
公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画
競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備
考

正倉院事務所ほか新築第４回工事

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

平成18年4月3日
株式会社淺沼組
大阪市天王寺区東高
津町１２－６

　本工事は，正倉院事務所ほか新築工事からの継続工事であ
り，一体の構造物の構築等を目的とする工事であること及び前
年度工事と本工事の施工者が異なる場合は瑕疵担保責任の範囲
が不明確になる等密接不可分な関係にあることから，一貫した
施工が技術的に必要と判断され，工期の短縮，経費の節減，安
全・円滑かつ適切な施工を確保するうえでも前年度工事施工者
以外の者に施工させることが不利と認められるため。（会計法
第２９条の３第４項）

268,800,000 268,800,000 100.0% ―

赤坂設備センター新築第２回工事

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

平成18年4月3日
安藤建設株式会社
東京都港区芝浦３－
１２－８

　本工事は，赤坂設備センター新築工事からの継続工事であ
り，一体の構造物の構築等を目的とする工事であること及び前
回工事と本工事の施工者が異なる場合は瑕疵担保責任の範囲が
不明確になる等密接不可分な関係にあることから，一貫した施
工が技術的に必要と判断され，工期の短縮，経費の節減，安
全・円滑かつ適切な施工を確保するうえでも前回工事施工者以
外の者に施工させることが不利と認められるため。（会計法第
２９条の３第４項）

139,965,000 138,600,000 99.0% ―

京都御所御車寄ほか桧皮葺屋根葺替に
伴うその他整備第３回工事

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

平成18年4月3日

株式会社大亀工務店
京都市西京区大原野
上里南ノ町５４４－
８

本工事は前工事に引き続き施行される工事であり，一体の構造
物の構築等を目的とする工事である。また前工事と後工事の施
工者が異なる場合は，瑕疵担保責任の範囲が不明確になる等密
接不可分な関係にあることから一貫した施工が技術的に必要と
され，工期の短縮，経費の節減，安全，円滑かつ適切な施工を
確保するうえで，前工事施工者以外の者に施工させることが不
利と認められるため。（会計法第２９条の３第４項）

（非公表） 41,475,000 ― ―

京都大宮御所（事務棟）整備第２回工
事

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

平成18年4月3日
株式会社岡野組
京都市左京区岡崎円
勝寺町８５番地の４

本工事は前工事に引き続き施行される工事であり，一体の構造
物の構築等を目的とする工事である。また前工事と後工事の施
工者が異なる場合は，瑕疵担保責任の範囲が不明確になる等密
接不可分な関係にあることから一貫した施工が技術的に必要と
され，工期の短縮，経費の節減，安全，円滑かつ適切な施工を
確保するうえで，前工事施工者以外の者に施工させることが不
利と認められるため。（会計法第２９条の３第４項）

（非公表） 246,750,000 ― ―

京都御所紫宸殿廻り月華門北側回廊ほ
か本瓦葺屋根葺替その他整備第２回工
事

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

平成18年4月3日
株式会社大林組
大阪市中央区北浜東
４番３３号

本工事は前工事に引き続き施行される工事であり，一体の構造
物の構築等を目的とする工事である。また前工事と後工事の施
工者が異なる場合は，瑕疵担保責任の範囲が不明確になる等密
接不可分な関係にあることから一貫した施工が技術的に必要と
され，工期の短縮，経費の節減，安全，円滑かつ適切な施工を
確保するうえで，前工事施工者以外の者に施工させることが不
利と認められるため。（会計法第２９条の３第４項）

（非公表） 28,350,000 ― ―

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（公共工事）



京都御所御車寄ほか桧皮葺屋根葺替第
２回工事

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

平成18年4月3日
株式会社松村工務店
滋賀県東近江市蒲生
岡本町９１５

本工事は前工事に引き続き施行される工事であり，一体の構造
物の構築等を目的とする工事である。また前工事と後工事の施
工者が異なる場合は，瑕疵担保責任の範囲が不明確になる等密
接不可分な関係にあることから一貫した施工が技術的に必要と
され，工期の短縮，経費の節減，安全，円滑かつ適切な施工を
確保するうえで，前工事施工者以外の者に施工させることが不
利と認められるため。（会計法第２９条の３第４項）

