
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

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

皇居大手門・桔梗門間雨水排水改修ほか第
４回工事

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

平成24年4月2日
株式会社大林組東京本店
東京都港区港南２丁目１５番２号

　本工事は，平成２２年度「皇居大
手門・桔梗門間雨水排水改修ほか工
事」からの継続工事で，この工事に
より解体した石垣を在来工法に基づ
き復元させることを目的とし，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。
（会計法第２９条の３第４項）

53,623,500 53,550,000 99.9% －

宮殿庭園園地管理工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　辻　庄市
東京都千代田区千代田1－1

平成24年4月26日
株式会社富沢造園
東京都調布市深大寺東町４－３０－１６

入札を実施したが，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）

（非公表） 3,675,000 － －

皇居東御苑二の丸池管理工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　辻　庄市
東京都千代田区千代田1－1

平成24年5月14日
株式会社深光園
東京都調布市深大寺元町４丁目４番地５

入札を実施したが，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）

（非公表） 2,835,000 － －

宮殿長和殿保全整備工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　辻　庄市
東京都千代田区千代田1－1

平成24年5月30日
清水建設株式会社
東京都港区芝浦一丁目２番３号

　本工事は，宮殿長和殿ブラインド
シャッター改修，長和殿蒸気減圧弁
取替を行う工事である。
　宮殿は，国事行為である新年祝賀
の儀を始めとする皇室の主な行事が
行われる場であり，その造営は昭和
３５年１月２９日に閣議決定された
上で，昭和３９年７月１日に着工し
ている。同造営工事における業者選
定に当たっては，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，また，その
施工に際しては，共同企業体５社が
それぞれの工事区分の範囲について
責任をもって施工し，竣工したもの
である。
　清水建設㈱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）

32,434,500 31,500,000 97.1% －

皇居東地区生垣寄植管理工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　辻　庄市
東京都千代田区千代田1－1

平成24年6月4日
株式会社相川造園
東京都葛飾区堀切８丁目２２番７号

入札を実施したが，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）

（非公表） 7,875,000 － －

故寬仁親王喪儀葬場の儀につき葬場設備布
設に伴う道路整備ほか工事

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

平成24年6月12日
株式会社大林組東京本店
東京都港区港南二丁目１５番２号

　本工事は，寬仁親王殿下の薨去に
伴い，葬場周囲の道路整備を行う工
事であり，緊急に施工しなければな
らず，競争に付す時間的余裕がな
く，また，儀式を滞りなく遂行させ
るために過去の経験を特に必要とす
る。
　株式会社大林組は，昭和天皇を始
め宮家の葬場施設の工事の経験か
ら，この限られた期間内に工事を確
実に完成させられる実力を有してい
る。
（会計法第２９条の３第４項）

8,976,450 8,925,000 99.4% －

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）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－２



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

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

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）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－２

故寬仁親王喪儀墓所の儀につき墓所設備布
設に伴う敷地造成ほか工事

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

平成24年6月12日
株式会社大林組東京本店
東京都港区港南二丁目１５番２号

　本工事は，寬仁親王殿下の薨去に
伴い，墓所施設設営に伴う敷地造成
等を行う工事であり，緊急に施工し
なければならず，競争に付す時間的
余裕がなく，また，儀式を滞りなく
遂行させるために過去の経験を特に
必要とする。
　株式会社大林組は，昭和天皇を始
め宮家の葬場施設の工事の経験か
ら，この限られた期間内に工事を確
実に完成させられる実力を有してい
る。
（会計法第２９条の３第４項）

4,751,250 4,725,000 99.4% －

故寬仁親王墓営建第１回工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　辻　庄市
東京都千代田区千代田1－1

平成24年6月12日
株式会社大林組東京本店
東京都港区港南二丁目１５番２号

　本工事は，寬仁親王殿下の薨去に
伴い，営建工事を行うものであり，
緊急に施工しなければならず，競争
に付す時間的余裕がなく，また，儀
式を滞りなく遂行させるために過去
の経験を特に必要とする。
　株式会社大林組は，昭和天皇を始
め宮家の営建工事の経験から，この
限られた期間内に工事を確実に完成
させられる実力を有している。
（会計法第２９条の３第４項）

