 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　宇都宮家庭裁判所長
　青栁　馨

宇都宮市小幡１－１－３８

H17.4.1 2,327,150

郵便法又は民間業者による信書の送達に関す
る法律の規定する郵便及び信書の送達が可能
な業者は，日本郵政公社以外に無く，競争を許
さない。（会計法２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

757 東日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　前橋家庭裁判所長
　福岡　右武

前橋市大手町３－１－３４

H17.4.1 1,032,524
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

758 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　前橋家庭裁判所長
　福岡　右武

前橋市大手町３－１－３４

H17.4.1 2,352,450

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

759 静岡ガス（株）
静岡家庭裁判所庁舎で使用す
るガス料

支出負担行為担当官
　静岡家庭裁判所長
　木村　　烈

静岡市葵区城内町１番２０号

H17.4.1 2,697,277
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

760 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　静岡家庭裁判所長
　木村　　烈

静岡市葵区城内町１番２０号

H17.4.1 3,932,570

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

761 東北電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　新潟家庭裁判所所長
  石塚　章夫
 新潟市川岸町１－５４－１

H17.4.1 4,959,583
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約

762 北陸ガス（株） ガス料

支出負担行為担当官
　新潟家庭裁判所所長
  石塚　章夫
 新潟市川岸町１－５４－１

H17.4.1 2,810,022
供給を行うことが可能な業者は相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

763 東日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　新潟家庭裁判所所長
  石塚　章夫
 新潟市川岸町１－５４－１

H17.4.1 1,134,629
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない（会計法第２
９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約
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764 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　新潟家庭裁判所所長
  石塚　章夫
 新潟市川岸町１－５４－１

H17.4.1 2,399,240

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

765 大阪市水道局 水道料

支出負担行為担当官
　大阪高等裁判所事務局長
　小野　憲一
　大阪市北区西天満二丁目１-１

0

H17.4.1 27,878,429
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

766 大阪ガス（株） ガス料

支出負担行為担当官
　大阪高等裁判所事務局長
　小野　憲一
　大阪市北区西天満二丁目１-１

0

H17.4.1 27,089,500
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に以降（価格競争）（１９年
度から）

単価契約

767 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　大阪高等裁判所事務局長
　小野　憲一
　大阪市北区西天満二丁目１-１

0

H17.4.1 8,946,161
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

768 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料

支出負担行為担当官
　大阪高等裁判所事務局長
　小野　憲一
　大阪市北区西天満二丁目１-１

0

H17.4.1 3,069,084
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

769 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　大阪高等裁判所事務局長
　小野　憲一
　大阪市北区西天満二丁目１-１

0

H17.4.1 12,491,990

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

770 関西電力（株）
電気料（執行部等合同庁舎，堺
支部，岸和田支部）

支出負担行為担当官
　大阪地方裁判所長
　大山隆司

大阪市北区西天満二丁目1-10

H17.4.1 22,167,293
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(価格競争）（１８年度
から）

単価契約

771 関西電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　大阪地方裁判所長
　大山隆司

大阪市北区西天満二丁目1-10

H17.4.1 6,079,765
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。（会計法第２９条の３第４
項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

772 堺市 水道料

支出負担行為担当官
　大阪地方裁判所長
　大山隆司

大阪市北区西天満二丁目1-10

H17.4.1 2,163,350
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。（会計法第２９条の３第４
項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

773 岸和田市 水道料

支出負担行為担当官
　大阪地方裁判所長
　大山隆司

大阪市北区西天満二丁目1-10

H17.4.1 2,009,390
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。（会計法第２９条の３第４
項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

774 大阪ガス（株） ガス料

支出負担行為担当官
　大阪地方裁判所長
　大山隆司

大阪市北区西天満二丁目1-10

H17.4.1 8,963,548
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。（会計法第２９条の３第４
項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

775 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料

支出負担行為担当官
　大阪地方裁判所長
　大山隆司

大阪市北区西天満二丁目1-10

H17.4.1 4,553,628
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

776 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　大阪地方裁判所長
　大山隆司

大阪市北区西天満二丁目1-10

H17.4.1 11,248,467
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法大２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

777 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　大阪地方裁判所長
　大山隆司

大阪市北区西天満二丁目1-10

H17.4.1 45,122,980

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

778 大阪市水道局 水道料

支出負担行為担当官
　大阪家庭裁判所長
　中田　昭孝

大阪市中央区大手前4-1-13

H17.4.1 5,827,932
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

779 大阪ガス（株） ガス料

支出負担行為担当官
　大阪家庭裁判所長
　中田　昭孝

大阪市中央区大手前4-1-13

H17.4.1 7,568,529
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

780 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　大阪家庭裁判所長
　中田　昭孝

大阪市中央区大手前4-1-13

H17.4.1 2,917,705
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約
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781 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料

支出負担行為担当官
　大阪家庭裁判所長
　中田　昭孝

大阪市中央区大手前4-1-13

H17.4.1 1,247,995
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

782 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　大阪家庭裁判所長
　中田　昭孝

大阪市中央区大手前4-1-13

H17.4.1 7,710,350

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

783 京都市水道局 水道料

支出負担行為担当官
　京都地方裁判所長
　大山　隆司

京都市中京区菊屋町

H17.4.1 3,093,890
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

784 大阪ガス（株） ガス料（本庁）

支出負担行為担当官
　京都地方裁判所長
　大山　隆司

京都市中京区菊屋町

H17.4.1 10,837,566
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約

785 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　京都地方裁判所長
　大山　隆司

京都市中京区菊屋町

H17.4.1 7,082,651
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

786 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料

支出負担行為担当官
　京都地方裁判所長
　大山　隆司

京都市中京区菊屋町

H17.4.1 2,487,618
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

787 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　京都地方裁判所長
　大山　隆司
　京都市中京区菊屋町

H17.4.1 11,775,340

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

788 関西電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　京都家庭裁判所長
　南　　　敏　文

京都市左京区下鴨宮河町１

H17.4.1 6,806,295
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

単価契約

789 京都市水道局 水道料

支出負担行為担当官
　京都家庭裁判所長
　南　　　敏　文

京都市左京区下鴨宮河町１

H17.4.1 1,637,186
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

790 大阪ガス（株） ガス料

支出負担行為担当官
　京都家庭裁判所長
　南　　　敏　文

京都市左京区下鴨宮河町１

H17.4.1 4,228,803
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

791 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　京都家庭裁判所長
　南　　　敏　文

京都市左京区下鴨宮河町１

H17.4.1 1,790,154
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

792 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　京都家庭裁判所長
　南　　　敏　文

京都市左京区下鴨宮河町１

H17.4.1 2,497,320

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

793 関西電力（株）
電気料（本庁，尼崎支部，姫路
支部，豊岡支部，洲本支部）

支出負担行為担当官
　神戸地方裁判所長
　林　　　　醇

神戸市中央区橘通2-2-1

H17.4.1 30,991,981
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度）（ただし，本庁については，１７年
度下半期から実施済）

