公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
契約担当官等の氏名並び
物品役務等の名称及び数量 にその所属する部局の名
称及び所在地

プロパンガス

分任支出負担行為担当官
宮内庁御料牧場長
石原 哲雄
栃木県塩谷郡高根沢町上
高根沢6020

分任支出負担行為担当官
産業廃棄物（動物性残渣， 宮内庁御料牧場長
動物死体）収集・運搬業務 石原 哲雄
委託
栃木県塩谷郡高根沢町上
高根沢6020

中形菊焼残月

盛花他

配膳人の供給

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
高木 隆
東京都千代田区千代田１
－１

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
高木 隆
東京都千代田区千代田１
－１

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
高木 隆
東京都千代田区千代田１
－１

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び
称及び住所
理由（企画競争又は公募）

平成21年4月1日

会計法第２９条の３第４項
当場に設置されてい
烏山通運株式会社
るプロパンガスの計量器および調整器が同社所有で
栃木県那須烏山市金井２丁
あるため，プロパンガスの供給を受けられる業者が
目２０番１０号
同社のみであるため。

平成21年4月1日

富士化学株式会社
東京都西多摩郡瑞穂町二本
木433-2

平成21年4月1日

①株式会社虎屋
東京都港区赤坂４－９－２
２
②株式会社清月堂本店
東京都中央区銀座７－１６
－１５
③株式会社花園万頭
東京都新宿区新宿５－１６
－１５

平成21年4月1日

株式会社花慶
東京都千代田区岩本町１－
９－２

平成21年4月1日

①株式会社麹町配ぜん人紹
介所 東京都千代田区麹町
４－４－４
②株式会社東邦サービス
東京都渋谷区千駄ヶ谷５－
２１－１２
③株式会社西東京スタッフ
東京都西東京市南町４－４
－２－３０３

会計法第２９条の３第４項
当場の事業において
排出される産業廃棄物（動物性残渣・動物死体）に
ついて，栃木県産業廃棄物対策課一般廃棄物担当及
び栃木県産業廃棄物協会に調査した結果，関係法令
に基づき適正に収集・運搬し，最終処分まで行える
業者は全国でも数社しかなく，関東地区では同社の
みであるため。
菊焼残月は春季・秋季園遊会招待者並びに春・秋に
表彰される叙勲者等へ賜与されるものである。本製
品の特殊性を考えるとき，確実な製造と安定した納
品が不可欠である。これらを検討し，市場調査を
行った結果，製品の納入が多量になる場合は１社で
は製造が不可能であること。また，不測の事態が生
じた場合の対応を考慮した結果，製品調達を確実に
行える業者は３社のみであった。今回契約する３社
は永年にわたり，確実な納入実績を有しており，充
分な信頼性をそなえているため。（会計法第２９条
の３第４項）
宮中の招宴において卓上を飾る盛花は，行事の性格
上と宮殿という場所の特殊性から高水準のものでな
くてはならない。国賓晩餐等の大きな行事では，
様々な大きさの盛花を多数生け込み，卓上に配置す
るため，その技術力はもちろんのこと，花材につい
ては季節，賓客，場所等に配慮した最良の物を用意
できる業者でなければならない。同社は，卓上を飾
る盛花の生け込みに精通しており，また，宮殿使用
開始以来４１年間の経験と実績を有し，充分な信頼
性を備えている。（会計法第２９条の３第４項）
宮中で催される諸宴の配膳を当庁職員だけでは対応
できないため，不足となる配膳人を外部に委託して
いる。特に晩餐，午餐等の接遇は，伝統に基づいた
格調高い儀式であるため，配膳にも長年の経験と技
術が必要となる。この三社は３０数年，宮中の様々
な配膳業務を経験し配膳方法にも熟知しており，安
心して行事を任せられる充分な信頼性を備えてい
る。なお，大きな行事の際，多数の必要人員を確実
に確保するためには一社では困難なため三社と契約
した。（会計法第２９条の３第４項）

予定価格

（非公表）

（非公表）

14,340,620

3,845,722

16,530,252

契約金額

2,283,339

63,000

落札率

－

－

13,945,960 97.2%

3,845,722

16,530,252

100%

100%

再就
職の
役員
の数

備

考

－

単価契約
（契約金
額は予定
総額）

－

単価契約
年間予定
総額
3,276,000
円

－

単価契約
（契約金
額は３社
合計の予
定総額）

－

単価契約

－

単価契約
（契約金
額は３社
合計の予
定総額）

契約担当官等の氏名並び
物品役務等の名称及び数量 にその所属する部局の名
称及び所在地

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長
正倉院東西宝庫ほか空調及
北
啓太
び衛生設備保守業務
京都府京都市上京区京都
御苑３

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
皇居東御苑苑路ほか清掃
高木 隆
東京都千代田区千代田１
－１
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
皇居西地区機械設備その他
高木 隆
保守点検
東京都千代田区千代田１
－１

落札率

再就
職の
役員
の数

8,820,000

－

－

（非公表）

5,828,760

-

8

（非公表）

78,209,185

－

－

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び
称及び住所
理由（企画競争又は公募）

予定価格

平成21年4月1日

正倉院東西宝庫及び事務所空調設備は宝物を最良の
状態に保つための設備であり，極めて厳密なコント
ロールが求められる。空調機の異常，故障は宝物の
損傷，破壊に直結する多大な影響を与えるため，敏
速で正確な対応が必要となる。さらに保守業務にあ
たっては，特定の企業等の技術に偏ることなく，中
立性・公平性をもって適正に調査，検討を進めてい
く必要がある。
第一工業（株）大阪支店
上記を踏まえ，本業務については，応募要件を満
大阪市北区西天満３丁目６ たし，本業務の実施を希望する者の有無を確認する
番４号
目的で，参加意思確認書の提出を招請する公募を実
施した。応募要件を満たすと認められる者がいない
場合にあっては中央監視装置のソフトウェアーを熟
知している第一工業（株）を契約の相手方とする契
約手続を行うことを予定していた。
公募の結果，参加意思確認書の提出者がいなかっ
たため，第一工業（株）が本業務を遂行できる唯一
の機関であると確認されたため。（会計法第２９条
の３第４項）

（非公表）

平成21年4月1日

財団法人菊葉文化協会
入札を実施したが，再度の入札を実施しても落札者
東京都千代田区千代田１－ となるべき者がいなかったため。（会計法第２９条
１
の３第５項，予算決算及び会計令第９９条の２）

平成21年4月1日

日本ビル・メンテナンス株
入札を実施したが，再度の入札を実施しても落札者
式会社
となるべき者がいなかったため。（会計法第２９条
東京都中央区日本橋三丁目
の３第５項，予算決算及び会計令第９９条の２）
１２番２号

契約金額

備

考

単価契約

契約担当官等の氏名並び
物品役務等の名称及び数量 にその所属する部局の名
称及び所在地

皇居参観案内業務

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
高木 隆
東京都千代田区千代田１
－１

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び
称及び住所
理由（企画競争又は公募）

予定価格

平成21年4月1日

本業務は，皇居の参観案内を行うものである。
本業務を行うにあたっては，皇居の歴史的・文化
的にも貴重な施設等であることを充分に熟知してい
る必要があり，併せて参観者等の問い合わせに対し
て的確に知識が必要である。また，宮中行事の都合
により参観案内業務への対応，要員の配置等につい
ても宮内庁の各担当課の指示に従った速やかな対応
が必要とされる。
上記を踏まえ，本業務については，応募要件を満
たし，本業務の実施を希望する者の有無を確認する
財団法人菊葉文化協会
目的で，参加意思確認書の提出を招請する公募を実
東京都千代田区千代田１－ 施した。応募要件を満たすと認められる者がいない
１
場合にあっては，宮内庁が継承し，管理しているこ
れらの伝承文化や文化財について，調査研究，国民
への紹介等を行うとともに，皇居の歴史的・文化的
に貴重な施設等を，地域文化・国民文化の向上等に
寄与することを目的として設立され，本業務に求め
られる信頼性と実績を有する(財)菊葉文化協会を契
約の相手方とする契約手続を行う予定としていた。
公募の結果，参加意思確認書の提出者がいなかっ
たため，(財)菊葉文化協会が本業務を遂行できる唯
一の機関であると確認されたため。（会計法第２９
条の３第４項）

（非公表）

契約金額

1,138,331

落札率

再就
職の
役員
の数

－

8

備

考

単価契約

契約担当官等の氏名並び
物品役務等の名称及び数量 にその所属する部局の名
称及び所在地

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
発注者支援データベースシ
高木 隆
ステムのアクセス検索料
東京都千代田区千代田１
－１

須崎御用邸温泉需給

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
高木 隆
東京都千代田区千代田１
－１

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び
称及び住所
理由（企画競争又は公募）

平成21年4月1日

公共工事の発注をめぐり，入札・契約手続きにお
ける不正行為の防止，建設市場の国際化への対応な
どの社会的要請を背景に，平成5年12月21日の中央建
設業審議会（建設大臣の諮問機関）により，「公共
工事に関する入札・契約制度の改革について」の建
議がまとめられ，この建議の中で，各発注機関が共
同で利用でき，建設会社の技術力を公正に評価しう
る工事実績情報等のデータベース整備の必要性が求
められた。
これを受け，旧建設省の要請で広く建設情報を手
がけている（財）日本建設情報総合センター
（JACIC：ジャシック）が公益法人という立場で，工
財団法人日本建設情報総合 事実績情報等のデータベースを構築し，各発注機関
センター
へ情報提供を行うこととなった。このデータベース
東京都港区赤坂７丁目１０ のうち，工事実績情報を取りまとめたものが
番２０号アカサカセブンス 「CORINS（コリンズ：工事実績情報サービス）」，
アベニュービル
測量調査設計業務を取りまとめたものが，「TECRIS
（テクリス：測量調査設計業務実績情報サービ
ス）」である。
また，CORINS情報と財団法人建設業技術者セン
ターが提供する企業情報を一体的に検索できるシス
テム「JCIS（ジェイシス：JC情報サービス）」に
て，建設業法第２６条第３項に定められている監理
技術者及び主任技術者の適正配置の確認・徹底を図
ることができる。
以上の「CORINS」，「TECRIS」及び「JCIS」各情
報サービスの提供は，（財）日本建設情報総合セン
ターのみで行っているため。（会計法第２９条の３
第４項）