12,253,500 12,075,000 98.5% －

新浜鴨場小覗き改修ほか工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　辻　庄市
東京都千代田区千代田1－1

平成24年6月19日
株式会社青山造園土木
千葉県市川市行徳駅前４丁目３番１３号

入札を実施したが，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）

4,999,050 4,935,000 98.7% －

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　辻　庄市
東京都千代田区千代田1－1

平成24年7月2日
清水建設株式会社
東京都港区芝浦一丁目２番３号

　東宮御所各所修繕工事は，東宮御
所の私室棟から事務棟・公室棟各所
にわたる劣化部分の修繕及び機能不
備部分の改修を実施するものであ
る。
　東宮御所各所の修繕に当たって
は，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，この限られた時間内に確実に
施工を完了させるためには，納まり
及び形状等を熟知した者に施工させ
る必要がある。
　清水建設株式会社は，東宮御所に
おいて，過去に大規模改修や増築工
事を実施していることから，東宮御
所の施設や今回の工事条件等に関
し，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）

8,319,150 8,295,000 99.7% －



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

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

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）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－２

京都御所障壁画修理ほか第4回工事
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

平成24年7月5日
（株）松村泰山堂
京都市北区小山西大野町５１番地３

本件は，京都御所等各御殿に残存す
る障壁画の保存修理を行うことを目
的とする。
　京都御所等各御殿の障壁画は，安
政度造営時（一部寛政度造営時のも
の残存）に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１，７
５０面を越える。
　これらの障壁画は，１５０年近く
を経過し，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，経験豊富な実績と高度な修
復技術を持った技術者を確実に配置
できることが必要とされる。
　上記を踏まえ，本工事について
は，応募要件を満たし，本工事の実
施を希望する者の有無を確認する目
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，豊富な実績を有し，着実
な成果を収めている株式会社松村泰
山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，株式会社松
村泰山堂が本工事を遂行できる唯一
の機関であると確認された。（会計
法第２９条の３第４項）

（非公表） 11,550,000 － －

宮殿豊明殿ほか保全整備工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　辻　庄市
東京都千代田区千代田1－1

平成24年7月11日
鹿島建設株式会社東京建築支店
東京都港区元赤坂一丁目３番８号

　本工事は，主に宮殿豊明殿ガラス
フィルム張，宮殿豊明殿熱交換機室
蒸気バルブほか改修，設備センター
冷凍機室ほかアスベスト除去等を行
う工事である。
　宮殿は，国事行為である新年祝賀
の儀を始めとする皇室の主な行事が
行われる場であり，その造営は昭和
３５年１月２９日に閣議決定された
上で，昭和３９年７月１日に着工し
ている。同造営工事における業者選
定に当たっては，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，また，その
施工に際しては，共同企業体５社が
それぞれの工事区分の範囲について
責任をもって施工し，竣工したもの
である。
　鹿島建設㈱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）

80,892,000 80,850,000 99.9% －



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

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

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）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－２

京都御所杉戸絵他修理工事
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

平成24年7月12日
一般社団法人　天野山文化遺産研究所
大阪府河内長野市天野町９９７番地

本件は，京都御所等各御殿に残存す
る杉戸絵等の保存修理を行うことを
目的とする。
　京都御所等各御殿の杉戸絵等は，
安政度及び慶応度造営時（一部寛政
度造営時のものを含む）に著名な画
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あ
る。
　これらの杉戸絵等は，１５０年近
くを経過し，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杉戸絵
等の修理は，慎重かつ入念に行う必
要があり，経験豊富な実績と高度な
修復技術を持った技術者を確実に配
置できることが必要とされる。
　上記を踏まえ，本工事について
は，応募要件を満たし，本工事の実
施を希望する者の有無を確認する目
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，豊富な実績を有し，着実
な成果を収めている一般社団法人天
野山文化遺産研究所を契約の相手方
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，一般社団法
人天野山文化遺産研究所が本工事を
遂行できる唯一の機関であると確認
された。（会計法第２９条の３第４
項）