単価契約

794 関西電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　神戸地方裁判所長
　林　　　　醇

神戸市中央区橘通2-2-1

H17.4.1 8,310,269
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

795 神戸市水道局 水道料

支出負担行為担当官
　神戸地方裁判所長
　林　　　　醇

神戸市中央区橘通2-2-1

H17.4.1 6,126,116
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

796 尼崎市水道局 水道料

支出負担行為担当官
　神戸地方裁判所長
　林　　　　醇

神戸市中央区橘通2-2-1

H17.4.1 1,916,962
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

797
姫路市水道事業
管理者

水道料

支出負担行為担当官
　神戸地方裁判所長
　林　　　　醇

神戸市中央区橘通2-2-1

H17.4.1 1,822,768
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

798 大阪ガス（株） ガス料（本庁）

支出負担行為担当官
　神戸地方裁判所長
　林　　　　醇

神戸市中央区橘通2-2-1

H17.4.1 8,431,361
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に以降（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
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799 大阪ガス（株） ガス料

支出負担行為担当官
　神戸地方裁判所長
　林　　　　醇

神戸市中央区橘通2-2-1

H17.4.1 11,409,915
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

800 洲本ガス㈱ ガス料

支出負担行為担当官
　神戸地方裁判所長
　林　　　　醇

神戸市中央区橘通2-2-1

H17.4.1 1,941,935
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

801 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　神戸地方裁判所長
　林　　　　醇

神戸市中央区橘通2-2-1

H17.4.1 8,577,299
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

802 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料

支出負担行為担当官
　神戸地方裁判所長
　林　　　　醇

神戸市中央区橘通2-2-1

H17.4.1 4,682,921
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

803 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　神戸地方裁判所長
　林　　　　醇

神戸市中央区橘通2-2-1

H17.4.1 34,219,180

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

804 関西電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　神戸家庭判所長
　將積良子

神戸市兵庫区荒田町3-46-1

H17.4.1 8,127,571
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行予定（価格競争）
（平成１９年度中）

単価契約

805 神戸市水道局 水道料

支出負担行為担当官
　神戸家庭判所長
　將積良子

神戸市兵庫区荒田町3-46-1

H17.4.1 2,330,590
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

806 大阪ガス（株） ガス料

支出負担行為担当官
　神戸家庭判所長
　將積良子

神戸市兵庫区荒田町3-46-1

H17.4.1 3,550,147
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

807 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　神戸家庭判所長
　將積良子

神戸市兵庫区荒田町3-46-1

H17.4.1 1,335,019
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

808 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　神戸家庭判所長
　將積良子

神戸市兵庫区荒田町3-46-1

H17.4.1 5,512,660

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

809 関西電力（株）
電気料（本庁，葛城支部，五條
支部）

支出負担行為担当官
　奈良地方裁判所長
　前田　順司

奈良市登大路町３５

H17.4.1 12,561,839
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約

810 大和ガス（株） ガス料

支出負担行為担当官
　奈良地方裁判所長
　前田　順司

奈良市登大路町３５

H17.4.1 1,729,495
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

811 五條ガス（株） ガス料

支出負担行為担当官
　奈良地方裁判所長
　前田　順司

奈良市登大路町３５

H17.4.1 2,814,158
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

812 西日本電信電話（株） 電話料（市内）

支出負担行為担当官
　奈良地方裁判所長
　前田　順司

奈良市登大路町３５

H17.4.1 2,755,204
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

813 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料

支出負担行為担当官
　奈良地方裁判所長
　前田　順司

奈良市登大路町３５

H17.4.1 1,399,640
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

814 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　奈良地方裁判所長
　前田　順司

奈良市登大路町３５

H17.4.1 11,211,240

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

815 関西電力（株） 電気料(本庁）

支出負担行為担当官
大津地方裁判所長
大谷禎男
大津市京町３－１－２

H17.4.1 9,263,969
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（２０年
度増築棟完成後）

単価契約

816 関西電力（株）
電気料(彦根支部・長浜支部・高
島簡裁・甲賀簡裁・東近江簡
裁）

支出負担行為担当官
大津地方裁判所長
大谷禎男
大津市京町３－１－２

H17.4.1 4,390,763
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。（会計法第２９条の３第４
項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約
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817 大津市 ガス料

支出負担行為担当官
大津地方裁判所長
大谷禎男
大津市京町３－１－２

H17.4.1 4,065,600
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。（会計法第２９条の３第４
項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

818 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
大津地方裁判所長
大谷禎男
大津市京町３－１－２

H17.4.1 2,640,918
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

819 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料

支出負担行為担当官
大津地方裁判所長
大谷禎男
大津市京町３－１－２

H17.4.1 1,838,288
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

820 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
大津地方裁判所長
大谷禎男
大津市京町３－１－２

H17.4.1 9,289,030

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

821 関西電力（株） 電気料(本庁）

支出負担行為担当官
　和歌山地方裁判所長
　岡久幸治

和歌山市二番町１番地

H17.4.1 10,193,020
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（２０年
度増築棟完成後）

単価契約

822 関西電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　和歌山地方裁判所長
　岡久幸治

和歌山市二番町１番地

H17.4.1 6,072,631
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

823 和歌山市水道局 水道料

支出負担行為担当官
　和歌山地方裁判所長
　岡久幸治

和歌山市二番町１番地

H17.4.1 2,115,820
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

824 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　和歌山地方裁判所長
　岡久幸治

和歌山市二番町１番地

H17.4.1 2,674,911
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

825 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料

支出負担行為担当官
　和歌山地方裁判所長
　岡久幸治

和歌山市二番町１番地

H17.4.1 1,754,911
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

826 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　和歌山地方裁判所長
　岡久幸治

和歌山市二番町１番地

H17.4.1 11,146,880

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

827 名古屋市水道局 水道料

支出負担行為担当官
　名古屋高等裁判所事務局長
　田近　年則

名古屋市中区三の丸1-4-1

H17.4.1 7,855,607
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

828 東邦ガス㈱ ガス料

支出負担行為担当官
　名古屋高等裁判所事務局長
　田近　年則

名古屋市中区三の丸1-4-1

H17.4.1 16,880,259
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約

829 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　名古屋高等裁判所事務局長
　田近　年則

名古屋市中区三の丸1-4-1

H17.4.1 4,489,272
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

830 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料

支出負担行為担当官
　名古屋高等裁判所事務局長
　田近　年則

名古屋市中区三の丸1-4-1

H17.4.1 2,217,393
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

831 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　名古屋高等裁判所事務局長
　田近　年則

名古屋市中区三の丸1-4-1

H17.4.1 5,358,370

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

832 中部電力㈱
電気料（地裁執行部・簡裁交通
部合同庁舎，一宮支部及び豊
橋支部）

支出負担行為担当官
　名古屋地方裁判所長
　森脇　勝

名古屋市中区三の丸1-4-1

H17.4.1 16,361,938
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約

833 中部電力㈱

電気料（半田支部，岡崎支部，
新城簡裁，春日井簡裁，瀬戸簡
裁，津島簡裁，犬山簡裁，安城
簡裁及び豊田簡裁）

支出負担行為担当官
　名古屋地方裁判所長
　森脇　勝

名古屋市中区三の丸1-4-1

H17.4.1 5,993,327
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

834 東邦ガス㈱ ガス料

支出負担行為担当官
　名古屋地方裁判所長
　森脇　勝

名古屋市中区三の丸1-4-1

H17.4.1 2,974,430
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約
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835 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　名古屋地方裁判所長
　森脇　勝