（非公表） 49,350,000 ― ―

賢所等改修工事

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

平成18年4月12日

株式会社大林組東京
本社
東京都港区港南２－
１５－２

　本件工事は，賢所等施設のうち，賢所，皇霊殿，神殿の総称
である宮中三殿を中心とした改修工事であり，平成１６年度に
実施した耐震劣化診断詳細調査の結果，各所に著しい劣化が判
明したため，耐震補強も含めた施設の維持保存のために行われ
るものである。
　賢所等施設は，明治２１年に創建された築１１５年以上の歴
史を持つ貴重な木造建築物であり，また，宮中三殿は，皇位と
ともに継承される御由緒物であり，宮中における極めて重要な
祭祀が執り行われる場所でもあることから，宮内庁が維持管理
する最も重要な施設の一つである。
　施工にあたっては，以下の４点が必須の条件となる。
　①当庁における施工実績を十分に有すること。
　②施行場所が皇居の特別地域内にあることから，御動静等の
際に支障をきたさぬよう工事を中断するなどの臨機応変な現場
対応ができる施工監理能力を有すること。
　③創建時の建築様式を十分理解しているとともに，熟練した
高度な専門的技術を有すること。
　④宮中における極めて重要な祭祀が執り行われる場所でもあ
ることから，確実な情報管理能力を有すること。
　株式会社大林組は，これまで賢所等施設の主たる建築工事や
御所等当庁における重要な施設の工事を請け負った実績を有
し，また，江戸・明治期に創建された歴史的に貴重な当庁の木
造建築物の改修工事については，これまで同社のみが請け負
い，その工事の仕上がりについても申し分がないなど，本件工
事の施工に必要な条件を全て満たす唯一の業者であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

388,815,000 388,500,000 99.9% ―

皇居東御苑内本丸中之門石垣修復第２
回工事

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

平成18年4月18日
清水建設株式会社
東京都港区芝浦１－
２－３

　本工事は，皇居東御苑内本丸中之門石垣修復工事からの継続
工事であり，平成１７年度に石垣の解体をし，平成１８年度は
その修復を行うものである。
　中之門石垣は特別史跡江戸城跡に指定されており，石垣修復
にあたり石垣の構造等については，基本的に既存構造通りに復
元することが文化財的見地から求められている。
　このことにより，前回工事の石垣の解体時には，遺構等の調
査や石垣の詳細な調査も平行して実施しており，そのデータに
基づき修復を行うものであり，解体と修復が密接不可分な関係
にあることから，一貫した施工が技術的に必要と判断される。
さらに，工期の短縮，経費の節減，安全・円滑かつ適切な施工
を確保するうえでも前回工事施工者以外の者に施工させること
が不利と認められるため。（会計法第２９条の３第４項）

212,520,000 211,050,000 99.3% ―



公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画
競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備
考

秋篠宮邸私室棟建具改修ほか工事

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

平成18年5月18日
清水建設株式会社
東京都港区芝浦１－
２－３

　本工事は，皇族殿邸という皇族としての品位を保持するに相
応しい施設の工事であり，施工場所はその中でも御生活に直接
関わる部分であるため，御留守中等の限られた時間内に調査及
び施工を完了することを求められ，また，既存施設との意匠の
整合性が厳しく求められる工事である。
　この限られた時間内に意匠性を損なうことなく，確実に施工
を完了させるためには，収まり及び形状等を熟知した者に施工
させる必要がある。
　清水建設㈱は，当該施設等の新築及び改築工事を施工し，当
該施設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）