（非公表） 8,109,255 － －

嵯峨天皇陵土砂崩れに伴う排水対策その他
工事

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

平成24年7月17日
マスダ（株）
京都市右京区嵯峨新宮町３９番地

  本工事は，嵯峨天皇陵において，
平成２４年７月１５日の集中豪雨に
よる土砂崩れが発生した箇所の緊急
補修工事を行うものである。
  １５日未明，１時間で９０ミリの
降水量を観測した集中豪雨により，
嵯峨天皇陵参道界１１号付近から１
２号を上端とする隣接国有林斜面が
幅２０ｍ・延長１５０ｍ・高低差６
０ｍで地滑りが発生し，同陵参道も
崩落した。
  崩落箇所は，今後の降雨の際，同
陵参道を流れる雨水によりさらなる
崩落の可能性が多分にあるため，崩
落法面への流出雨水を排水管で集水
し，京都市道路敷の側溝に接続排水
させるための水路変更工事を緊急に
行う必要がある。
  本工事を実施するにあたり，高い
技術力及び豊富な経験と実績を有し
ている上記業者に依頼を行った結
果，上記業者であれば，資材の調達
や人員の確保ができ，直ちに的確な
工事実施が可能であると判断され
た。（会計法第２９条の３第４項
（緊急））

3,627,750 3,570,000 98.4% －



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

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

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）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－２

宮殿回廊ほか保全整備工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　辻　庄市
東京都千代田区千代田1－1

平成24年7月18日
大成建設株式会社東京支店
東京都新宿区西新宿六丁目８番１号

　本工事は，主に宮殿回廊ガラス
フィルム張等を行う工事である。
　宮殿は，国事行為である新年祝賀
の儀を始めとする皇室の主な行事が
行われる場であり，その造営は昭和
３５年１月２９日に閣議決定された
上で，昭和３９年７月１日に着工し
ている。同造営工事における業者選
定に当たっては，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，また，その
施工に際しては，共同企業体５社が
それぞれの工事区分の範囲について
責任をもって施工し，竣工したもの
である。
　大成建設㈱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。
（会計法第２９条の３第４項）

3,307,500 3,118,500 94.3% －

赤坂御用地緑地保全整備工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　辻　庄市
東京都千代田区千代田1－1

平成24年8月6日
株式会社伍楽園
東京都江戸川区鹿骨二丁目２１番２号

入札を実施したが，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）

（非公表） 12,600,000 ー ー

正倉院東宝庫耐震その他改修工事
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

平成24年8月27日
飛島建設（株）大阪支店
大阪市中央区道修町３丁目４番１０号

入札を実施したが，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）

145,635,000 145,425,000 99.9%

皇居東御苑伝統的木造建築物詳細調査診断
業務

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

平成24年8月29日
株式会社建文
東京都中野区中央１－２２－１３

　本業務は，老朽化著しい皇居東御
苑に在る伝統的木造建築物３棟（大
番所，諏訪の茶屋，二の丸庭園休
所）について，施設の耐震性及び損
傷状況を把握するとともに，今後の
補修方法及び維持管理方針について
検討するための詳細調査耐震劣化診
断業務であり，高度な技術的判断を
必要とするため，業務受注者の選定
は簡易公募型プロポーザル方式によ
ることとし，コンサルタント選定委
員会において評価した結果，他社よ
り業務実施方針及び手法並びに技術
力に優れていた上記業者に特定され
た。
（会計法第２９条の３第４項）

9,579,150 8,452,500 88.2% ー



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

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

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）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－２