4,286,100

平成21年4月1日

本件は，温泉受入口まで引湯を行わせるものであ
る。
須崎御用邸が所在する地域における温泉供給の業
下田温泉株式会社
務は，下田温泉㈱のみが行っており，同社は須崎御
静岡県下田市西本郷一丁目
用邸へ引湯を行うことのできる設備を持っている。
７番１７号
このため，同社は安定して当該御用邸に引湯を行う
ことが出来る唯一の業者であるため。（会計法２９
条の３第４項）

2,912,285

予定価格

落札率

再就
職の
役員
の数

4,286,100

100%

－

2,912,285

100%

－

契約金額

備

考

単価契約

契約担当官等の氏名並び
物品役務等の名称及び数量 にその所属する部局の名
称及び所在地

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
宮殿特高受変電設備その他
高木 隆
保守点検
東京都千代田区千代田１
－１

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
宮殿ほか空調用自動制御装
高木 隆
置保守点検
東京都千代田区千代田１
－１

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
赤坂東邸附属棟仮設事務所
高木 隆
管理及び撤去業務
東京都千代田区千代田１
－１

落札率

再就
職の
役員
の数

7,140,000

－

－

（非公表）

12,705,000

－

－

（非公表）

1,995,000

－

－

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び
称及び住所
理由（企画競争又は公募）

予定価格

平成21年4月1日

本業務は，皇居内設備管制所に設置されている特
別高圧受変電設備と皇居内各変電所と設備管制所間
に設置されている電力監視設備の保守点検を行うも
のである。
当該設備は，皇居内各所への安定した電力供給、
皇居内各変電所と設備管制所間の電力使用量や設置
機器の動作状況の監視上最も重要な設備である。当
該変電設備を構成する主要変換機器や電力監視設備
株式会社東芝
の運用、計測等は信号をソフトウェアでまとめ、グ
東京都港区芝浦一丁目１番
ラフィックパネルや警報表示盤等へ出力することで
１号
行っており、これらにかかる機器は全て㈱東芝独自
のものであり、製造者の設計による独自性の高い設
備であるため、機器を設計・製造したもの以外に保
守点検を任せた場合，当該設備に著しい支障が生じ
る恐れがある。
㈱東芝は，当該設備を設計，製造した会社であ
り，当該設備を熟知した唯一の会社であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

（非公表）

平成21年4月1日

本件は，宮殿，御所，宮内庁庁舎及び宮内庁病院
に設置されている空調用自動制御装置の保守点検を
行うものである。
当該設備は建物内の空調・給湯設備運転監視にお
ける自動制御機器であり，重要な施設に設置されて
いるため，故障等の不具合によって機能が阻害され
た場合，その被害と影響は多大なものとなる。従っ
て，本業務においては，当該設備に対して高度の保
守管理技術を有し，故障等が発生した場合における
株式会社山武
適切かつ迅速な対応能力と修理能力を有する業者を
東京都千代田区丸の内二丁
選定することが求められる。
目７番３号
また，当該設備は，製造者が中央監視設備，通信
方式，システムの制御等，当庁の運転監視環境に合
わせて設計した独自性の高い設備であり，設計・製
造したもの以外に保守点検を任せた場合，空調・熱
源設備が正常に動作しない等，当該設備の運転に著
しい支障が生じる恐れがある。
㈱山武は当該設備を設計・製造した会社であり，
当該設備を熟知した唯一の会社であるため。（会計
法第２９条の３第４項）

平成21年4月1日

本業務は，赤坂東邸附属棟仮設事務所布設及び管
理業務からの継続業務であり，一体の布設物の維持
管理・撤去を目的とする業務であること，及び前回
郡リース株式会社
業務と本業務の契約者が異なる場合は，布設物の所
東京都六本木６丁目１１番 有者及び管理責任の範囲が不明確になる等密接不可
１７号
分な関係にある。また，経費の節減，安全・円滑か
つ適切な維持管理を確保するうえでも，前回契約者
以外の者と契約することは不利と認められるため。
（会計法第２９条の３第４項）

契約金額

備

考

契約担当官等の氏名並び
物品役務等の名称及び数量 にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
赤坂東邸仮設天幕管理及び
高木 隆
撤去業務
東京都千代田区千代田１
－１

平成21年4月1日

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
高木 隆
東京都千代田区千代田１
－１

平成21年4月1日

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
医科用コンピュータ他借受
高木 隆
１式
東京都千代田区千代田１
－１

平成21年4月1日

ネットワーク機器借受
式

１

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
ユニット（歯科用）借受
高木 隆
１式
東京都千代田区千代田１
－１
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
宮内庁ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ公開用ｻｰﾊﾞ
高木 隆
ｼｽﾃﾑの運用業務 １式
東京都千代田区千代田１
－１

平成21年4月1日

平成21年4月1日

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
インターネット接続の運用
高木 隆
業務 １式
東京都千代田区千代田１
－１

平成21年4月1日

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
高木 隆
東京都千代田区千代田１
－１

平成21年4月1日

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
給与等事務処理ｼｽﾃﾑの運用
高木 隆
支援業務 １式
東京都千代田区千代田１
－１

平成21年4月1日

ネットワーク機器外保守
１式

契約の相手方の商号又は名 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び
称及び住所
理由（企画競争又は公募）
本業務は，赤坂東邸仮設天幕布設及び管理業務か
らの継続業務であり，一体の布設物の維持管理・撤
去を目的とする業務であること，及び前回業務と本
ＴＳＰ太陽株式会社
業務の契約者が異なる場合は，布設物の所有者及び
東京都目黒区東山１－１７ 管理責任の範囲が不明確になる等密接不可分な関係
－１６
にある。また，経費の節減，安全・円滑かつ適切な
維持管理を確保するうえでも，前回契約者以外の者
と契約することは不利と認められるため。（会計法
第２９条の３第４項）
日立キャピタル株式会社
本件は，平成19年２月から４年間使用することを前
東京都港区西新橋2-15-12
提に平成18年9月に入札を実施し同社が落札したもの
新日鉄ソリューションズ株
であり，1年間のみ使用することを前提に入札を行う
式会社
場合と比較して安価であるため。（会計法第29条の3
東京都中央区新川二丁目20
第4項，特例政令に該当）
番15号
本件は，平成17年12月から４年間使用することを前
提に同年11月に入札を実施し同社が落札したもので
首都圏リース株式会社
あり，また，機器が安定稼働していることから本年
東京都千代田区神田小川町
12月からは再リースを予定しているところ，1年間の
一丁目２番地
み使用することを前提に入札を行う場合と比較して
安価であるため。（会計法第29条の3第4項）
本件は，平成18年12月から7年間使用することを前提
に同年12月に入札を実施し，同社が落札したもので
日立キャピタル株式会社
あり，1年間のみ使用することを前提に入札を行う場
東京都港区西新橋2-15-12
合と比較して安価であるため。（会計法第29条の3第
4項）
株式会社インターネットイ
本件は，同社の管理下での機器の賃貸借を含む運用
ニシアティブ
業務であり，同社以外には継続的機器による安定運
東京都千代田区神田神保町
用ができないため。（会計法第29条の3第4項，特例
１－１０５
政令に該当）
神保町三井ビルディング
本件は，品質の高いセキュリティが求められるとこ
株式会社インターネットイ ろ，同社は初期設定業務から運用を行っており，こ
ニシアティブ
れまで特段の問題が発生した事例がなく，安定した
東京都千代田区神田神保町 運用が見込まれるため。また，同社以外の者が運用
１－１０５
する場合，各種設定変更における初期工事費の発生
神保町三井ビルディング
及び運用停止期間等における業務上の支障があるこ
とから。（会計法第29条の3第4項）
本件は，宮内庁ネットワーク機器他の保守メンテナ
ンスを計るもので，同社は平成１０年度構築された
新日鉄ソリューションズ株
当庁のネットワークシステムを始めとする，関連シ
式会社
ステム機器の設計・構築に携わり，システム全体の
東京都中央区新川二丁目20
構築意図をを熟知している唯一の業者であり，他社
番15号
では常時最適な機器環境を継続的に維持できないた
め。（会計法第29条の3第4項，特例政令に該当）
本件業務を遂行する上で，機器類の製造者であり，
システムの設計・構築に携わった同社のノウハウが
富士通株式会社
不可欠であり，同社以外に支援業務を行わせた場合
東京都港区東新橋１丁目５
にシステム全般の使用に著しい支障が生じる恐れが
番２号
あり，同社以外には本業務を行えないため。
（会計法第29条の3第4項）