2,908,500 2,835,000 97.5% ―

御所ほか空調用自動制御機器取替工事

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

平成18年5月24日
株式会社山武
東京都千代田区丸の
内２丁目７番３号

　本工事は，御所及び須崎御用邸に設置されている空調用自動
制御機器のうち経年劣化した機器を取り替える工事である。
　空調用自動制御機器は，冷暖負荷に応じて空調設備の機器類
を適正に連動させ制御する重要機器である。また，建物の適切
な温湿度を保つ必要があるため，本機器を製造したもの以外に
施工させた場合，運転に著しい支障が生じる恐れがある。
　当該空調用自動制御機器は，㈱山武製であり，設計・製造・
販売・施工を行っている会社である。また，当該設備に関する
修繕及び保守部門を担当する唯一の会社であるため。（会計法
第２９条の３第４項）

4,375,350 4,284,000 97.9% ―

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（公共工事）



公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画
競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備
考

御所昇降機地震時管制運転装置取付ほ
か改修工事

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

平成18年6月5日

三菱電機ビルテクノ
サービス株式会社東
京支社
東京都荒川区荒川七
丁目１９ー１

　本工事は，御所，宮内庁庁舎及び書陵部貴重図書庫に設置さ
れている昇降機に地震時管制運転装置取付等の改修工事と，御
所に設置の空調換気扇の経年劣化した部品（エレメント）を取
り替える工事である。
　昇降機地震時管制運転装置取付等改修は，既存昇降機に地震
時に安全確実な誘導機能等を有する装置を一連の設備として取
り付けるものであるが，昇降機は製造者の設計による独自性の
高い設備であることから，改修工事を製造者以外の者に施工さ
せた場合，その機能に著しい支障が生じる恐れがある。
　また，空調換気扇も同様に，製造者の設計による独自性の高
い設備であることから，設備本体に内蔵された部品（エレメン
ト）取替工事を製造者以外の者に施工させた場合，その機能に
著しい支障が生じる恐れがある。
　三菱電機ビルテクノサービス㈱は当該設備（昇降機及び空調
換気扇）を設計・製造した三菱電機㈱の系列会社で，三菱電機
㈱が製造した機器に関する改修を担当する唯一の会社であるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

7,346,850 7,318,500 99.6% ―

皇居蓮池参集所ほか埋設ガス配管改修
工事

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

平成18年6月19日

東京瓦斯株式会社首
都圏西導管事業部南
部内管保安センター
東京都港区芝浦１－
１６－２５

　本工事は，皇居蓮池参集所，宮内庁病院管理棟及び高輪皇族
邸内各建物へ都市ガスを供給するための地中埋設配管のうち劣
化した鋼製配管の箇所をポリエチレン製配管に改修するもので
ある。
　本工事は，ガス事業法に基づき許可を受けた事業者である東
京ガス㈱に施工者が特定されるため。（会計法第２９条の３第
４項）

7,087,500 7,087,500 100.0% ―

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（公共工事）



公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企
画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備
考

宮殿特高受変電設備ほか整備事業

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

平成18年7月11日
株式会社東芝
東京都港区芝浦１－
１ー１

本整備事業は，設備センターに設置されている特別高圧受
電変電設備及び高圧配電設備の点検整備を行うものである。

当該設備は，皇居内の電力供給上最重要の設備であり，設
備を構成する主要機器や動作プログラム等は製造者の設計に
よる独自性の高い設備であることから機器を製造したもの以
外に施工させた場合同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，同設備
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） 3,150,000 ― ―

正倉院事務所ほか新築第５回工事

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

平成18年7月12日
株式会社淺沼組
大阪市天王寺区東高
津町１２－６

本工事は，正倉院事務所ほか新築工事からの継続工事であ
り，一体の構造物の構築等を目的とする工事であること及び
前回工事と本工事の施工者が異なる場合は瑕疵担保責任の範
囲が不明確になる等密接不可分な関係にあることから，一貫
した施工が技術的に必要と判断され，工期の短縮，経費の節
減，安全・円滑かつ適切な施工を確保するうえでも前回工事
施工者以外の者に施工させることが不利と認められるため。
（会計法第２９条の３第４項）