名古屋市中区三の丸1-4-1

H17.4.1 8,259,918
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

836 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料

支出負担行為担当官
　名古屋地方裁判所長
　森脇　勝

名古屋市中区三の丸1-4-1

H17.4.1 4,482,422
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

837 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　名古屋地方裁判所長
　森脇　勝

名古屋市中区三の丸1-4-1

H17.4.1 33,032,960

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

838 中部電力㈱
電気料（本庁，松阪支部及び四
日市支部）

支出負担行為担当官
　津地方裁判所長
　前原　捷一郎

津市中央3-1

H17.4.1 11,946,972
供給を行うことが可能な業者は相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

単価契約

839 中部電力㈱
電気料（伊賀支部，伊勢支部，
熊野支部，鈴鹿簡裁，尾鷲簡裁
及び桑名簡裁）

支出負担行為担当官
　津地方裁判所長
　前原　捷一郎

津市中央3-1

H17.4.1 4,167,881
供給を行うことが可能な業者は相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

840 津市水道局 水道料

支出負担行為担当官
　津地方裁判所長
　前原　捷一郎

津市中央3-1

H17.4.1 2,121,312
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

841 東邦ガス㈱ ガス料

支出負担行為担当官
　津地方裁判所長
　前原　捷一郎

津市中央3-1

H17.4.1 2,594,854
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

842 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　津地方裁判所長
　前原　捷一郎

津市中央3-1

H17.4.1 4,366,728
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

843 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料

支出負担行為担当官
　津地方裁判所長
　前原　捷一郎

津市中央3-1

H17.4.1 2,439,644
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

844 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　津地方裁判所長
　前原　捷一郎

津市中央3-1

H17.4.1 12,537,980

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

845 中部電力㈱
電気料（本庁，大垣支部及び高
山支部）

支出負担行為担当官
　岐阜地方裁判所長
　三宅　俊一郎

岐阜市美江寺町2-4-1

H17.4.1 13,493,887
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

単価契約

846 中部電力㈱
電気料（多治見支部，御嵩支
部，郡上簡裁及び中津川簡裁）

支出負担行為担当官
　岐阜地方裁判所長
　三宅　俊一郎

岐阜市美江寺町2-4-1

H17.4.1 3,507,611
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

847 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　岐阜地方裁判所長
　三宅　俊一郎

岐阜市美江寺町2-4-1

H17.4.1 4,107,540
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

848 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料

支出負担行為担当官
　岐阜地方裁判所長
　三宅　俊一郎

岐阜市美江寺町2-4-1

H17.4.1 2,329,581
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

849 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　岐阜地方裁判所長
　三宅　俊一郎

岐阜市美江寺町2-4-1

H17.4.1 12,169,553

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

850 北陸電力㈱ 電気料

支出負担行為担当官
　福井地方裁判所長
　坂本　慶一

福井市春山1-1-1

H17.4.1 8,625,614
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

単価契約

851 福井市企業局 水道料

支出負担行為担当官
　福井地方裁判所長
　坂本　慶一

福井市春山1-1-1

H17.4.1 2,632,178
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

852 福井市企業局 ガス料

支出負担行為担当官
　福井地方裁判所長
　坂本　慶一

福井市春山1-1-1

H17.4.1 12,323,576
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約
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853 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　福井地方裁判所長
　坂本　慶一

福井市春山1-1-1

H17.4.1 2,518,881
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

854 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料

支出負担行為担当官
　福井地方裁判所長
　坂本　慶一

福井市春山1-1-1

H17.4.1 1,109,707
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

855 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　福井地方裁判所長
　坂本　慶一

福井市春山1-1-1

H17.4.1 4,545,360

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

856 金沢市企業局 水道料

支出負担行為担当官
　金沢地方裁判所長
　鈴木　健太

金沢市丸の内7-2

H17.4.1 1,739,622
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

857 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　金沢地方裁判所長
　鈴木　健太

金沢市丸の内7-2

H17.4.1 3,055,849
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

858 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料

支出負担行為担当官
　金沢地方裁判所長
　鈴木　健太

金沢市丸の内7-2

H17.4.1 1,594,475
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

859 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　金沢地方裁判所長
　鈴木　健太

金沢市丸の内7-2

H17.4.1 6,490,270

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

860 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　富山地方裁判所長
　片山　俊雄

富山市西田地方町2-9-1

H17.4.1 1,902,476
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

861 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料

支出負担行為担当官
　富山地方裁判所長
　片山　俊雄

富山市西田地方町2-9-1

H17.4.1 1,444,852
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

862 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　富山地方裁判所長
　片山　俊雄

富山市西田地方町2-9-1

H17.4.1 6,144,010

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

863 中部電力㈱ 電気料

支出負担行為担当官
　名古屋家庭裁判所長
　福田　晧一

名古屋市中区三の丸1-7-1

H17.4.1 11,453,612
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約

864 名古屋市水道局 水道料

支出負担行為担当官
　名古屋家庭裁判所長
　福田　晧一

名古屋市中区三の丸1-7-1

H17.4.1 3,362,139
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

865 東邦ガス㈱ ガス料

支出負担行為担当官
　名古屋家庭裁判所長
　福田　晧一

名古屋市中区三の丸1-7-1

H17.4.1 6,206,449
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

866 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　名古屋家庭裁判所長
　福田　晧一

名古屋市中区三の丸1-7-1

H17.4.1 2,526,295
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

867 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　名古屋家庭裁判所長
　福田　晧一

名古屋市中区三の丸1-7-1

H17.4.1 1,292,140

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

868 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　金沢家庭裁判所長
　仲宗根　一郎

金沢市丸の内7-1

H17.4.1 1,424,420

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

869 広島市水道局 水道料

支出負担行為担当官
　広島高等裁判所事務局長
　大段 　亨

広島市中区上八丁堀２番４３号

H17.4.1 6,365,726
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

870 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　広島高等裁判所事務局長
　大段 　亨

広島市中区上八丁堀２番４４号

H17.4.1 2,551,646
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約
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871 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料