落札率

再就
職の
役員
の数

2,992,500

－

－

35,215,740

35,215,740

100%

－

1,005,480

1,005,480

100%

－

1,005,480

1,005,480

100%

－

39,824,820

39,824,820

100%

－

10,848,600

10,848,600

100%

－

38,605,350

36,943,200 95.7%

－

7,207,200

5,728,800 79.5%

－

予定価格

（非公表）

契約金額

備

考

契約担当官等の氏名並び
物品役務等の名称及び数量 にその所属する部局の名
称及び所在地
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
パーソナルコンピュータ他
高木 隆
借受 １式
東京都千代田区千代田１
－１
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
コピーカウント料 ３機種
高木 隆
（13個）
東京都千代田区千代田１
－１

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び
称及び住所
理由（企画競争又は公募）

平成21年4月1日

日立キャピタル株式会社
東京都港区西新橋2-15-12

平成21年4月1日

富士ゼロックス株式会社
東京都港区六本木三丁目１
番１号

本件は，平成20年3月から4年間使用することを前提
に平成20年2月に入札を実施し同社が落札したもので
あり，1年間のみ使用することを前提に入札を行う場
合と比較して安価であるため。（会計法第29条の3第
4項，特例政令に該当）
本件は，既に調達済みの反射式複写器にかかる保守
（単価契約）を行うものであり，製造メーカーであ
る同社以外に技術的要件等を兼ね備える者を公募し
た結果，参加意思表示がなかったことから同社と契
約したものである。（会計法第２９条の３第４項）
全身用コンピュータ断層撮影装置は，平成17年３月
から８年間使用することを前提に前年12月に入札を
実施し，また，磁気共鳴断層撮影装置は，平成18年
12月から６年間使用することを前提に同年５月に入
札を実施し，いずれも同社が落札したものであり，
契約の性質が競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項，特例政令に該当）
Ｘ線テレビジョン装置及びＣＬＥＩＡ装置は，当初
のリース期間満了後，再リースを検討したところ，
機器本体も支障なく稼働しており，かつ，価格調査
の結果，明らかに市場価格よりも低価格で同社から
借入できることが見込まれるため。（会計法第２９
条の３第５項）
視野計システム及び眼底カメラシステムは，平成18
年12月から６年間使用することを前提に同年11月に
入札を実施し，自動生化学分析装置及び臨床検査シ
ステムは，平成20年１月から６年間使用することを
前提に前年12月に入札を実施し，いずれも同社が落
札したものであり，契約の性質が競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

予定価格

34,355,160

契約金額

34,355,160

落札率

再就
職の
役員
の数

100%

－

4,390,008

4,390,008

100%

－

27,426,420

27,426,420

100%

－

9,738,444

9,738,444

100%

－

全身用ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ断層撮影装
置他借受 １式

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
高木 隆
東京都千代田区千代田１
－１

平成21年4月1日

東芝医用ファイナンス株式
会社
東京都文京区本郷３－１５
－２

Ｘ線ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ装置他借受
１式

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
高木 隆
東京都千代田区千代田１
－１

平成21年4月1日

日立キャピタル株式会社
東京都港区西新橋２－１５
－１２

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
１
高木 隆
東京都千代田区千代田１
－１

平成21年4月1日

超音波診断装置は，平成13年８月から８年間使用す
ることを前提に同年7月に入札を実施し同社が落札し
たものであり，契約の性質が競争を許さないため。
また，リース期間満了後は再リースを検討し，機器
本体も支障なく稼働しており，かつ，価格交渉を
芙蓉総合リース株式会社
行ったところ同社から低価格での借入が見込まれた
東京都千代田区三崎町３－ ため。（会計法第２９条の３第４項及び会計法第２
３－２３
９条の３第５項）
分娩総合監視装置は，当初のリース期間満了後，
再リースを検討したところ，機器本体も支障なく稼
働しており，かつ，価格調査の結果，明らかに市場
価格よりも低価格で同社から借入できることが見込
まれるため。（会計法第２９条の３第５項）

1,514,156

1,514,156

100%

－

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
水中トレッドミル装置借受
高木 隆
１式
東京都千代田区千代田１
－１

平成21年4月1日

東京センチュリーリース株
式会社
東京都港区浜松町２－４－
１

3,943,800

3,943,800

100%

－

超音波診断装置他借受
式

水中トレッドミル装置は，平成19年７月から５年間
使用することを前提に同年４月に入札を実施し同社
が落札したものであり，契約の性質が競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

備

考

単価契約
（契約金
額は予定
総額）

契約担当官等の氏名並び
物品役務等の名称及び数量 にその所属する部局の名
称及び所在地

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
カラー写真用自動現像装置
高木 隆
他借受 1式
東京都千代田区千代田１
－１

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
カラー写真用自動現像装置
高木 隆
保守 １式
東京都千代田区千代田１
－１

新聞の購入（単価契約）

テレビ放送受信料

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
高木 隆
東京都千代田区千代田１
－１
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
高木 隆
東京都千代田区千代田１
－１

支出負担行為担当官
宮内庁における郵便の業務 宮内庁長官官房主計課長
（信書に係るものであって 高木 隆
料金を後納するもの）
東京都千代田区千代田１
－１

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
生け花の購入（単価契約） 高木 隆
東京都千代田区千代田１
－１

反射式複写器の保守付ト
ナーの購入（単価契約）

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
高木 隆
東京都千代田区千代田１
－１

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び
称及び住所
理由（企画競争又は公募）

平成21年4月1日

日立キャピタル株式会社
東京都港区西新橋２－１５
－１２

平成21年4月1日

Ｎ＆Ｆテクノサービス株式
会社
東京都品川区西五反田３－
６－３２

平成21年4月1日

丸の内新聞事業協同組合
東京都千代田区内幸町１－
７－１０

平成21年4月1日

日本放送協会
東京都渋谷区神南２

カラー写真用自動現像装置は，平成19年12月から５
年間使用することを前提に同年10月に入札を実施し
同社が落札したものであり，契約の性質が競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４項）
無停電電源装置は，当初のリース期間満了後，再
リースを検討したところ，機器本体も支障なく稼働
しており，かつ，価格調査の結果，明らかに市場価
格よりも低価格で同社から借入できることが見込ま
れるため。（会計法第２９条の３第５項）
カラー写真用自動現像装置を平成１９年１２月から
借入しているところ，製造メーカーの保守部門を引
き継いでいるＮ＆Ｆテクノサービス株式会社以外に
保守点検をさせた場合，機器使用に著しい支障が生
じる恐れがあるため。（会計法第２９条の３第４
項）
同組合は，中小企業協同組合法の規定に基づき設
立された組合であり，宮内庁所在地域の新聞指定取
扱店である。このことから，当該事業協同組合の保
護育成のため，直接当該物件を購入する。（予算決
算及び会計令第９９条第１８号）
当該テレビ放送は，同協会のみにて提供されてい
るものであり，放送法第３２条第１項の規定によ
り支払い義務があるため。
（会計法第２９条の３第４項）

平成21年4月1日

郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法
郵便事業株式会社
律の規定する郵便及び信書の送達が可能な事業者は,
東京都中央区銀座８－２０
郵政事業株式会社しかなく競争を許さないため（会
－２６
計法29条の3第4項）

平成21年4月1日

諸儀式等に使用される生け花は高水準のものでなく
てはならない。諸儀式等は年間140件程行われ，調達
①株式会社 花慶
数量が多くなる場合にも，当庁の要望に迅速かつ的
東京都千代田区岩本町１－ 確に応えられる業者を選定する必要がある。また，
９－２
業者に不測の事態が生じた場合でも，諸儀式等の執
②株式会社 日比谷花壇
行を確実にするため，2社と契約を結ぶ必要がある。
東京都千代田区内幸町１－ 以上をふまえ市場価格調査を行った結果，有利な価
１－１
格で調達ができ，当庁で41年間の生け込み実績を有
し信頼がおける同社と契約した。（会計法第２９条
の３第４項）

平成21年4月1日

京セラミタジャパン株式会
業務の履行が可能な者は当該事業者のみであると想
社
定し，公募を実施した結果，他に履行を希望する者
東京都中央区日本橋本町１
がなかったため。（会計法第２９条の３第４項）
丁目９番１５号

予定価格

契約金額

落札率

再就
職の
役員
の数

2,852,316

2,852,316

100%

－

1,161,216

1,161,216

100%

－

5,534,616

5,534,616

100%

－

3,239,210

3,239,210

100%

－

ー

6,184,882

（非公表）

ー

－

6,111,701 98.8%

1,837,500

－

備

考

－

契約単価
は郵便約
款による
もの
（20年度
契約実績
3,753,265
円）

－

単価契約
（契約金
額は
予定総
額）

－

単価契約
（契約金
額は
予定総
額）

契約担当官等の氏名並び
物品役務等の名称及び数量 にその所属する部局の名
称及び所在地

Ｘ線分析装置保守業務

電子顕微鏡装置保守業務

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長
北
啓太
京都府京都市上京区京都
御苑３

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長
北
啓太
京都府京都市上京区京都
御苑３

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び
称及び住所
理由（企画競争又は公募）

予定価格

平成21年4月1日

本業務については，正倉院事務所に設置され，既に
運用しているＸ線分析装置の保守点検を行うもの
で，この業務を行うにあたっては，同装置を充分に
熟知し専門的な知識や技術力を持っている必要があ
り，併せて故障等が発生した場合には敏速に対応が
行えることが必要とされる。さらに保守業務にあ
たっては，特定の企業等の技術に偏ることなく，中
立性・公平性をもって適正に調査，検討を進めてい
スペクトリス株式会社パナ
く必要がある。
リティカル事業部
上記を踏まえ，本業務については，応募要件を満
大阪市淀川区宮原５丁目１
たし，本業務の実施を希望する者の有無を確認する
番１８号 新大阪サンアー
目的で，参加意思確認書の提出を招請する公募を実
ルセンタービル
施した。応募要件を満たすと認められる者がいない
場合にあっては，Ｘ線分析装置を独自の技術によっ
て開発したスペクトリス（株）を契約の相手方とす
る契約手続を行うことを予定していた。
公募の結果，参加意思確認書の提出者がいなかっ
たため，スペクトリス（株）が本業務を遂行できる
唯一の機関であると確認されたため。（会計法第２
９条の３第４項）