195,405,000 195,300,000 99.9% ―

京都御所若宮姫宮御殿桧皮葺屋根葺替
に伴うその他整備第１回工事

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

平成18年7月25日
株式会社佐桑工務店
京都市左京区下鴨高
木町３９番地の４

競争入札を実施したが，再度入札を実施しても落札者となる
べき者がいなかったため（会計法第２９条の３第３項，予算
決算及び会計令第９９条の２）

（非公表） 32,025,000 ― ―

秋篠宮邸女子職員棟増築ほか工事

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

平成18年7月26日
郡リース株式会社
東京都港区六本木
６－１１－１７

本工事は，秋篠宮邸女子職員棟２階ベランダ部分に浴室を
増築する工事である。

当該建物は，平成２年に建てられたプレハブ建物であり，
柱・梁その他の収まり等が製造者固有の形状を成しているた
め，現状建物の強度性能を維持しつつ，本工事の施工を確実
に完了させるためには，これらを熟知した現建物プレハブ製
造業者による責任施工が必須である。

郡リース㈱は，当該建物を製造・施工した会社で，同建物
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）

6,287,400 6,090,000 96.9% ―

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（公共工事）



公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画
競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備
考

宮殿各所保全整備工事

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

平成18年8月1日

大成建設株式会社東
京支店
東京都新宿区西新宿
６－８－１

　本工事は，宮殿回廊ほか絨毯敷き替え，千鳥・千草の間の特
殊障子紙張替及び東庭松の塔補修等を行う工事である。
  宮殿は，国家的行事の行われる国を象徴する建物という特殊
性から，昭和３５年１月２９日にその造営工事について閣議決
定されたものであり，昭和３９年７月１日から着工した造営工
事に先立っての業者選定において，宮殿という他に類例を見な
い芸術的特殊建造物であることから，造営工事の優秀性及び確
実性確保のために当時の建設業界において最高の実績を有し，
かつ，資力・信用・技術が他業者と隔絶している共同企業体５
社（㈱大林組，鹿島建設㈱，清水建設㈱，大成建設㈱，㈱竹中
工務店）と随意契約を締結することが決定され，その施工にあ
たっては，共同企業体５社がそれぞれの工事区分の範囲につい
て責任をもって竣工したものである。
　大成建設株式会社は，本工事における責任区分の範囲におい
て，宮殿造営当時から施工管理し，その状況を十分熟知し現在
に至っていることから，本工事を安全かつ確実に実施すること
のできる唯一の業者であるため。（会計法第２９条の３第４
項）

37,201,500 37,065,000 99.6% ―

秋篠宮邸改修ほか工事

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

平成18年8月2日
清水建設株式会社
東京都港区芝浦１－
２－３

　本工事は，皇族殿邸という皇族としての品位を保持するに相
応しい施設の工事であり，施工場所はその中でも御生活に直接
関わる部分であるため，御留守中等の限られた時間内に調査及
び施工を完了することを求められ，また，既存施設との意匠の
整合性が厳しく求められる工事である。
　この限られた時間内に意匠性を損なうことなく，確実に施工
を完了させるためには，収まり及び形状等を熟知した者に施工
させる必要がある。
　清水建設㈱は，当該施設等の新築及び改築工事を施工し，当
該施設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）

11,046,000 10,710,000 97.0% ―

赤坂設備センター新築第３回工事

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

平成18年8月8日
安藤建設株式会社
東京都港区芝浦
３－１２－８

　本工事は，赤坂設備センター新築工事からの継続工事であ
り，一体の構造物の構築等を目的とする工事であること及び前
回工事と本工事の施工者が異なる場合は瑕疵担保責任の範囲が
不明確になる等密接不可分な関係にあることから，一貫した施
工が技術的に必要と判断され，工期の短縮，経費の節減，安
全・円滑かつ適切な施工を確保するうえでも前回工事施工者以
外の者に施工させることが不利と認められるため。（会計法第
２９条の３第４項）