支出負担行為担当官
　広島高等裁判所事務局長
　大段 　亨

広島市中区上八丁堀２番４５号

H17.4.1 1,234,069
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

872 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　広島高等裁判所事務局長
　大段 　亨

広島市中区上八丁堀２番４６号

H17.4.1 2,531,440

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

873 中国電力㈱
電気料（大竹簡裁・可部簡裁・
東広島簡裁・竹原簡裁・府中簡
裁・庄原簡裁）

支出負担行為担当官
　広島地方裁判所長
　仲家 　暢彦

広島市中区上八丁堀２－４３

H17.4.1 3,294,934
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

874 広島ガス㈱ ガス料

支出負担行為担当官
　広島地方裁判所長
　仲家 　暢彦

広島市中区上八丁堀２－４４

H17.4.1 2,117,247
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

875 福山ガス㈱ ガス料

支出負担行為担当官
　広島地方裁判所長
　仲家 　暢彦

広島市中区上八丁堀２－４５

H17.4.1 2,664,682
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

876 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　広島地方裁判所長
　仲家 　暢彦

広島市中区上八丁堀２－４６

H17.4.1 8,431,117
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

877 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料

支出負担行為担当官
　広島地方裁判所長
　仲家 　暢彦

広島市中区上八丁堀２－４７

H17.4.1 3,350,830
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

878 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　広島地方裁判所長
　仲家 　暢彦

広島市中区上八丁堀２－４８

H17.4.1 18,533,930

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

879 中国電力㈱
電気料（本庁・周南支部・萩支
部・岩国支部・下関支部・宇部
支部）

支出負担行為担当官
　山口地方裁判所長
　 田 　聡

山口市駅通り１丁目６番１号

H17.4.1 23,837,440
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

単価契約

880 中国電力㈱
電気料（防府簡裁・長門簡裁・
柳井簡裁・船木簡裁）

支出負担行為担当官
　山口地方裁判所長
　 田 　聡

山口市駅通り１丁目６番１号

H17.4.1 1,922,462
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

881 山口合同ガス㈱ ガス料

支出負担行為担当官
　山口地方裁判所長
　 田 　聡

山口市駅通り１丁目６番２号

H17.4.1 1,621,511
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

882 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　山口地方裁判所長
　 田 　聡

山口市駅通り１丁目６番３号

H17.4.1 4,603,152
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

883 ＫＤＤＩ（株） 電話料

支出負担行為担当官
　山口地方裁判所長
　 田 　聡

山口市駅通り１丁目６番４号

H17.4.1 2,913,573
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

884 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　山口地方裁判所長
　 田 　聡

山口市駅通り１丁目６番５号

H17.4.1 10,709,740

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

885 中国電力㈱
電気料（新見支部・玉野簡裁・
児島簡裁・玉島簡裁・笠岡簡
裁・高梁簡裁・勝山簡裁）

支出負担行為担当官
　岡山地方裁判所長
　池田　克俊

岡山市南方一丁目８番４２号

H17.4.1 3,997,051
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

886 岡山市水道局 水道料

支出負担行為担当官
　岡山地方裁判所長
　池田　 克俊

岡山市南方一丁目８番４３号

H17.4.1 4,121,543
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

887 津山ガス㈱ ガス料

支出負担行為担当官
　岡山地方裁判所長
　池田　 克俊

岡山市南方一丁目８番４４号

H17.4.1 2,026,455
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

888 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　岡山地方裁判所長
　池田　 克俊

岡山市南方一丁目８番４５号

H17.4.1 4,882,673
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約
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889 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料

支出負担行為担当官
　岡山地方裁判所長
　池田　 克俊

岡山市南方一丁目８番４６号

H17.4.1 2,354,451
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

890 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　岡山地方裁判所長
　池田　 克俊

岡山市南方一丁目８番４７号

H17.4.1 14,181,040

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

891 鳥取市水道局 水道料

支出負担行為担当官
　鳥取地方裁判所長
　永井ユタカ

鳥取市東町２丁目２２３

H17.4.1 1,645,904
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

892 米子瓦斯㈱ ガス料

支出負担行為担当官
　鳥取地方裁判所長
　永井 　ユタカ

鳥取市東町２丁目２２３

H17.4.1 3,191,007
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

893 日本テレコム（株） 電話料

支出負担行為担当官
　鳥取地方裁判所長
　永井 　ユタカ

鳥取市東町２丁目２２４

H17.4.1 1,827,303
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

894 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　鳥取地方裁判所長
　永井 　ユタカ

鳥取市東町２丁目２２５

H17.4.1 1,567,290
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

895 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　鳥取地方裁判所長
　永井 　ユタカ

鳥取市東町２丁目２２６

H17.4.1 5,538,950

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

896 中国電力㈱ 電気料（本庁・浜田支部）

支出負担行為担当官
　松江地方裁判所長
　島田　清次郎

松江市母衣町６８番地

H17.4.1 6,317,462
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

単価契約

897 中国電力㈱
電気料（出雲支部・益田支部・
西郷支部・雲南簡裁・川本簡
裁）

支出負担行為担当官
　松江地方裁判所長
　島田　清次郎

松江市母衣町６８番地

H17.4.1 3,760,613
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

898 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　松江地方裁判所長
　島田　清次郎

松江市母衣町６８番地

H17.4.1 3,321,939
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

899 ＫＤＤＩ（株） 電話料

支出負担行為担当官
　松江地方裁判所長
　島田　清次郎

松江市母衣町６８番地

H17.4.1 1,346,438
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

900 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　松江地方裁判所長
　島田　清次郎

松江市母衣町６８番地

H17.4.1 4,937,710

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

901 広島市水道局 水道料

支出負担行為担当官
　広島家庭裁判所長
　鈴木　敏之

広島市中区上八丁堀１－６

H17.4.1 2,103,911
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争をゆるさない。（会計法第２９条の３第４
項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

902 広島ガス㈱ ガス料

支出負担行為担当官
　広島家庭裁判所長
　鈴木　敏之

広島市中区上八丁堀１－７

H17.4.1 3,722,047
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

903 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　広島家庭裁判所長
　鈴木　敏之

広島市中区上八丁堀１－８

H17.4.1 2,037,106
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

904 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　広島家庭裁判所長
　鈴木　敏之

広島市中区上八丁堀１－９

H17.4.1 3,160,970

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

905 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　山口家庭裁判所長
　山本　 武久

山口市駅通り一丁目６番１号

H17.4.1 1,997,450

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

906 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　岡山家庭裁判所長
　三浦 　潤

岡山市南方1-8-42

H17.4.1 1,406,126
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約
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907 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　岡山家庭裁判所長
　三浦 　潤

岡山市南方1-8-43

H17.4.1 2,157,020

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

908 福岡市水道局 水道料

支出負担行為担当官
　福岡高等裁判所事務局長
　白　石　　　哲

福岡市中央区城内１－１

H17.4.1 13,150,807
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

909 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　福岡高等裁判所事務局長
　白　石　　　哲

福岡市中央区城内１－１

H17.4.1 2,815,608
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

910 九州ネットワークサービス（株） 電話料

支出負担行為担当官
　福岡高等裁判所事務局長
　白　石　　　哲

福岡市中央区城内１－１

H17.4.1 5,042,216
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

911 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　福岡高等裁判所事務局長
　白　石　　　哲

福岡市中央区城内１－１

H17.4.1 7,063,330

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

912 九州電力（株）

電気料（小倉支部，久留米支
部，飯塚支部，柳川支部，八女
支部，田川支部，行橋支部，甘
木簡裁）

支出負担行為担当官
　福岡地方裁判所長
　簑　田　孝　行

福岡市中央区城内１－１

H17.4.1 30,295,996
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

単価契約

913 九州電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　福岡地方裁判所長
　簑　田　孝　行

福岡市中央区城内１－１

H17.4.1 4,427,779
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

914 北九州市水道局 水道料

支出負担行為担当官
　福岡地方裁判所長
　簑　田　孝　行

福岡市中央区城内１－１

H17.4.1 3,664,787
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

915 飯塚ガス㈱ ガス料

支出負担行為担当官
　福岡地方裁判所長
　簑　田　孝　行

福岡市中央区城内１－１

H17.4.1 2,837,818
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

916 久留米市企業局 ガス料

支出負担行為担当官
　福岡地方裁判所長
　簑　田　孝　行

福岡市中央区城内１－１

H17.4.1 2,697,814
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

917 西部ガス（株） ガス料

支出負担行為担当官
　福岡地方裁判所長
　簑　田　孝　行

福岡市中央区城内１－１

H17.4.1 7,666,862
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

918 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　福岡地方裁判所長
　簑　田　孝　行

福岡市中央区城内１－１

H17.4.1 6,795,025
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

919 九州ネットワークサービス（株） 電話料

支出負担行為担当官
　福岡地方裁判所長
　簑　田　孝　行

福岡市中央区城内１－１

H17.4.1 6,791,711
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

920 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　福岡地方裁判所長
　簑　田　孝　行

福岡市中央区城内１－１

H17.4.1 39,683,310

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

921 九州電力（株）
電気料（本庁，唐津支部，伊万
里簡裁）

支出負担行為担当官
　佐賀地方裁判所長
　片　岡　　　博

佐賀市中の小路３－２２

H17.4.1 8,422,987
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

単価契約

922 九州電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　佐賀地方裁判所長
　片　岡　　　博

佐賀市中の小路３－２２

H17.4.1 1,961,060
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

923 佐賀市水道局 水道料

支出負担行為担当官
　佐賀地方裁判所長
　片　岡　　　博

佐賀市中の小路３－２２

H17.4.1 1,726,503
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

924 佐賀ガス㈱ ガス料

支出負担行為担当官
　佐賀地方裁判所長
　片　岡　　　博

佐賀市中の小路３－２２

H17.4.1 4,263,410
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約
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925 唐津ガス㈱ ガス料