（非公表）

平成21年4月1日

本業務については，正倉院事務所に設置され，既に
運用している電子顕微鏡装置の保守業務を行うもの
で，この業務を行うにあたっては，同装置を充分に
熟知し専門的な知識や技術力を持っている必要があ
り，併せて故障等が発生した場合には敏速に対応が
行えることが必要とされる。さらに保守業務にあ
たっては，特定の企業等の技術に偏ることなく，中
立性・公平性をもって適正に調査，検討を進めてい
日本電子データム（株）大 く必要がある。
阪センター
上記を踏まえ，本業務については，応募要件を満
大阪市淀川区西中島５－１ たし，本業務の実施を希望する者の有無を確認する
４－５ 新大阪ＩＮビル
目的で，参加意思確認書の提出を招請する公募を実
施した。応募要件を満たすと認められる者がいない
場合にあっては，電子顕微鏡装置を独自の技術に
よって開発した日本電子データム（株）を契約の相
手方とする契約手続を行うことを予定していた。
公募の結果，参加意思確認書の提出者がいなかっ
たため，日本電子データム（株）が本業務を遂行で
きる唯一の機関であると確認されたため。（会計法
第２９条の３第４項）

（非公表）

落札率

再就
職の
役員
の数

2,226,000

－

－

1,417,500

－

－

契約金額

備

考

契約担当官等の氏名並び
物品役務等の名称及び数量 にその所属する部局の名
称及び所在地

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長
正倉院電気設備中央監視装
北
啓太
置保守業務
京都府京都市上京区京都
御苑３

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長
京都御所ほか参観案内業務 北
啓太
京都府京都市上京区京都
御苑３

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び
称及び住所
理由（企画競争又は公募）

予定価格

平成21年4月1日

正倉院電気設備中央監視装置は，電気の使用状況，
使用量，各機器の故障の有無等を監視するためのも
のである。宝庫の空調機器を始め電気設備が多数あ
り，装置の故障は宝物に多大な影響を与えるため，
敏速で正確な対応が必要となる。さらに保守業務に
あたっては，特定の企業等の技術に偏ることなく，
中立性・公平性をもって適正に調査，検討を進めて
いく必要がある。
上記を踏まえ，本業務については，応募要件を満
（株）東芝関西支社
たし，本業務の実施を希望する者の有無を確認する
大阪市北区大淀中１丁目１
目的で，参加意思確認書の提出を招請する公募を実
番３０号
施した。応募要件を満たすと認められる者がいない
場合にあっては，中央監視装置のハード及びソフト
ウェアーシステムを開発した（株）東芝関西支社を
契約の相手方とする契約手続を行うことを予定して
いた。
公募の結果，参加意思確認書の提出者がいなかっ
たため，（株）東芝関西支社が本業務を遂行できる
唯一の機関であると確認されたため。（会計法第２
９条の３第４項）

（非公表）

平成21年4月1日

本業務は，宮内庁が管理しているさまざまな皇室関
連施設に関する歴史や文化について，国民への紹介
等を行うことを目的とする。
これら参観案内等の業務を行うにあたっては，京
都御所等の歴史的・文化的にも貴重な施設等である
ことを充分に熟知している必要があり，併せて参観
者等の問い合わせに対して的確に答えられる知識が
必要とされる。
さらに案内業務にあたっては，特定の企業等の技
術に偏ることなく，中立性・公平性をもって適正に
調査，検討を進めていく必要がある。
上記を踏まえ，本業務については，応募要件を満
（財）菊葉文化協会
たし，本業務の実施を希望する者の有無を確認する
東京都千代田区千代田１－ 目的で，参加意思確認書の提出を招請する公募を実
１
施した。応募要件を満たすと認められる者がいない
場合にあっては，宮内庁が継承し，管理しているさ
まざまな伝承文化や文化財について，調査研究，国
民への紹介等を行うとともに，京都御所等の歴史
的・文化的に貴重な施設等を，地域文化・国民文化
の向上に寄与することを目的とし，本業務に求めら
れる信頼性と実績等を有する（財）菊葉文化協会を
契約の相手方とする契約手続を行うことを予定して
いた。
公募の結果，参加意思確認書の提出者がいなかっ
たため，（財）菊葉文化協会が本業務を遂行できる
唯一の機関であると確認されたため。（会計法第２
９条の３第４項）

（非公表）

落札率

再就
職の
役員
の数

1,890,000

－

－

2,335,662

－

8

契約金額

備

考

契約担当官等の氏名並び
物品役務等の名称及び数量 にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び
称及び住所
理由（企画競争又は公募）

予定価格

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
事務用消耗品の購入（単価
高木 隆
契約）
東京都千代田区千代田１
－１

平成21年4月21日

株式会社東洋ノーリツ
競争入札を実施したが，再度の入札を実施しても落
東京都千代田区神田淡路町 札者となるべき者がいなかったため。（予算決算及
２－２１－１５
び会計令第９９条の２）

（非公表）

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
高木 隆
東京都千代田区千代田１
－１

平成21年4月21日

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
東宮御所配管設備改修ほか
高木 隆
工事に伴う第３回監理業務
東京都千代田区千代田１
－１

平成21年4月23日

普通乗用自動車

３両

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
航空機座席借上及び受託手
高木 隆
荷物超過料金支払契約
東京都千代田区千代田１
－１

宿泊室料

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
高木 隆
東京都千代田区千代田１
－１

皇室におけるこれらの車両は，当庁の仕様に基づ
き特別架装を行うため，同社のみが製造し，直接販
売を行っている。また，経常における車両のメンテ
トヨタ自動車株式会社
ナンスサービス体制の充実は元より，地方行幸啓・
東京都文京区後楽１丁目４
行啓等の際に緊急の車両整備が必要な場合，迅速か
番１８号
つ適切な対応が可能となる全国屈指の充実したネッ
トワークを同社が保有しているため。（会計法第２
９条の３第４項，特例政令に該当）
本業務は，東宮御所配管設備改修ほか工事からの
継続であり，一体の構造物の構築等を目的とする工
事であることから，一貫した施工監理が必要と判断
株式会社日本設計
される。また，経費の節減，安全・円滑かつ適切な
東京都新宿区西新宿二丁目
監理業務を確保するうえでも，今迄継続して本業務
１番１号
を任せてきた工事監理業者以外の者に本業務を任せ
ることは不利と認められるため。（会計法第２９条
の３第４項）

57,932,700

（非公表）

契約金額

5,868,746

落札率

再就
職の
役員
の数

－

－

54,539,205 94.1%

－

5,250,000

－

－

平成21年4月24日

皇族の外国御訪問における航空機の座席借り上げ
ついては，警備上の要請による措置，事前公表がな
されない措置，各国における行事の時間及び場所と
の関連性等を考慮する必要がある。本件について，
これらの要件に応ずることができ，海外事情に精通
株式会社ＪＴＢ法人東京法
し，支援体制が整備された十分信頼に値する業者に
人営業日本橋支店
対し同じ条件の下に見積書を徴収したところ，最も
東京都中央区日本橋１－１
安価な価格を提示した同社を契約の相手方に選定し
３－１
た。また，航空機の無料手荷物許容量を超えた場合
に発生する受託手荷物超過料金の支払いについて
も，各航空会社と綿密な連絡体制を取ることができ
る同社が最も適切であるため。（会計法第29条の3第
5項，予決令第99条第8号）

21,553,580

21,553,580

100%

ー

平成21年4月24日

文仁親王同妃両殿下の外国御訪問について，御訪
問国においてお泊まりになる宿泊先で必要な部屋を
確保しなければならない。部屋の借り上げに当た
り，外国御訪問にかかわる情報を保持する措置，お
株式会社ＪＴＢ法人東京法
世話体制及び警備上の要請を満たす部屋を確実に確
人営業日本橋支店
保する必要がある。今回の外国御訪問に際し，同社
東京都中央区日本橋１－１
とは，ご利用になる航空機に関する契約を締結して
３－１
おり，また，海外事情に精通し，支援体制の整備さ
れた十分信頼に値する業者であり，同社を通じて契
約することが最も適切であるため。（会計法第２９
条の３第４項）

4,058,480

4,058,480

100%

ー

備

考

単価契約
（契約金
額は予定
総額）

契約担当官等の氏名並び
物品役務等の名称及び数量 にその所属する部局の名
称及び所在地

御紋型和三盆糖菓子製造

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
高木 隆
東京都千代田区千代田１
－１

分任支出負担行為担当官
正倉院宝物伎楽面修理事業 宮内庁京都事務所長
第２次１０カ年計画第７年 北
啓太
度「割損・朽損補修工程」 京都府京都市上京区京都
御苑３

分任支出負担行為担当官
正倉院宝物伎楽面修理事業 宮内庁京都事務所長
第２次１０カ年計画第７年 北
啓太
度「彩色剥落止め工程」
京都府京都市上京区京都
御苑３

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び
称及び住所
理由（企画競争又は公募）

平成21年5月1日

①株式会社 虎屋
東京都港区赤坂４－９－２
２
②有限会社 三谷製糖羽根
さぬき本舗
香川県東かがわ市馬宿１５ 本調達は，競争によることを許さないと判断し，公
６－８
募を行った結果，すべての要件を満たした者と契約
③株式会社 清月堂本店
した。（法第２９条の３第４項）
東京都中央区銀座７－１６
－１５
④株式会社 花園万頭
東京都新宿区新宿５－１６
－１５