55,051,500 52,500,000 95.4% ―

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）



宮殿表御座所附属棟屋根修繕ほか工事

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

平成18年8月9日

株式会社大林組東京
本社
東京都港区港南
２－１５－２

　本工事は，宮殿表御座所附属棟屋根修繕及び廊下折戸取替を
行う工事である。
  宮殿は，国家的行事の行われる国を象徴する建物という特殊
性から，昭和３５年１月２９日にその造営工事について閣議決
定されたものであり，昭和３９年７月１日から着工した造営工
事に先立っての業者選定において，宮殿という他に類例を見な
い芸術的特殊建造物であることから，造営工事の優秀性及び確
実性確保のために当時の建設業界において最高の実績を有し，
かつ，資力・信用・技術が他業者と隔絶している共同企業体５
社（㈱大林組，鹿島建設㈱，清水建設㈱，大成建設㈱，㈱竹中
工務店）と随意契約を締結することが決定され，その施工にあ
たっては，共同企業体５社がそれぞれの工事区分の範囲につい
て責任をもって竣工したものである。
　㈱大林組は，本工事における責任区分の範囲において，宮殿
造営当時から施工管理し，その状況を十分熟知し現在に至って
いることから，本工事を安全かつ確実に実施することのできる
唯一の業者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

2,978,850 2,940,000 98.7% ―

賢所等改修第２回工事

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

平成18年8月9日

株式会社大林組東京
本社
東京都港区港南
２－１５－２

　本件工事は，賢所等改修工事の継続工事である。
　賢所等施設は，明治２１年に創建された築１１５年以上の歴
史を持つ，賢所，皇霊殿，神殿の総称である宮中三殿を中心と
した貴重な木造建築物であり，宮内庁が維持管理する最も重要
な施設の一つであるため，施工にあたっては，当庁における施
工実績を十分に有し，かつ，施工場所が皇居の特別地域内にあ
ることから，御動静等の際に支障をきたさぬよう工事を中断す
るなどの臨機応変な現場対応ができる施工監理能力を有するこ
と等が必須の条件であり，本件工事に先だって行われた賢所等
改修工事において，これまで賢所等施設の主たる建築工事や御
所等当庁における重要な施設の工事を請け負った実績を有する
など，これらの条件を全て満たす㈱大林組と随意契約を締結し
たものである。
　また，本件工事は前工事に引き続き施工される工事で，前工
事施工者に施工させた場合は経費の節減が確保できること，さ
らに，前工事と本件工事とが一体の施設の整備等を目的とし，
かつ，前工事と本件工事の施工者が異なる場合は，瑕疵担保責
任の範囲が不明確となる等密接不可分な関係にあるため，一貫
した施工が技術的に必要とされる工事でもあるため。（会計法
第２９条の３第４項）

90,793,500 90,300,000 99.5% ―

秋篠宮邸屋外階段取設ほか工事

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

平成18年8月11日
清水建設株式会社
東京都港区芝浦
１－２－３

　本工事は，皇族殿邸という皇族としての品位を保持するに相
応しい施設の工事であり，施工場所はその中でも御生活に直接
関わる部分であるため，御動静等に配慮しつつ限られた時間内
に調査及び施工を完了することを求められ，また，既存施設と
の意匠の整合性が厳しく求められる工事である。
　この限られた時間内に意匠性を損なうことなく，確実に施工
を完了させるためには，収まり及び形状等を熟知した者に施工
させる必要がある。
　清水建設㈱は，当該施設等の新築及び改築工事を施工し，当
該施設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）

16,989,000 16,800,000 98.9% ―



東宮御所各所修繕工事

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

平成18年8月21日
清水建設株式会社
東京都港区芝浦
１－２－３

　本工事は，東宮御所各所の改修を行うものである。
　施工は，日々の御生活及び行事等に支障をきたさない時期を
選定したうえで短期間で行うことが必須であることから，施工
業者には，当庁が指定する短期間内に安全かつ確実に工事を完
了させることが求められる。
　清水建設㈱は，昭和３５年に完成した東宮御所の新築工事を
請け負った共同企業体の一員であり，その後昭和５３年に完成
した増築工事や，幾度となく行われた改修工事を履行した実績
を有していることから，本工事を短期間内に安全かつ確実に実
施することができる唯一の業者であるため。（会計法第２９条
の３第４項）