支出負担行為担当官
　佐賀地方裁判所長
　片　岡　　　博

佐賀市中の小路３－２２

H17.4.1 1,952,834
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

926 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　佐賀地方裁判所長
　片　岡　　　博

佐賀市中の小路３－２２

H17.4.1 2,161,943
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

927 九州ネットワークサービス（株） 電話料

支出負担行為担当官
　佐賀地方裁判所長
　片　岡　　　博

佐賀市中の小路３－２２

H17.4.1 2,028,702
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

928 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　佐賀地方裁判所長
　片　岡　　　博

佐賀市中の小路３－２２

H17.4.1 7,263,150

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

929 九州電力（株）
電気料（本庁，島原支部，佐世
保支部）

支出負担行為担当官
　長崎地方裁判所長
　正　木　勝　彦

長崎市万才町９－２６

H17.4.1 11,489,303
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

単価契約

930 九州電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　長崎地方裁判所長
　正　木　勝　彦

長崎市万才町９－２６

H17.4.1 7,541,441
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

931 長崎市水道局 水道料

支出負担行為担当官
　長崎地方裁判所長
　正　木　勝　彦

長崎市万才町９－２６

H17.4.1 2,004,803
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

932 西部ガス（株） ガス料

支出負担行為担当官
　長崎地方裁判所長
　正　木　勝　彦

長崎市万才町９－２６

H17.4.1 4,355,334
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

933 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　長崎地方裁判所長
　正　木　勝　彦

長崎市万才町９－２６

H17.4.1 3,921,014
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

934 日本テレコム（株） 電話料

支出負担行為担当官
　長崎地方裁判所長
　正　木　勝　彦

長崎市万才町９－２６

H17.4.1 1,059,481
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

935 九州ネットワークサービス（株） 電話料

支出負担行為担当官
　長崎地方裁判所長
　正　木　勝　彦

長崎市万才町９－２６

H17.4.1 3,194,433
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

936 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　長崎地方裁判所長
　正　木　勝　彦

長崎市万才町９－２６

H17.4.1 2,869,110

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

937 九州電力（株）
電気料（本庁，佐伯支部，竹田
支部，中津支部）

支出負担行為担当官
　大分地方裁判所長
　古　賀　　　寛

大分市荷揚町７－１５

H17.4.1 14,562,399
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

単価契約

938 九州電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　大分地方裁判所長
　古　賀　　　寛

大分市荷揚町７－１５

H17.4.1 5,100,422
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

939 大分市水道局 水道料

支出負担行為担当官
　大分地方裁判所長
　古　賀　　　寛

大分市荷揚町７－１５

H17.4.1 2,732,754
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

940 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　大分地方裁判所長
　古　賀　　　寛

大分市荷揚町７－１５

H17.4.1 3,341,176
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

941 九州ネットワークサービス（株） 電話料

支出負担行為担当官
　大分地方裁判所長
　古　賀　　　寛

大分市荷揚町７－１５

H17.4.1 3,183,608
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

942 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　大分地方裁判所長
　古　賀　　　寛

大分市荷揚町７－１５

H17.4.1 10,489,240

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約
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943 九州電力（株）
電気料（本庁，山鹿支部，阿蘇
支部，八代支部）

支出負担行為担当官
　熊本地方裁判所長
　大　坪　　　丘

熊本市京町１－１１－１３

H17.4.1 18,378,024
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。（会計法第２９条の３第４
項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

単価契約

944 九州電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　熊本地方裁判所長
　大　坪　　　丘

熊本市京町１－１１－１３

H17.4.1 5,264,827
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。（会計法第２９条の３第４
項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

945 熊本市水道局 水道料

支出負担行為担当官
　熊本地方裁判所長
　大　坪　　　丘

熊本市京町１－１１－１３

H17.4.1 1,944,491
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。（会計法第２９条の３第４
項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

946 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　熊本地方裁判所長
　大　坪　　　丘

熊本市京町１－１１－１３

H17.4.1 3,698,059
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。（会計法第２９条の３第４
項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

947 九州ネットワークサービス（株） 電話料

支出負担行為担当官
　熊本地方裁判所長
　大　坪　　　丘

熊本市京町１－１１－１３

H17.4.1 4,117,894
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため，競争を許さない。（会計法
第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

948 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　熊本地方裁判所長
　大　坪　　　丘

熊本市京町１－１１－１３

H17.4.1 3,992,010

郵便法また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，日本郵政公社以外になく，競
争を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

949 九州電力（株）
電気料（本庁，川内支部，知覧
支部）

支出負担行為担当官
　鹿児島地方裁判所長
　寺　尾　　 洋

鹿児島市山下町１３－４７

H17.4.1 19,631,516
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

単価契約

950 九州電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　鹿児島地方裁判所長
　寺　尾　　 洋

鹿児島市山下町１３－４７

H17.4.1 8,565,711
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

951 鹿児島市水道局 水道料

支出負担行為担当官
　鹿児島地方裁判所長
　寺　尾　　 洋

鹿児島市山下町１３－４７

H17.4.1 2,700,652
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

952 日本瓦斯㈱ ガス料

支出負担行為担当官
　鹿児島地方裁判所長
　寺　尾　　 洋

鹿児島市山下町１３－４７

H17.4.1 6,081,636
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

953 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　鹿児島地方裁判所長
　寺　尾　　 洋

鹿児島市山下町１３－４７

H17.4.1 3,737,439
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

954 九州ネットワークサービス（株） 電話料

支出負担行為担当官
　鹿児島地方裁判所長
　寺　尾　　 洋

鹿児島市山下町１３－４７

H17.4.1 4,280,991
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

955 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　鹿児島地方裁判所長
　寺　尾　　 洋

鹿児島市山下町１３－４７

H17.4.1 12,205,170

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

956 九州電力（株）
電気料（本庁，都城支部，延岡
支部）

支出負担行為担当官
　宮崎地方裁判所長
　松　本　信　弘

宮崎市旭２丁目３－１３

H17.4.1 14,836,682
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

単価契約

957 九州電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　宮崎地方裁判所長
　松　本　信　弘

宮崎市旭２丁目３－１３

H17.4.1 2,716,841
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

958 宮崎ガス㈱ ガス料

支出負担行為担当官
　宮崎地方裁判所長
　松　本　信　弘

宮崎市旭２丁目３－１３

H17.4.1 2,023,716
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

959 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　宮崎地方裁判所長
　松　本　信　弘

宮崎市旭２丁目３－１３

H17.4.1 3,273,156
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

960 九州ネットワークサービス（株） 電話料

支出負担行為担当官
　宮崎地方裁判所長
　松　本　信　弘

宮崎市旭２丁目３－１３

H17.4.1 3,602,568
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約
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961 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　宮崎地方裁判所長
　松　本　信　弘