平成21年5月18日

北村 謙一
奈良市西包永町３

本事業は，長期計画に基づいた修理事業であり，文
化財修理の豊富な経験・技術・知識を有する技術者
による一貫した修理が必要である。同氏は，本事業
のノウハウを知りうる人物で，これまで正倉院宝物
「漆皮箱」など数多くの漆工品の修理を行った実績
を有し，正倉院宝物「銀平脱合子」の復元模造品を
作製した経験も有している。また，同氏は漆芸の伝
統工芸作家として活躍しており，他の追随を許さぬ
極めて多くの経験を蓄積し，平成１１年に重要無形
文化財保持者（人間国宝）に認定された一方，文化
財修理に関しても，文化庁の指導のもとに国指定漆
工芸文化財等の修理に携わり，平成６年には選定保
存技術保持者に認定され，我が国における漆芸品を
主とする美術工芸品の修理技術者の第一人者として
中心的役割を果たしているため。（会計法第２９条
の３第４項）

平成21年5月18日

本事業は，長期計画に基づいた修理事業であり，文
化財修理の豊富な経験・技術・知識を有する技術者
による一貫した修理が必要である。さらに修理事業
にあたっては，特定の企業等の技術に偏ることな
く，中立性・公平性をもって適正に調査，検討を進
めていく必要がある。
上記を踏まえ，本事業については，応募要件を満
たし，本事業の実施を希望する者の有無を確認する
（株）岡墨光堂
目的で，参加意思確認書の提出を招請する公募を実
京都市中京区富小路通三条
施した。応募要件を満たすと認められる者がいない
上る
場合にあっては，本事業に当初より携わり，その修
理実績が申し分なく，優れた成果をあげている
（株）岡墨光堂を契約の相手方とする契約手続を行
うことを予定していた。
公募の結果，参加意思確認書の提出者がいなかっ
たため，（株）岡墨光堂が本業務を遂行できる唯一
の機関であると確認されたため。（会計法第２９条
の３第４項）

予定価格

16,170,000

契約金額

落札率

再就
職の
役員
の数

16,170,000

100%

－

（非公表）

2,809,800

－

－

（非公表）

4,365,900

－

－

備

考

単価契約
（契約金
額は４社
合計の予
定総額）

契約担当官等の氏名並び
物品役務等の名称及び数量 にその所属する部局の名
称及び所在地

分任支出負担行為担当官
正倉院宝物（七条織成樹皮
宮内庁京都事務所長
色袈裟）模造品作製「織
北
啓太
成・綾・平絹・組紐の作製
京都府京都市上京区京都
及び裁断・縫製工程」
御苑３

航空機座席借上

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
高木 隆
東京都千代田区千代田１
－１

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
天皇皇后両陛下の行幸啓に
高木 隆
係る宿泊室の賃貸等
東京都千代田区千代田１
－１
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
御支度品の製造
高木 隆
東京都千代田区千代田１
－１
支出負担行為担当官
絵画「春日権現験記絵」・ 宮内庁長官官房主計課長
絵画「南蛮人渡来図屏風」 高木 隆
保存修理
東京都千代田区千代田１
－１

落札率

再就
職の
役員
の数

7,612,500

－

－

19,604,196

19,604,196

100%

ー

1,360,000

1,360,000

100%

－

－

－

－

－

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び
称及び住所
理由（企画競争又は公募）

予定価格

平成21年5月18日

古代織物を復元模造するためには，糸作りから染
色・織りに至る全ての工程を総合的に理解している
こと，各工程を行う全ての技術を有していることが
必要不可欠である。さらに模造品作製にあたって
は，特定の企業等の技術に偏ることなく，中立性・
公平性をもって適正に調査，検討を進めていく必要
がある。
上記を踏まえ，本事業については，応募要件を満
（株）龍村美術織物
たし，本事業の実施を希望する者の有無を確認する
京都市中京区柳馬場通御池
目的で，参加意思確認書の提出を招請する公募を実
下ル柳八幡町６５番地 京
施した。応募要件を満たすと認められる者がいない
都朝日ビル２階
場合にあっては，本事業に当初より携わり，その復
元模造技術をもって，優れた成果をあげている
（株）龍村美術織物を契約の相手方とする契約手続
を行うことを予定していた。
公募の結果，参加意思確認書の提出者がいなかっ
たため，（株）龍村美術織物が本業務を遂行できる
唯一の機関であると確認されたため。（会計法第２
９条の３第４項）

（非公表）

平成21年5月19日

皇族の外国御訪問における航空機の座席借り上げ
ついては，警備上の要請による措置，事前公表がな
されない措置，各国における行事の時間及び場所と
近畿日本ツーリスト株式会
の関連性等を考慮する必要がある。本件について，
社虎ノ門公務旅行支店
これらの要件に応ずることができ，海外事情に精通
東京都港区虎ノ門１－１－
し，支援体制が整備された十分信頼に値する業者に
２１新虎ノ門実業会館３階
対し同じ条件の下に見積書を徴収したところ，最も
安価な価格を提示した同社を契約の相手方に選定し
た。（会計法第29条の3第5項，予決令第99条第8号）

平成21年5月22日

株式会社福井ワシントンホ
テルサービス
福井市大手３丁目１２番２
０号

天皇皇后両陛下の行幸啓に当たり，両陛下の御宿泊
所は前後の行事日程を勘案し，行幸啓先都道府県の
推薦に基づいて決定されるため。（会計法第29条の3
第4項）

平成21年6月1日

（非公表）

天皇皇后両陛下外国御訪問の際の行事等でご使用
になるもので，過去に多くの納入実績があり，あら
ゆるご要望に応えることができる信頼された相手方
であるため。（会計法第２９条の３第４項）

平成21年6月3日

皇室用美術工芸品の修理事業であり，過去におい
て修理対象品と同時代・同等作家の作品修理の実績
を有し，同一工房の技術者による画一した保存修理
株式会社 岡墨光堂
が必要とされるため，卓越した伝統保存修理技術を
京都市中京区富小路通三条
有した同者以外に本事業が行えないため。また，参
上る
加者の有無を確認する公募手続きに係る参加意思確
認書の提出を求める公示を行ったが同確認書の提出
者がいなかったため。（会計法第29条の3第4項）

（非公表）

54,577,611

契約金額

（非公表）

54,519,360

備

考

契約担当官等の氏名並び
物品役務等の名称及び数量 にその所属する部局の名
称及び所在地

航空機座席借上

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
高木 隆
東京都千代田区千代田１
－１

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
宮殿高圧自家発電設備その
高木 隆
他整備保守
東京都千代田区千代田１
－１
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
室料
高木 隆
東京都千代田区千代田１
－１
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
列車座席借上
高木 隆
東京都千代田区千代田１
－１

支出負担行為担当官
天皇皇后両陛下カナダ国及
宮内庁長官官房主計課長
びアメリカ合衆国御訪問特
高木 隆
別便に関わる受託手荷物取
東京都千代田区千代田１
扱業務
－１

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
東宮職ネットワーク機器移
森山 茂樹
設・設定作業
東京都千代田区千代田１
－１

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び
称及び住所
理由（企画競争又は公募）
本件皇族御旅行（非公式）については，同行する
団体が皇族殿下を始めとする御一行の旅行諸手配を
同社に一括依頼しており，当庁から随行する職員の
航空機座席についても，常にお側にお仕えするため
に必要な座席の確保ができるのは同社のみであるた
め。（会計法第29条の3第5項，予決令第99条第8号）

平成21年6月9日

株式会社ＪＴＢ法人東京法
人営業日本橋支店
東京都中央区日本橋１－１
３－１

平成21年6月26日

株式会社東京電機
入札を実施したが，再度の入札を実施しても落札
東京都千代田区外神田６－ 者となるべき者がいなかったため。（会計法第２９
１６－８
条の３第５項，予算決算及び会計令第９９条の２）

平成21年7月1日

皇太子殿下の京都府及び奈良県行啓に際し，殿下の
株式会社奈良ホテル
御宿泊所は前後の行事日程を勘案し，行啓先の都道
奈良県奈良市高畑町１，０
府県の推薦に基づいて決定されるため。（会計法２
９６
９条の３第４項）

平成21年7月1日

平成21年7月1日

平成21年8月10日

皇太子殿下の行啓に際し，新幹線の座席を借り上げ
東海旅客鉄道株式会社
たもの。御利用区間で新幹線を運行する会社は同社
名古屋市中村区名駅一丁目
以外にないため。
１番４号
（会計法第２９条の３第５項，予算決算及び会計令
ＪＲセントラルタワーズ
第９９条第８号）
天皇皇后両陛下カナダ国及びアメリカ合衆国御訪問
において，政府専用機を使用することとなった。当
該機を使用する際，空港地上支援業務（ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘ
ﾝｸﾞ）においては防衛省と要請者において業務分担を
行うこととなっており，機側支援，ランプ業務，整
株式会社日本航空インター 備支援業務を防衛庁が，旅客，手荷物，貨物業務を
ナショナル
要請者がそれぞれ分担して執り行うこととなってい
東京都品川区東品川２－４ る。
－１１
防衛庁では機側支援，ランプ業務，整備支援業務を
株式会社日本航空インターナショナルに業務委託し
ているが，要請者（宮内庁）が業務分担となってい
る部分についても同省が業務委託している業務と一
体となって執り行う必要があるため。（会計法２９
条の３第４項）
当業務は，東宮御所改修工事に伴う事務所一時移転
先からの東宮職ＬＡＮ環境の移設・設定作業で，同
社は平成１０年度に構築された宮内庁ネットワーク
新日鉄ソリューションズ株
システムを始めとする関連システム機器の設計・構
式会社
築に携わり，ネットワーク全体の構築意図及び個別
東京都中央区新川2-20-15
システム等を熟知している唯一の業者であり，同社
が本業務を行うことで，リスクを回避することがで
きるため。（会計法第２９条の３第４項）