4,373,250 4,200,000 96.0% ―

京都御所ほか障壁画修理第１回工事

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

平成18年8月25日
株式会社松村泰山堂
京都市北区小山西大
野町５１番地３

京都御所各御殿の障壁画は，安政度造営時に（一部寛政度造営
時のもの残存）著名な画家によって描かれた美術史学の上でも
貴重視される価値の高いもので，その数は１，７５０面を超え
る。これらの障壁画は，１５０年余り経過し，西日による乾
燥，経年による膠の弱化，あるいは虫害等の影響を受け，破
れ・亀裂・剥落・浮き等の損傷が著しく，放置できない状況と
なってきたため，損傷の激しいものから順次修理を実施してい
る。文化財的価値の非常に高い障壁画の修理は，慎重かつ入念
に行う必要があり，経験　豊富で高度な修復技術を持った信頼
のおける業者に依頼することが望ましい。ついては，前年度ま
で京都御所・桂離宮・修学院離宮などの障壁画修理を数多く手
がけ，豊富な実績を有し，着実な成果を収め，障壁画の現況並
びに修理の内容を熟知しているため。（会計法第２９条の３第
４項）

（非公表） 19,530,000 ― ―

（注2）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

（注1） 公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合に
は予定調達総額を記載する。



公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画
競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備
考

宮殿表御座所附属棟屋根修繕ほか第２
回工事

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

平成18年9月6日

株式会社大林組東京
本社
東京都港区港南
２－１５－２

　本工事は，宮殿表御座所附属棟屋根修繕ほか工事の継続工事
であり，同所床下木部修繕を行う工事である。
  宮殿は，国家的行事の行われる国を象徴する建物という特殊
性から，昭和３５年１月２９日にその造営工事について閣議決
定されたものであり，昭和３９年７月１日から着工した造営工
事に先立っての業者選定において，宮殿という他に類例を見な
い芸術的特殊建造物であることから，造営工事の優秀性及び確
実性確保のために当時の建設業界において最高の実績を有し，
かつ，資力・信用・技術が他業者と隔絶している共同企業体５
社（㈱大林組，鹿島建設㈱，清水建設㈱，大成建設㈱，㈱竹中
工務店）と随意契約を締結することが決定され，その施工にあ
たっては，共同企業体５社がそれぞれの工事区分の範囲につい
て責任をもって竣工したものである。
　㈱大林組は，本工事における責任区分の範囲において，宮殿
造営当時から施工管理し，その状況を十分熟知し現在に至って
いることから，本工事を安全かつ確実に実施することのできる
唯一の業者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

2,583,000 2,520,000 97.6% ―

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（公共工事）



公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理
由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備
考

宮内庁庁舎ボイラ制御盤ほか修理工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課
長　井川裕昌
東京都千代田区千代田
１－１

平成18年10月6日

株式会社ヒラカワガ
イダムフィールド
サービス首都圏支店
東京都中央区日本橋
浜町１丁目１１番３
号ヴィップ日本橋浜
町１階

本工事は，宮内庁庁舎に設
置されているボイラ用制御
盤の修理を行う工事であ
る。施工対象は，ボイラの
運転制御にかかわる重要な
制御装置の一部であること
から，既設設備を製造した
もの以外に施工させた場
合，ボイラ運転に著しい支
障が生じる恐れがある。同
社は，当該設備を設計及び
製造した会社であり，同設
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）

3,060,750 3,045,000 99.5% -

（注2）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

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（公共工事）

（注1） 公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約
金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。



公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によること
とした会計法令の根
拠条文及び理由（企
画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備
考

（注2）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

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（公共工事）

（注1） 公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び
契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