宮崎市旭２丁目３－１３

H17.4.1 9,067,680

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

962 沖縄電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　那覇地方裁判所長
　藤　村　　啓

那覇市樋川１－１４－１１

H17.4.1 32,090,567
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

963 那覇市上下水道局 水道料

支出負担行為担当官
　那覇地方裁判所長
　藤　村　　啓

那覇市樋川１－１４－１１

H17.4.1 2,113,302
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

964 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　那覇地方裁判所長
　藤　村　　啓

那覇市樋川１－１４－１１

H17.4.1 3,499,403
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

965 日本テレコム（株） 電話料

支出負担行為担当官
　那覇地方裁判所長
　藤　村　　啓

那覇市樋川１－１４－１１

H17.4.1 2,126,138
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

966 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　那覇地方裁判所長
　藤　村　　啓

那覇市樋川１－１４－１１

H17.4.1 8,285,340

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

967 九州電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　福岡家庭裁判所長
　湯　地　紘一郎

福岡市中央区大手門１－７－１

H17.4.1 5,990,033
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

単価契約

968 福岡市水道局 水道料

支出負担行為担当官
　福岡家庭裁判所長
　湯　地　紘一郎

福岡市中央区大手門１－７－１

H17.4.1 1,769,297
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

969 西部ガス（株） ガス料

支出負担行為担当官
　福岡家庭裁判所長
　湯　地　紘一郎

福岡市中央区大手門１－７－１

H17.4.1 3,133,274
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

970 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　福岡家庭裁判所長
　湯　地　紘一郎

福岡市中央区大手門１－７－１

H17.4.1 1,133,440
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

971 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　福岡家庭裁判所長
　湯　地　紘一郎

福岡市中央区大手門１－７－１

H17.4.1 5,992,190

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

972 九州電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　長崎家庭裁判所長
　窪　田　正　彦

長崎市万才町６－２６

H17.4.1 5,829,720
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

単価契約

973 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　長崎家庭裁判所長
　窪　田　正　彦

長崎市万才町６－２６

H17.4.1 1,989,950

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

974 九州電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　熊本家庭裁判所長
　山　口　　　博

熊本市千葉城町３－３１

H17.4.1 5,443,407
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１８年
度から）

単価契約

975 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　熊本家庭裁判所長
　山　口　　　博

熊本市千葉城町３－３１

H17.4.1 2,295,380

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

976 沖縄電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　那覇家庭裁判所長
　西　村　則　夫

那覇市樋川１－１４－１０

H17.4.1 7,401,486
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

977 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　那覇家庭裁判所長
　西　村　則　夫

那覇市樋川１－１４－１０

H17.4.1 2,997,280

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

978 東北電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　仙台高等裁判所事務局長
　秋　葉　康　弘

仙台市青葉区片平１－６ー１

H17.4.1 29,715,932
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(価格競争)（１９年度
から）

単価契約
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979 仙台市水道局 水道料

支出負担行為担当官
　仙台高等裁判所事務局長
　秋　葉　康　弘

仙台市青葉区片平１－６ー１

H17.4.1 8,425,181
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

980 仙台市ガス局 ガス料

支出負担行為担当官
　仙台高等裁判所事務局長
　秋　葉　康　弘

仙台市青葉区片平１－６ー１

H17.4.1 16,662,302
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

981 東日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　仙台高等裁判所事務局長
　秋　葉　康　弘

仙台市青葉区片平１－６ー１

H17.4.1 3,395,355
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

982 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料

支出負担行為担当官
　仙台高等裁判所事務局長
　秋　葉　康　弘

仙台市青葉区片平１－６ー１

H17.4.1 1,814,302
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

983 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　仙台高等裁判所事務局長
　秋　葉　康　弘

仙台市青葉区片平１－６ー１

H17.4.1 3,225,200

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

984 東北電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　仙台地方裁判所長
　阿部　則之

仙台市青葉区片平１－６－１

H17.4.1 9,572,381
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

985 東日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　仙台地方裁判所長
　阿部　則之

仙台市青葉区片平１－６－１

H17.4.1 3,445,568
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

986 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料

支出負担行為担当官
　仙台地方裁判所長
　阿部　則之

仙台市青葉区片平１－６－１

H17.4.1 1,310,052
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

987 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　仙台地方裁判所長
　阿部　則之

仙台市青葉区片平１－６－１

H17.4.1 14,711,830

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

988 東北電力（株）
電気料(本庁，郡山支部，白河
支部，会津若松支部，いわき支
部)

支出負担行為担当官
　福島地方裁判所長
　岡　光　民　雄

福島市花園町５番４５号

H17.4.1 13,966,241
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(価格競争)（１９年度
から）

単価契約

989 東北電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　福島地方裁判所長
　岡　光　民　雄

福島市花園町５番４５号

H17.4.1 2,670,895
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

990 東部ガス（株） ガス料

支出負担行為担当官
　福島地方裁判所長
　岡　光　民　雄

福島市花園町５番４５号

H17.4.1 2,171,546
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

991 東日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　福島地方裁判所長
　岡　光　民　雄

福島市花園町５番４５号

H17.4.1 6,098,635
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

992 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料

支出負担行為担当官
　福島地方裁判所長
　岡　光　民　雄

福島市花園町５番４５号

H17.4.1 2,534,743
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

993 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　福島地方裁判所長
　岡　光　民　雄

福島市花園町５番４５号

H17.4.1 12,439,390

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

994 東北電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　山形地方裁判所長
　岡　村　　　　稔

山形市旅篭町2-4-22

H17.4.1 16,731,876
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約

995 山形ガス㈱ ガス料

支出負担行為担当官
　山形地方裁判所長
　岡　村　　　　稔

山形市旅篭町2-4-22

H17.4.1 8,340,305
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

996 新庄都市ガス㈱ ガス料

支出負担行為担当官
　山形地方裁判所長
　岡　村　　　　稔

山形市旅篭町2-4-22

H17.4.1 1,684,433
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約
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997 東日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　山形地方裁判所長
　岡　村　　　　稔

山形市旅篭町2-4-22

H17.4.1 2,655,383
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

998 日本テレコム（株） 電話料

支出負担行為担当官
　山形地方裁判所長
　岡　村　　　　稔

山形市旅篭町2-4-22

H17.4.1 2,656,860
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

999 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　山形地方裁判所長
　岡　村　　　　稔

山形市旅篭町2-4-22

H17.4.1 8,086,790

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1000 東北電力（株） 電気料（本庁，一関支部）

支出負担行為担当官
　盛岡地方裁判所長
　金　谷　　暁

盛岡市内丸９－１

H17.4.1 12,251,282
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(価格競争)（１９年度
から）

単価契約

1001 東北電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　盛岡地方裁判所長
　金　谷　　暁

盛岡市内丸９－1

H17.4.1 6,919,551
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1002 盛岡市水道部 水道料

支出負担行為担当官
　盛岡地方裁判所長
　金　谷　　暁

盛岡市内丸９－１

H17.4.1 4,343,683
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1003 東日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　盛岡地方裁判所長
　金　谷　　暁

盛岡市内丸９－１

H17.4.1 4,841,542
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1004 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料