予定価格

4,041,520

（非公表）

落札率

再就
職の
役員
の数

4,041,520

100%

ー

4,935,000

－

－

契約金額

815,000

815,000

100%

－

871,680

871,680

100%

－

4,634,320

4,634,320

100%

－

1,811,250

1,732,500 95.7%

－

備

考

契約担当官等の氏名並び
物品役務等の名称及び数量 にその所属する部局の名
称及び所在地

航空機座席借上

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１
－１

書籍「新装版 道 天皇陛
下御即位十年記念記録集
平成元年～平成十年」・
「道 天皇陛下 御即位二
十年記念記録集 平成十一
年～平成二十年」の購入及
び発送業務

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１
－１

室料

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１
－１

スープ皿他の製造
（１１種類，４５０点）

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１
－１

航空機座席借上

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１
－１

落札率

再就
職の
役員
の数

100%

ー

14,225,127 96.5%

－

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び
称及び住所
理由（企画競争又は公募）

平成21年8月11日

皇族の外国御訪問における航空機の座席借り上げ
ついては，警備上の要請による措置，事前公表がな
されない措置，行事の時間及び場所との関連性等を
株式会社ＪＴＢ法人東京法
考慮する必要がある。本件について，これらの要件
人営業日本橋支店
に応ずることができ，海外事情に精通し，支援体制
東京都中央区日本橋１－１
が整備された十分信頼に値する業者に対し同じ条件
３－１
の下に見積書を徴収したところ，最も安価な価格を
提示した同社を契約の相手方に選定した。（会計法
第29条の3第5項，予決令第99条第8号）

9,152,880

平成21年8月20日

今回購入する書籍は，再販売価格が維持されている
株式会社日本放送出版協会 ものであり，かつ供給元が一者のみであるため，出
東京都渋谷区宇田川町41-1 版元の株式会社日本放送協会出版協会と契約した。
（会計法第２９条の３第４項）

14,734,496

平成21年8月21日

皇太子同妃両殿下及び愛子内親王殿下の長野県行啓
株式会社ズイカインターナ
に際して，東宮侍従を始めとする供奉員は，それぞ
ショナル
れの職務が円滑に進められるよう，お三方のお泊所
長野県下高井郡山ノ内町大
と同じ施設で相当数の部屋を職務用として借り上げ
字夜瀬間１２３７７－６
る必要があるため。（会計法２９条の３第４項）

1,386,000

1,386,000

100%

－

平成21年8月28日

今回調達する洋食器は，天皇皇后両陛下が御所に外
国の賓客や国内の要人を招いて午餐や晩餐等に使用
するための磁器類である。これらの食器に求められ
ることは，調製された料理と調和がとれ，他の食器
（グラス等）とも一体として調和するものであるこ
と，また，近代的で格調高く，かつ国内において屈
指の技術によって製造された高い品質を有するもの
でなければならない。大倉陶園の作る白色硬質磁器
は，厳選された原料の生地に世界で最も高い１４６
株式会社大倉陶園
０度の高火度焼成を加えることで，他に類を見ない
横浜市戸塚区秋葉町２０番 白さと滑らかさを出しており，加えて美術性の高い
地
装飾により高級洋食器として海外でも高く評価され
ている。さらに，調達した食器が今後も長く補充可
能かどうかも重要である。同社は現在当課で使用し
ている食器の補充に際しても，同品質の優れた製品
を長期にわたり納入してきた実績があり，高い信頼
を受けている。このような点を考慮した上で，デザ
イン・製造技術及び製造実績を検討した結果，今回
の御所で使用する磁器類の調達は株式会社大倉陶園
以外は不可能と判断した。（会計法第２９条の３第
４項）

5,890,500

5,682,600 96.0%

－

平成21年9月4日

本件皇族御旅行（非公式）については，同行する
団体が皇族殿下を始めとする御一行の旅行諸手配を
全日本空輸株式会社
同社に一括依頼しており，当庁から随行する職員の
東京都港区東新橋１－５－
航空機座席についても，常にお側にお仕えするため
２汐留シティセンター
に必要な座席の確保ができるのは同社のみであるた
め。（会計法第29条の3第5項，予決令第99条第8号）

3,421,240

3,421,240

ー

予定価格

契約金額

9,152,880

100%

備

考

契約担当官等の氏名並び
物品役務等の名称及び数量 にその所属する部局の名
称及び所在地
支出負担行為担当官
書籍:天皇陛下御即位二十
宮内庁長官官房主計課長
年記念出版 「平成の宮中
森山 茂樹
歌会始」の購入及び発送業
東京都千代田区千代田１
務
－１

列車借上料

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１
－１

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
列車座席借上
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１
－１
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
天皇皇后両陛下の行幸啓に
森山 茂樹
係る宿泊室の賃貸等
東京都千代田区千代田１
－１
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
室料
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１
－１

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
宮内庁ネットワークシステ
森山 茂樹
ムのＡＤサーバの構築作業
東京都千代田区千代田１
－１

再就
職の
役員
の数

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び
称及び住所
理由（企画競争又は公募）

平成21年9月4日

今回購入する書籍は，再販売価格が維持されてい
株式会社日本放送出版協会 るものであり，かつ供給元が一者のみであるため，
東京都渋谷区宇田川町４１ 出版元の株式会社日本放送協会出版協会と契約し
－１
た。
（会計法第２９条の３第４項）

2,401,385

2,301,862 95.9%

－

平成21年9月14日

外交団牧場接待は，皇室の国際親善の一環とし
て，毎年，春季又は秋季に本邦駐在の各国大使等を
栃木県塩谷郡高根沢町にある御料牧場に招待するも
のである。
接待の日程は，当日の朝に集合場所である皇居を出
発，御料牧場に到着後に施設の紹介及び午餐等を行
い，その日の夕方に皇居まで戻ってくるものであ
る。
東日本旅客鉄道株式会社
この日程を円滑に遂行する上で，安全かつ正確で合
東京都台東区上野７－１－
理的な輸送機関は鉄道であること，また，鉄道で移
１
動をする際，御料牧場に最も近い在来鉄道駅はＪＲ
宝積寺駅となるが，当該駅へ最小時間で到着するこ
とが可能であり，なおかつ皇居から最も近い在来鉄
道駅はJR上野駅となることから，当該区間（JR上野
駅～JR宝積寺駅）を利用することとなる。
当該区間を直通運転している鉄道会社は東日本旅客
鉄道株式会社のみであるため。（予算決算及び会計
令第９９条第８号）

3,312,960

3,312,960

100%

－

平成21年9月18日

天皇皇后両陛下の行幸啓に当たり，新幹線の座席
東日本旅客鉄道株式会社
を借り上げたもの。御利用区間で新幹線を運行する
東京都渋谷区代々木二丁目
会社は同社以外にないため（予算決算及び会計令第
２番２号
９９条第８号）

1,288,770

1,288,770

100%

－

平成21年9月18日

株式会社ホテルオークラ新
天皇皇后両陛下の行幸啓に当たり，両陛下の御宿
潟
泊所は前後の行事日程を勘案し，行幸啓先都道府県
新潟市中央区川端町６丁目 の推薦に基づいて決定されるため。（会計法第２９
５３番地
条の３第４項）

1,320,000

1,320,000

100%

－

平成21年9月18日

株式会社ホテルオークラ新
皇太子殿下の新潟県行啓に際し，殿下の御宿泊所
潟
は前後の行事日程を勘案し，行啓先の都道府県の推
新潟市中央区川端町６丁目 薦に基づいて決定されるため。（会計法２９条の３
５３番地
第４項）

815,000

815,000

100%

－

平成21年10月8日

同社は現行の宮内庁ＮＷ保守事業者及び同運用管
理支援事業者であり，当庁の職域等を十分に理解し
ているとともに，万一の不測の事態における緊急対
新日鉄ソリューションズ株 応，原因究明，早期復旧を望める事業者は同社をお
式会社
いて他にないため。また，新たな機器を増設するこ
東京都中央区新川２－２０ とは，不具合が起きた際の障害切り分けが困難であ
－１５
るところ，同社は，当該賃貸借契約にかかる構築，
保守部門を当庁，リース業者との三者間で締結して
いることから，機器増設にかかる障害対応に特に問
題はないため。（会計法第２９条の３第４項）