該当する契約は，ありません。



公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及

び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備
考

御所ほか自動制御蒸気弁取設工事

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

平成18年12月8日
株式会社山武
東京都千代田区丸の
内２－７－３

　本件は，御所及び宮殿に設置されてい
る蒸気供給設備に自動制御蒸気弁を取り
設ける工事である。
　施工対象は，既設蒸気供給設備の一部
として機器類と密接に連動し，適切に制
御させるための機器を取り設けるもので
あり，かつ，製造者の設計による独自性
の高い設備であることから，同設備を製
造した者以外に施工させた場合，当該設
備の運転に著しい支障が生じる恐れがあ
る。
　同社は，当該設備を設計・製造及び施
工した会社であり,同設備を熟知した唯
一の会社であるため。（会計法第２９条
の３第４項）

5,822,250 5,709,900 98.1% －

宮殿設備管制所冷凍機修理工事

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

平成18年12月21日

荏原冷熱システム株
式会社
東京都大田区羽田５
－１－１３

　本件は，宮殿設備管制所に設置されて
いる冷凍機の分解整備及び経年劣化した
部品取替を行う工事である。
　施工対象は，既設冷凍機本体及び主要
付属機器類であり，同設備は製造者の設
計による独自性の高い設備であることか
ら，同設備を製造した者以外に施工させ
た場合，当該設備の運転に著しい支障が
生じる恐れがある。
　同社は，当該設備を設計・製造・施工
し，保守点検を行っている会社であり,
同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）

2,992,500 2,992,500 100.0% －

赤坂御用地丸山御茶屋改修工事

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

平成18年12月25日
清水建設株式会社
東京都港区芝浦１－
２－３

競争入札を実施したが，再度の入札を実
施しても落札者となるべき者がいなかっ
たため。（会計法第２９条の３第５項，
予算決算及び会計令第９９条の２）

37,138,500 36,750,000 99.0% －

（注2）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

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（公共工事）

（注1） 公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単
価を記載した場合には予定調達総額を記載する。



公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその所属
する部局の名称及び所在地

契約を締結した
日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした会計法令の根拠条文及
び理由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備
考

秋篠宮邸造り付け家具設置工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　井川裕昌
東京都千代田区千代田１－１

平成19年1月25日
清水建設株式会社
東京都港区芝浦１－
２－３

　本工事は，皇族殿邸という皇族としての品位を
保持するに相応しい施設の工事であり，施工場所
はその中でも御生活に直接関わる部分であるた
め，御留守中等の限られた時間内に調査及び施工
を完了することが求められ，また，既存施設との
意匠の整合性が厳しく求められる工事である。
　この限られた時間内に意匠性を損なうことな
く，確実に施工を完了させるためには，収まり及
び形状等を熟知した者に施工させる必要がある。
　同社は，当該施設等の新築及び改築工事を施工
し，当該施設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）

2,511,600 2,415,000 96.2% -

（注2）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

（注1） 公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を
記載した場合には予定調達総額を記載する。

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（公共工事）



公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその所属

する部局の名称及び所在地
契約を締結した

日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした会計法令の根拠条文
及び理由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備
考

賢所等改修第３回工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　井川裕昌
東京都千代田区千代田１－１

平成19年2月2日

株式会社大林組東京
本社
東京都港区港南２－
１５－２

　本件工事は，賢所等改修工事の継続工事であ
る。
　賢所等施設は，明治２１年に創建された築１
１５年以上の歴史を持つ，賢所，皇霊殿，神殿
の総称である宮中三殿を中心とした貴重な木造
建築物であり，宮内庁が維持管理する最も重要
な施設の一つであるため，施工にあたっては，
当庁における施工実績を十分に有し，かつ，施
工場所が皇居の特別地域内にあることから，御
動静等の際に支障をきたさぬよう工事を中断す
るなどの臨機応変な現場対応ができる施工監理
能力を有すること等が必須の条件であり，本件
工事に先だって行われた賢所等改修工事におい
て，これまで賢所等施設の主たる建築工事や御
所等当庁における重要な施設の工事を請け負っ
た実績を有するなど，これらの条件を全て満た
す同社と随意契約を締結したものである。
　また，本件工事は前工事に引き続き施工され
る工事で，前工事施工者に施工させた場合は経
費の節減が確保できること，さらに，前工事と
本件工事とが一体の施設の整備等を目的とし，
かつ，前工事と本件工事の施工者が異なる場合
は，瑕疵担保責任の範囲が不明確となる等密接
不可分な関係にあるため，一貫した施工が技術
的に必要とされる工事でもあるため。
（会計法第２９条の３第４項）