支出負担行為担当官
　盛岡地方裁判所長
　金　谷　　暁

盛岡市内丸９－１

H17.4.1 2,346,267
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1005 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　盛岡地方裁判所長
　金　谷　　暁

盛岡市内丸９－１

H17.4.1 6,700,780
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1006 東北電力（株）
電気料(本庁，大曲支部，横手
支部)

支出負担行為担当官
　秋田地方裁判所長
　満田　明彦

秋田市山王７－１－１

H17.4.1 11,772,014
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(価格競争)（１９年度
から）

単価契約

1007 東北電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　秋田地方裁判所長
　満田　明彦

秋田市山王７－１－１

H17.4.1 7,439,891
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1008 秋田市上下水道局 水道料

支出負担行為担当官
　秋田地方裁判所長
　満田　明彦

秋田市山王７－１－１

H17.4.1 1,728,131
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1009 東部ガス（株） ガス料

支出負担行為担当官
　秋田地方裁判所長
　満田　明彦

秋田市山王７－１－１

H17.4.1 6,977,531
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1010 東日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　秋田地方裁判所長
　満田　明彦

秋田市山王７－１－１

H17.4.1 3,522,912円
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1011 日本テレコム（株） 電話料

支出負担行為担当官
　秋田地方裁判所長
　満田　明彦

秋田市山王７－１－１

H17.4.1 3,041,417
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1012 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　秋田地方裁判所長
　満田　明彦

秋田市山王７－１－１

H17.4.1 8,635,340

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1013 東北電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
青森地方裁判所長
三　輪　和　雄
青森市長島1-3-26

H17.4.1 20,223,572
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1014
青森市水道事業
管理者

水道料

支出負担行為担当官
青森地方裁判所長
三　輪　和　雄
青森市長島1-3-26

H17.4.1 2,067,752
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約
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1015 弘前ガス㈱ ガス料

支出負担行為担当官
青森地方裁判所長
三　輪　和　雄
青森市長島1-3-26

H17.4.1 3,648,605
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1016 東日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
青森地方裁判所長
三　輪　和　雄
青森市長島1-3-26

H17.4.1 3,166,336
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1017
平成電電コミュニケーションズ
㈱

電話料

支出負担行為担当官
青森地方裁判所長
三　輪　和　雄
青森市長島1-3-26

H17.4.1 2,407,027
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1018 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
青森地方裁判所長
三　輪　和　雄
青森市長島1-3-26

H17.4.1 10,563,680

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1019 東北電力（株） 電気料（本庁）

支出負担行為担当官
　仙台家庭裁判所事務局長
　成　田　喜　達

仙台市青葉区片平１－６ー１

H17.4.1 5,257,009
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行(価格競争)（１９年度
から）

単価契約

1020 東日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　仙台家庭裁判所事務局長
　成　田　喜　達

仙台市青葉区片平１－６ー１

H17.4.1 1,055,070
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1021 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　仙台家庭裁判所事務局長
　成　田　喜　達

仙台市青葉区片平１－６ー１

H17.4.1 1,404,110

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1022 東北電力（株） 電気料（本庁）

支出負担行為担当官
　福島家庭裁判所長
　矢 正彦

福島市花園町５－３８

H17.4.1 6,278,016
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約

1023 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　福島家庭裁判所長
　矢 正彦

福島市花園町５－３８

H17.4.1 2,756,190

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1024 北海道電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　札幌高等裁判所事務局長
　河合　健司

札幌市中央区大通西１１丁目

H17.4.1 22,859,481
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1025 札幌市水道局 水道料

支出負担行為担当官
　札幌高等裁判所事務局長
　河合　健司

札幌市中央区大通西１１丁目

H17.4.1 4,957,511
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1026 北海道ガス㈱ ガス料

支出負担行為担当官
　札幌高等裁判所事務局長
　河合　健司

札幌市中央区大通西１１丁目

H17.4.1 11,945,306
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1027 東日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　札幌高等裁判所事務局長
　河合　健司

札幌市中央区大通西１１丁目

H17.4.1 5,056,956
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1028 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　札幌高等裁判所事務局長
　河合　健司

札幌市中央区大通西１１丁目

H17.4.1 2,316,820

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1029 北海道電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　札幌地方裁判所長
　門　野　　博

札幌市中央区大通西１１丁目

H17.4.1 13,076,602
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。（会計法第２９条の３第４
項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1030 岩見沢ガス（株） ガス料

支出負担行為担当官
　札幌地方裁判所長
　門　野　　博

札幌市中央区大通西１１丁目

H17.4.1 5,570,050
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。（会計法第２９条の３第４
項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1031 日本テレコム（株） 電話料

支出負担行為担当官
　札幌地方裁判所長
　門　野　　博

札幌市中央区大通西１１丁目

H17.4.1 3,574,741
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1032 東日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　札幌地方裁判所長
　門　野　　博

札幌市中央区大通西１１丁目

H17.4.1 4,024,215
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。（会計法第
２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約
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1033 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　札幌地方裁判所長
　門　野　　博

札幌市中央区大通西１１丁目

H17.4.1 18,670,070

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1034 北海道電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　函館地方裁判所長
　矢村　宏

函館市上新川町１番８号

H17.4.1 8,416,065
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1035 東日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　函館地方裁判所長
　矢村　宏

函館市上新川町１番８号

H17.4.1 2,089,936
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1036 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　函館地方裁判所長
　矢村　宏

函館市上新川町１番８号

H17.4.1 3,293,070

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1037 北海道電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　旭川地方裁判所長
　井上　稔

旭川市花咲町４丁目

H17.4.1 17,461,966
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1038 旭川市水道局 水道料

支出負担行為担当官
　旭川地方裁判所長
　井上　稔

旭川市花咲町４丁目

H17.4.1 2,110,469
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1039 東日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　旭川地方裁判所長
　井上　稔

旭川市花咲町４丁目

H17.4.1 3,094,857
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1040 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料

支出負担行為担当官
　旭川地方裁判所長
　井上　稔

旭川市花咲町４丁目

H17.4.1 2,070,176
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1041 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　旭川地方裁判所長
　井上　稔

旭川市花咲町４丁目

H17.4.1 6,372,160

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1042 北海道電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　釧路地方裁判所
　山崎　学

釧路市柏木町４番７号

H17.4.1 18,061,895
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1043 釧路市上下水道部 水道料

支出負担行為担当官
　釧路地方裁判所
　山崎　学

釧路市柏木町４番７号

H17.4.1 2,233,579
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1044 東日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　釧路地方裁判所
　山崎　学

釧路市柏木町４番７号

H17.4.1 3,856,937
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1045 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料

支出負担行為担当官
　釧路地方裁判所
　山崎　学

釧路市柏木町４番７号

H17.4.1 2,318,865
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1046 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　釧路地方裁判所
　山崎　学

釧路市柏木町４番７号

H17.4.1 6,972,720

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1047 東日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　札幌家庭裁判所長
　岡光　民雄

札幌市中央区大通西１２丁目

H17.4.1 2,160,917
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1048 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料

支出負担行為担当官
　札幌家庭裁判所長
　岡光　民雄

札幌市中央区大通西１２丁目

H17.4.1 1,127,423
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1049 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　札幌家庭裁判所長
　岡光　民雄

札幌市中央区大通西１２丁目

H17.4.1 3,585,240

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1050 四国電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　高松高等裁判所事務局長
　豊澤　佳弘