2,369,850

2,369,850

100%

－

予定価格

契約金額

落札率

備

考

契約担当官等の氏名並び
物品役務等の名称及び数量 にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日

支出負担行為担当官
御即位２０年宮中茶会に伴 宮内庁長官官房主計課長
う舞楽台その他布設及び撤 森山 茂樹
去
東京都千代田区千代田１
－１

本業務は御即位２０年を祝して三権の長，国会議
員，認証官，都道府県知事及び外交団を招いての宮
中茶会に伴い，宮殿中庭に舞楽台等を布設する業務
である。
なお，舞楽台は，本設置場所専用に宮内庁にて製
作し，行事の都度契約者に貸与しているものであ
る。
舞楽台の組立については，大小約３５０部材から
構成されるが，詳細な組み立て図がないため，その
組み立て，解体，保管するための収納において，経
株式会社Ｊ．フロント建装 験が必要となる作業である。
平成21年10月28日 東京都江東区東陽２－４－
また，本業務は，他の宮殿行事が集中する時期で
２ 新宮ビル２Ｆ
もあり，組み立て，解体，収納を非常に短い期間内
に安全かつ確実に行う必要がある。
㈱Ｊ．フロント建装は舞楽台を製造した㈱大丸か
ら施工業を分社化した㈱大丸装工と合併した会社で
ある。㈱大丸装工は平成１１年度に行われた御即位
十年宮中茶会に伴う舞楽台布設業務の実績を有して
おり，㈱Ｊ．フロント建装はその業務及び人員を引
き継いでおり，舞楽台の構造，組立方法，取り扱い
方法，現場状況等を十分熟知し，本業務を安全かつ
確実に実施することができる唯一の会社であるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

支出負担行為担当官
写真集「天皇陛下御即位二 宮内庁長官官房主計課長
十年･御成婚五十年記念写 森山 茂樹
真集」の購入及び発送業務 東京都千代田区千代田1－
1
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
天皇皇后両陛下の行幸啓に
森山 茂樹
係る宿泊室の賃貸等
東京都千代田区千代田１
－１
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
列車座席借上
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１
－１

契約の相手方の商号又は名 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び
称及び住所
理由（企画競争又は公募）

予定価格

（非公表）

契約金額

3,381,000

落札率

再就
職の
役員
の数

－

－

平成21年11月4日

今回購入する写真集は，再販売価格が維持されて
株式会社共同通信社
いるものであり，かつ供給元が一者のみであるた
東京都港区東新橋１－７－
め，出版元の株式会社共同通信社と契約した。
１
（会計法第２９条の３第４項）

3,163,489

3,160,542 99.9%

－

平成21年11月9日

天皇皇后両陛下の行幸啓に当たり，両陛下の御宿
株式会社ロイヤルホテル
泊所は前後の行事日程を勘案し，行幸啓先都道府県
大阪市北区中之島５丁目３
の推薦に基づいて決定されるため。（会計法第29条
番６８号
の3第4項）

1,840,000

1,840,000

100%

－

平成21年11月9日

東海旅客鉄道株式会社
天皇皇后両陛下の行幸啓に当たり新幹線の座席を
名古屋市中村区名駅一丁目 借り上げたもの。御利用区間で新幹線を運行する会
１番４号
社は同社以外にないため。（予算決算及び会計令第
JRセントラルタワーズ
９９条第８号）

1,162,240

1,162,240

100%

－

備

考

契約担当官等の氏名並び
物品役務等の名称及び数量 にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び
称及び住所
理由（企画競争又は公募）

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１
－１

今回調達するグラス類は，天皇皇后両陛下が御所
に外国の賓客や国内の要人を招いて午餐や晩餐等に
使用するためのワイングラス等である。これらの食
器の選定に当たり求められることは，他の食器（陶
磁器，銀器等）とも一体として調和するものである
こと。また，近代的で格調高く，かつ国内において
屈指の技術によって製造された高い品質を有するも
のでなければならない。カガミクリスタル(株)は創
業以来，熟練の技術に裏打ちされた高品質の製品を
生産し続けており，宮殿，迎賓館等への納入実績も
多数有し，高級クリスタルガラス製造メーカーとし
て高い評価と信頼を得ている。特に今回調達予定の
グラス類のデザインについては，茅（草）柄の繊細
カガミクリスタル株式会社
で陰影に富んだ模様を施すことになり，これを実現
平成21年11月20日 茨城県竜ヶ崎市向陽台４丁
するには「グラヴィール彫刻」という技法でしか為
目５番地
し得ないため調査したところ，「グラヴィール彫
刻」の中で最高とされる「カッパー・ホイール・グ
ラス・エングレイビング」技法を習得した技術者の
在籍する国内の高級クリスタルガラス製造メーカー
は唯一同社のみであることが判明した。さらに，調
達した食器が今後も長く補充可能かどうかも重要で
ある。同社は現在当課で使用しているグラス類の補
充に際しても，同品質の優れた製品を長期にわたり
納入してきた実績があり，高い信頼を受けている。
このような点を考慮した上で，デザイン・製造技術
及び納入実績を検討した結果，今回の御所で使用す
るグラス類の調達はカガミクリスタル(株)以外は不
可能と判断した。（会計法第２９条の３第４項）

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
天皇誕生日，新年一般参賀
森山 茂樹
につき風防室布設及び撤去
東京都千代田区千代田１
－１

本業務は，天皇誕生日及び新年一般参賀の実施に
あたり，宮殿ベランダに仮設風防室等を布設する業
務である。
風防室は，天皇陛下を始めとする皇族方が御使用
になられる施設であり，年末年始の行事が集中する
トステム株式会社ビル改装
時期に，短期間で安全かつ確実に組み立てることが
東京支店
求められるため，その構造及び組み立て方法を熟知
平成21年11月25日 東京都台東区北上野１－８
したもの以外に本業務を任せた場合，宮殿行事等に
－１住友不動産上野ビル３
多大な支障をきたす恐れがある。
号館
トステム㈱は，本業務の布設対象となるサッシを
製造したメーカーであり，風防室の構造，組立方
法，取り扱い方法，現場状況等を十分熟知し，本業
務を安全かつ確実に実施することの出来る唯一の業
者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

白葡萄酒コップ他の製造
（７種類，２４０点）

支出負担行為担当官
宮内庁ネットワークシステ 宮内庁長官官房主計課長
ム（京都事務所）機器移
森山 茂樹
設・設定作業
東京都千代田区千代田1－
1

平成21年12月2日

当業務は，宮内庁京都事務所改修工事に伴う事務
所一時移転先への機器移設・設定作業で，同社は平
新日鉄ソリューションズ株 成１０年度に構築された宮内庁ネットワークシステ
式会社
ムを始めとする関連システム機器の設計・構築に携
東京都中央区新川２－２０ わり，ネットワーク全体の構築意図及び個別システ
－１５
ム等を熟知している唯一の業者であり，同社が本業
務を行うことで，リスクを回避することができるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

予定価格

6,438,600

（非公表）

2,940,000

契約金額

落札率

再就
職の
役員
の数

6,022,800 93.5%

－

2,467,500

－

－

2,940,000

100%

－

備

考

契約担当官等の氏名並び
物品役務等の名称及び数量 にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び
称及び住所
理由（企画競争又は公募）

支出負担行為担当官
普通乗用自動車（セダンタ 宮内庁長官官房主計課長
東京トヨペット株式会社
入札を実施したが，再度の入札を実施しても落札
イプ・ハイブリッド車）２ 森山 茂樹
平成21年12月10日 東京都港区芝浦４丁目８番 者となるべき者がいなかったため。（会計法第２９
両
東京都千代田区千代田1－
３号
条の３第５項，予算決算及び会計令第９９条の２）
1
本業務は天皇陛下御誕生日の祝宴にお出しする宮
支出負担行為担当官
中の伝統的儀式料理の調製を行うものである。同社
宮内庁長官官房主計課長
株式会社紀文食品
は昭和46年3月の皇后誕生日祝宴料理から，宮中の伝
天皇誕生日祝宴料理及び祝
森山 茂樹
平成21年12月16日 東京都中央区銀座５－１５ 統的儀式料理の調製を確実に履行している唯一の業
宴箱詰料理
東京都千代田区千代田1－
－１
者であり，大量かつ新鮮な食材の調達や数日間に亘
1
り相当数の料理人派遣を確実に行えるのは，同社の
みであるため。（会計法２９条の３第４項）
本業務は新年祝賀の祝宴にお出しする宮中の伝統
支出負担行為担当官
的儀式料理の調製を行うものである。同社は昭和46
宮内庁長官官房主計課長
株式会社紀文食品
年3月の皇后誕生日祝宴料理から，宮中の伝統的儀式
新年祝宴料理
森山 茂樹
平成21年12月25日 東京都中央区銀座５－１５ 料理の調製を確実に履行している唯一の業者であ
東京都千代田区千代田1－
－１
り，大量かつ新鮮な食材の調達や数日間に亘り相当
1
数の料理人派遣を確実に行えるのは，同社のみであ
るため。（会計法２９条の３第４項）
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
渡邉みすや 渡邉辰雄
必要とする製造技法は渡邉みすやのみ保持してい
御簾の製造
森山 茂樹
平成22年1月22日 東京都江戸川区春江町２－ るものであり，競争を許さないため。（会計法第２
東京都千代田区千代田1－
９－１０
９条の３第４項）
1

予定価格

11,859,750

契約金額

落札率

再就
職の
役員
の数

11,833,500 99.8%

－

（非公表）

10,795,249

－

－

（非公表）

9,841,230

－

－

3,431,400

3,084,900 89.9%

－

備

考

契約担当官等の氏名並び
物品役務等の名称及び数量 にその所属する部局の名
称及び所在地

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長
宝物模造品作製用材料「紫
北
啓太
檀」荒削り事業
京都府京都市上京区京都
御苑３

契約を締結した日

平成22年1月29日

契約の相手方の商号又は名 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び
称及び住所
理由（企画競争又は公募）