52,584,000 52,500,000 99.8% -

京都御所若宮姫宮御殿桧皮葺屋根葺替
に伴うその他整備第２回工事

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　　下　均
京都市上京区京都御苑

平成19年2月8日

株式会社佐桑工務店
京都府京都市左京区
下鴨高木町３９番地
の４

本件は継続工事であり，本年度実施した第１回
工事の施工業者と契約することにより，工期の
短縮と現場管理面における経費の削減に加え，
工事の安全，円滑かつ適切な施工確保するうえ
で，新たな業者と競争を付するよりも有利に契
約できるため。（会計法第２９条の３第４項）

10,174,500 10,132,500 99.6% -

宮殿長和殿各所修繕工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　井川裕昌
東京都千代田区千代田１－１

平成19年2月20日
清水建設株式会社
東京都港区芝浦１－
２－３

　本工事は，宮殿長和殿小屋裏改修等を行う工
事である。
  宮殿は，国家的行事の行われる国を象徴する
建物という特殊性から，昭和３５年１月２９日
にその造営工事について閣議決定されたもので
あり，昭和３９年７月１日から着工した造営工
事に先立っての業者選定において，宮殿という
他に類例を見ない芸術的特殊建造物であること
から，造営工事の優秀性及び確実性確保のため
に当時の建設業界において最高の実績を有し，
かつ，資力・信用・技術が他業者と隔絶してい
る共同企業体５社と随意契約を締結することが
決定され，その施工にあたっては，共同企業体
５社がそれぞれの工事区分の範囲について責任
をもって竣工したものである。
　同社は，本工事における責任区分の範囲にお
いて，宮殿造営当時から施工管理し，その状況
を十分熟知し現在に至っていることから，本工
事を安全かつ確実に実施することのできる唯一
の業者であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

3,782,100 3,570,000 94.4% -

（注2）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

（注1） 公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単
価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

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（公共工事）



公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした会計法令の根
拠条文及び理由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備
考

寬仁親王邸ほか庭園整備工事

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

平成19年3月1日

株式会社日比谷アメ
ニス
東京都港区三田４－
７－２７

競争入札を実施したが，再度の入札を実
施しても落札者となるべき者がいなかっ
たため。（会計法第２９条の３第５項，
予算決算及び会計令第９９条の２）

15,288,000 14,700,000 96.2% -

秋篠宮邸２階間仕切壁取設ほか工事

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

平成19年3月14日
清水建設株式会社
東京都港区芝浦１－
２－３

　本工事は，秋篠宮邸２階の部屋間に間
仕切壁を取設すると共に，造り付け家具
設置を行う工事である。
  本工事は，皇族殿邸という皇族として
の品位を保持するに相応しい施設の工事
であり，施工場所はその中でも御生活に
直接関わる部分であるため，御留守中等
の限られた時間内に調査及び施工を完了
することを求められ，また，既存施設と
の意匠の整合性が厳しく求められる工事
である。
　この限られた時間内に意匠性を損なう
ことなく，確実に施工を完了させるため
には，収まり及び形状等を熟知した者に
施工させる必要がある。
　同社は，当該施設等の新築及び改築工
事を施工し，当該施設を熟知した唯一の
会社であるため。（会計法第２９条の３
第４項）

3,450,300 3,360,000 97.4% -

（注2）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

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（公共工事）

（注1） 公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価
を記載した場合には予定調達総額を記載する。
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