高松市丸の内１－３６

H17.4.1 16,278,974
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に以降（価格競争）（１９年
度から）

単価契約
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件数
契約の相手方の商号又は名称
及び住所

公共工事の名称，場所，期間及
び種別若しくは物品役務等の名
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1051 高松市水道局 水道料

支出負担行為担当官
　高松高等裁判所事務局長
　豊澤　佳弘

高松市丸の内１－３６

H17.4.1 1,759,020
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1052 四国瓦斯（株） ガス料

支出負担行為担当官
　高松高等裁判所事務局長
　豊澤　佳弘

高松市丸の内１－３６

H17.4.1 5,154,837
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1053 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　高松高等裁判所事務局長
　豊澤　佳弘

高松市丸の内１－３６

H17.4.1 1,652,545
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1054 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料

支出負担行為担当官
　高松高等裁判所事務局長
　豊澤　佳弘

高松市丸の内１－３６

H17.4.1 1,043,848
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1055 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　高松高等裁判所事務局長
　豊澤　佳弘

高松市丸の内１－３６

H17.4.1 3,307,470

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1056 四国電力（株） 電気料（丸亀支部）

支出負担行為担当官
　高松地方裁判所長
　溝淵　　勝

高松市丸の内１－３６

H17.4.1 2,603,079
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約

1057 四国電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　高松地方裁判所長
　溝淵　　勝

高松市丸の内１－３６

H17.4.1 2,418,804
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1058 四国瓦斯（株） ガス料

支出負担行為担当官
　高松地方裁判所長
　溝淵　　勝

高松市丸の内１－３６

H17.4.1 2,579,912
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1059 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　高松地方裁判所長
　溝淵　　勝

高松市丸の内１－３６

H17.4.1 2,404,531
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1060 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　高松地方裁判所長
　溝淵　　勝

高松市丸の内１－３６

H17.4.1 7,866,870

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1061 四国電力（株）
電気料（本庁・美馬支部・阿南
支部）

支出負担行為担当官
　徳島地方裁判所長
　塩月　秀平

徳島市徳島町１ー５

H17.4.1 9,413,855
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約

1062 四国電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　徳島地方裁判所長
　塩月　秀平

徳島市徳島町１ー５

H17.4.1 1,662,668
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1063 四国瓦斯（株） ガス料

支出負担行為担当官
　徳島地方裁判所長
　塩月　秀平

徳島市徳島町１ー５

H17.4.1 4,684,225
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1064 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　徳島地方裁判所長
　塩月　秀平

徳島市徳島町１ー５

H17.4.1 3,168,948
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1065 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　徳島地方裁判所長
　塩月　秀平

徳島市徳島町１ー５

H17.4.1 4,257,950

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1066 四国電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　高知地方裁判所長
　豊永　多門

高知市丸ノ内１－３－５

H17.4.1 17,662,307
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約

1067 高知市水道局 水道料

支出負担行為担当官
　高知地方裁判所長
　豊永　多門

高知市丸ノ内１－３－５

H17.4.1 1,607,623
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1068 四国瓦斯（株） ガス料

支出負担行為担当官
　高知地方裁判所長
　豊永　多門

高知市丸ノ内１－３－５

H17.4.1 5,510,801
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約
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件数
契約の相手方の商号又は名称
及び住所
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び種別若しくは物品役務等の名
称及び数量

契約担当官等の氏名及びその
所属する部局の名称並びに所在
地

契約を締結した日
契約金額

（円）
随意契約によることとした理由 点検結果 講ずる措置 備考

1069 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　高知地方裁判所長
　豊永　多門

高知市丸ノ内１－３－５

H17.4.1 2,206,748
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1070 ＫＤＤＩ（株） 電話料

支出負担行為担当官
　高知地方裁判所長
　豊永　多門

高知市丸ノ内１－３－５

H17.4.1 1,752,658
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1071 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　高知地方裁判所長
　豊永　多門

高知市丸ノ内１－３－５

H17.4.1 7,453,660

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1072 四国電力（株）
電気料（本庁・大洲支部・西条
支部・今治支部・宇和島支部）

支出負担行為担当官
　松山地方裁判所長
　春日　通良

松山市一番町３－３－８

H17.4.1 16,486,664
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約

1073 四国電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　松山地方裁判所長
　春日　通良

松山市一番町３－３－８

H17.4.1 1,800,408
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1074 松山市公営企業局 水道料

支出負担行為担当官
　松山地方裁判所長
　春日　通良

松山市一番町３－３－８

H17.4.1 2,004,395
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1075 四国瓦斯（株） ガス料

支出負担行為担当官
　松山地方裁判所長
　春日　通良

松山市一番町３－３－８

H17.4.1 4,027,820
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1076 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　松山地方裁判所長
　春日　通良

松山市一番町３－３－８

H17.4.1 3,401,903
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1077 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 電話料

支出負担行為担当官
　松山地方裁判所長
　春日　通良

松山市一番町３－３－８

H17.4.1 1,930,014
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1078 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　松山地方裁判所長
　春日　通良

松山市一番町３－３－８

H17.4.1 11,595,230

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1079 四国電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　高松家庭裁判所長
　佐藤　武彦

高松市丸の内２－２７

H17.4.1 5,447,459
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約

1080 四国瓦斯（株） ガス料

支出負担行為担当官
　高松家庭裁判所長
　佐藤　武彦

高松市丸の内２－２７

H17.4.1 3,153,636
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1081 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　高松家庭裁判所長
　佐藤　武彦

高松市丸の内２－２７

H17.4.1 1,597,360

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1082 四国電力（株） 電気料

支出負担行為担当官
　松山家庭裁判所長
　村地　　勉

松山市南堀端町２－１

H17.4.1 3,113,620
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

見直しの余地あり
競争入札に移行（価格競争）（１９年
度から）

単価契約

1083 四国瓦斯（株） ガス料

支出負担行為担当官
　松山家庭裁判所長
　村地　　勉

松山市南堀端町２－１

H17.4.1 2,608,605
供給を行うことが可能な業者が相手方のみであ
り，競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1084 西日本電信電話（株） 電話料

支出負担行為担当官
　松山家庭裁判所長
　村地　　勉

松山市南堀端町２－１

H17.4.1 1,084,865
各社の料金制度を比較検討し，最安値の会社
を選択しているため競争を許さない。
（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1085 日本郵政公社 料金後納郵便料

支出負担行為担当官
　松山家庭裁判所長
　村地　　勉
　松山市南堀端町２－１

H17.4.1 1,751,970

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，日本郵政公社以外になく，競争
を許さない。（会計法第２９条の３第４項）

その他 随意契約によらざるを得ないもの 単価契約

1085 435 11,846,689,199
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件数
契約の相手方の商号又は名称
及び住所
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１．点検の結果は，「問題あり」，「見直しの余地あり」，「その他」に分類すること
２．講ずる措置は，「１８年度以降において当該事務・事業の委託等を行わないもの」，「競争入札に移行」，「企画競争を実施」，「公募を実施」，又は「随意契約によらざるを得ないもの」に分類し，（　）で移行時期等を補足するこ
と。ただし，見直すことは決まっているが現段階で確定的に記載できない場合は，「競争入札若しくは企画競争に移行」等の記載とすることができる。
３．単価契約の場合は，契約金額欄に調達総額を記載し，備考欄に単価契約である旨及単価を記載する。
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