新田義雄（紀雲）

本事業は，正倉院宝物「螺鈿紫檀五絃琵琶」模造
品作製を目的として，平成１４年度より事前調査を
行い，材料調達から模造品作製までの長期計画とし
て始まった事業の一環で，平成１５年度に購入した
「紫檀」を，材料の深部まで枯らしを促進させ，並
びに虫食いや割れ等の不具合を確認するために荒削
りを行うものである。本事業を行うにあたっては，
「紫檀」を最適に管理できる設備をはじめとした保
管環境や豊富な経験を有し，加工に関しても極めて
優れた技術・知識を有する技術者により行う必要が
ある。
また，「紫檀」の場合，模造製作着手にいたるま
で，製材後も養生期間（枯らし）が必要不可欠で，
これを設けずに加工を行った場合，木地が変形した
りひび割れが発生することは必至である。しかも
「紫檀」は，日本の風土で育成されたものとは異な
る南方産の外来材で，木目の詰まった堅い木である
ため，養生期間を長く見なければならず，温度・湿
度・日照の管理を季節や天候に対応して行わなけれ
ばならない。
以上のような観点から，「紫檀」を調達した当初
より，模造製作着手までの保管・諸加工・管理を一
貫して行うことが重要で，その条件を満たすことを
材料調達時の条件としていた。
同氏は唐木指物師である父新田隆造氏に師事し，
伝統ある唐木指物の技法を受け継ぎ，長年に渡り日
本の伝統的な工芸技術を磨いてきた。平成１５年当
時同氏は，伐採後１０年以上経過した原宝物極似の
最良の「紫檀」材を所有しており，常時「紫檀」を
扱い，唐木材料に関する科学的知識をも有する人物
で，上述の要件を満たす「紫檀」専用の保管庫を持
ち，養生（保管・管理）についても，適任と考え，
同氏より「紫檀」を購入し，以後現在まで保管・管
理を契約し依頼してきた。今回の荒削り事業につい
ても，紫檀材の変形や収縮具合を慎重に見極めなが
ら実施する必要があり，模造製作前段階における，
一連の管理作業として位置づけられるもので，同人
が本件を行うことが最も相応しいものと考えたた
め。（会計法第２９条の３第４項）

予定価格

1,984,500

契約金額

落札率

1,890,000 95.2%

再就
職の
役員
の数

－

備

考

契約担当官等の氏名並び
物品役務等の名称及び数量 にその所属する部局の名
称及び所在地

赤ワイン購入

支出負担行為担当官代理
宮内庁長官官房主計課長
補佐
鴨澤 豊
東京都千代田区千代田１
－１

支出負担行為担当官代理
宮内庁長官官房主計課長
天皇皇后両陛下カナダ国及
補佐
びアメリカ合衆国御訪問記
鴨澤 豊
録映画の制作
東京都千代田区千代田１
－１
支出負担行為担当官代理
宮内庁長官官房主計課長
天皇皇后両陛下カナダ国及
補佐
びアメリカ合衆国御訪問記
鴨澤 豊
録写真の制作
東京都千代田区千代田１
－１
支出負担行為担当官
書籍
宮内庁長官官房主計課長
「禁裏仙洞御会和歌集」６
森山 茂樹
２冊
東京都千代田区千代田１
「自讃歌」 １帖
－１
書籍
支出負担行為担当官
「後小松天皇御宸翰」 １ 宮内庁長官官房主計課長
幅
森山 茂樹
「後柏原院着到和歌」 １ 東京都千代田区千代田１
幅
－１

落札率

再就
職の
役員
の数

2,347,200

100%

－

5,775,000

5,775,000

100%

－

3,880,800

3,880,800

100%

－

4,100,000

4,100,000

100%

－

2,500,000

2,500,000

100%

－

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び
称及び住所
理由（企画競争又は公募）

平成22年2月1日

今回購入する赤ワインは，皇居における国賓・公
式実務賓客等をお招きしての宮中晩餐・宮中午餐等
に使用されるものである。
これらの行事で使用されるワインの銘柄及び品質
は良質で長期熟成に耐えられる優良品でなければな
らないとともに，一回の行事につき同一の銘柄で，
かつ，同品質のものを揃えて使用しなければならな
い。よって，国際儀礼に則ったフランスワインの中
でも格付け１級に指定されているワインのうち，そ
の折々における在庫状況及び価格等を考慮し，一銘
柄を一括して購入するものである。
株式会社明治屋
この度の購入に当たり，当庁における各銘柄の在
東京都中央区京橋2丁目2番 庫状況及び価格並びに品質等を比較・検討をした結
8号
果，フランス国ボルドー地方における優れたワイン
の一つであるCh.Mouton Rothschild 04（ｼｬﾄｰ・ﾑｰﾄ
ﾝ・ﾛｰﾄｼﾙﾄ'2004）を72本購入することに決定した。
そこで，購入に際して，価格面の他，同じ条件下
の保管状態にある一定の数量を期間内に一括して納
入できることが条件となることを前提に市場調査を
おこなった結果，（株）明治屋が最も安価に納入可
能であることが判明した。なお，（株）明治屋は，
永年にわたり当庁の納入業者として，同社取り扱い
のワインを的確に納入し続けており，実績と信頼を
兼ね備えているため。（会計法第２９条の３第４
項）

2,347,200

平成22年2月1日

本映画を制作をするにあたり，本業務の履行を希
株式会社毎日映画社
望する者の有無を確認するために公募を行ったが，
東京都千代田区一ツ橋１－
他に履行を希望する者がなかったため。（会計法第
１－１
２９条の３第４項）

平成22年2月1日

本記録写真を制作をするにあたり，本業務の履行
株式会社共同通信社
を希望する者の有無を確認するために公募を行った
東京都港区東新橋１－７－
が，他に履行を希望する者がなかったため。（会計
１
法第２９条の３第４項）

平成22年2月2日

平成22年2月2日

当庁における事務・事業の遂行に必要な一級の資
合名会社一誠堂書店
料で皇室用図書として保存管理すべき価値を有する
東京都千代田神田神保町１ ため購入するものであるが，本邦に１点しかない古
－７
書籍であって，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）
当庁における事務・事業の遂行に必要な一級の資
株式会社思文閣出版
料で皇室用図書として保存管理すべき価値を有する
京都市左京区田中関田町２ ため購入するものであるが，本邦に１点しかない古
－７
書籍であって，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）

予定価格

契約金額

備

考

契約担当官等の氏名並び
物品役務等の名称及び数量 にその所属する部局の名
称及び所在地

支出負担行為担当官
皇太子殿下ガーナ国及びケ 宮内庁長官官房主計課長
ニア国御訪問に関わる受託 森山 茂樹
手荷物取扱業務
東京都千代田区千代田１
－１

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び
称及び住所
理由（企画競争又は公募）

平成22年2月22日

皇太子殿下ガーナ国及びケニア国御訪問におい
て，政府専用機を使用することとなった。当該機を
使用する際，空港地上支援業務（グランドハンドリ
ング）については防衛省と要請者にいて業務分担を
行うこととなっており，機側支援，ランプ業務，整
株式会社日本航空インター 備支援業務を防衛省が，旅客，手荷物，貨物業務を
ナショナル
要請者がそれぞれ分担して執り行うこととなってい
東京都品川区東品川２－４ る。
－１１
防衛省では機側支援，ランプ業務，整備支援業務
を株式会社日本航空インターナショナルに業務委託
しているが，要請者（宮内庁）が業務分担となって
いる部分についても同省が業務委託している業務と
一体で執り行う必要があるため。
（会計法２９条の３第４項）

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
給与等事務処理システムの
森山 茂樹
メンテナンス業務
東京都千代田区千代田１
－１

平成22年3月3日

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
宮内庁サーバ室サーバの移
森山 茂樹
設及び撤去ほか作業
東京都千代田区千代田１
－１

平成22年3月5日

列車座席借上

室料

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１
－１
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１
－１

本業務は，給与システムのプログラムを給与法改
正に基づくメンテナンスを計るもので，同社は同シ
ステムを構築し，運用支援を受託していることか
富士通株式会社
ら，システム全体の詳細構成を把握している唯一の
東京都港区東新橋1-5-2汐
業者であり，本業務を他の業者に行わせた場合，新
留シティセンター
規機能と既存データの整合性等における不具合を生
じる恐れがあるため，同社以外には行えないため。
（会計法第２９条の３第４項）
当業務は，現在稼働中のネットワーク機器の一部
を移設及び撤去する作業で，同社は平成１０年度に
構築された宮内庁ネットワークシステムを始めとす
新日鉄ソリューションズ株
る関連システム機器の設計・構築に携わり，ネット
式会社
ワーク全体の構築意図及び個別システム等を熟知し
東京都中央区新川2-20-15
ている唯一の業者であり，同社が本業務を行うこと
で，リスクを回避することができるため。（会計法
第２９条の３第４項）

予定価格

契約金額

落札率

再就
職の
役員
の数

3,034,507

3,034,507

100%

－

1,230,600

1,230,600

100%

－

3,391,185

3,391,185

100%

－

平成22年3月11日

東海旅客鉄道株式会社
天皇皇后両陛下の行幸啓に当たり新幹線の座席を
名古屋市中村区名駅一丁目 借り上げたもの。御利用区間で新幹線を運行する会
１番４号
社は同社以外にないため。（予算決算及び会計令第
JRセントラルタワーズ
９９条第８号）

2,324,480

2,324,480

100%

－

平成22年3月17日

皇太子同妃両殿下及び愛子内親王殿下の長野県行
株式会社ズイカインターナ
啓に際して，東宮侍従を始めとする供奉員は，それ
ショナル
ぞれの職務が円滑に進められるよう，お三方のお泊
長野県下高井郡山ノ内町大
所と同じ施設で相当数の部屋を職務用として借り上
字夜間瀬１２３７７－６
げる必要があるため。（会計法２９条の３第４項）

1,738,000

1,738,000

100%

－

備

考

概算契約