宮内庁庁舎ボイラー室固定消火設備容器弁
改修工事

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

平成24年9月6日
能美防災株式会社
東京都千代田区九段南４丁目７番３号

　当該ハロン１３０１消火設備は，
宮殿及び宮内庁庁舎の空調・給湯用
ボイラーの附帯設備であり，宮内庁
庁舎の防災に関わるものである。
工事に際し，消火設備性能を満たす
には，製造メーカーが保持している
詳細な製品図面，独自のデータ及び
知識を必要とし，当該ハロン１３０
１消火設備を他業者に施工させた場
合，消火設備の起動に著しい支障が
生じる可能性がある。なお，当該消
防設備は消防庁より設置許可を受け
た施設であり，他製造メーカーの製
品を設置した場合には，設置許可時
の消火性能を発揮出来ない恐れがあ
り，再度，消防法に適合しているか
の許可をとる必要がある。（関連法
規：消防法施行規則第20条）
能美防災（株）は当該ハロン１３０
１消火設備を製造した会社であり，
宮内庁庁舎へのハロン１３０１消火
設備の設置も同社が請け負ってい
る。以上により，本工事に要求され
る条件を満たした唯一の業者であ
る。
（会計法第２９条の３第４項）

3,485,055 3,412,500 97.9% －

赤坂宿舎第１５号建物受水槽ほか改修工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長 辻　庄市
東京都千代田区千代田1－1

平成24年10月12日
有限会社大峰設備工業
千葉県市川市妙典３丁目２３番１１号

入札を実施したが，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）

11,896,500 11,760,000 98.9% －

大宮仙洞御所ほか歴史的建造物修理計画策
定に伴う調査業務

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

平成24年10月18日
一般財団法人　建築研究協会
京都市左京区田中関田町４３番地

入札を実施したが，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）

4,597,950 4,515,000 98.2% －

宮内庁病院設備整備工事基本設計業務
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長 辻　庄市
東京都千代田区千代田1－1

平成24年10月22日
株式会社相和技術研究所
東京都品川区上大崎２丁目１８番１号

　宮内庁病院は昭和３９年に竣工し
た建物で，昭和６２・６３年におい
て設備機器等の改修を行った。その
後，設備機器・ダクト・配管などに
経年による老朽化が進んだため，設
備機器等の改修を行うための設計業
務を行うものである。
　本業務は，高度な技術的判断を必
要とするため，業務受注者の選定は
簡易公募型プロポーザル方式による
こととし，コンサルタント選定委員
会において評価した結果，業務実施
方針及び手法並びに技術力に優れて
いた上記業者に特定された。
（会計法第２９条の３第４項）

5,449,500 5,250,000 96.3% －

宮殿各棟耐震改修工事に伴う設計業務
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長 辻　庄市
東京都千代田区千代田1－1

平成24年10月24日
株式会社山下設計
東京都中央区日本橋小網町６番１号

　宮殿は，昭和４３年度の竣工以来
４０余年を経過し，宮殿保全整備計
画に伴う調査業務にて平成１３年度
から各棟について耐震診断を行い，
宮殿全体耐震性能の把握を行った。
その結果，部分的に耐震補強の必要
性が確認された。
　本業務は，内外装及び設備機器類
も含めた改修を行うための設計業務
を行うものであり，高度な技術的判
断を必要とするため，業務受注者の
選定は指名型プロポーザル方式によ
ることとし，コンサルタント選定委
員会において評価した結果，他社よ
り業務実施方針及び手法並びに技術
力に優れていた上記業者に特定され
た。
（会計法第２９条の３第４項）

31,479,000 31,395,000 99.7% －



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

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

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）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－２

御料牧場給水設備ほか整備工事に伴う設計
業務

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

平成24年10月26日
株式会社相和技術研究所
東京都品川区上大崎２丁目１８番１号

　御料牧場内にある受変電所及び浄
水場内の設備は，御料牧場内全域に
生活・事業用水及び電気を供給する
主要な設備であるが，竣工後４０年
余り経過し，機器類及び受変電設
備・電送部材等の老朽化が著しく，
早期の改修が必要である。また，電
力需要の高まりから，変圧器などの
更新・増設を必要とするとともに高
効率化が求められている。建屋につ
いても老朽・劣化が著しく，機器設
備のシステム変更・増設等により建
屋の改築を必要とするため，これら
の整備を合わせて計画するものであ
る。
　本業務は，高度な技術的判断を必
要とするため，業務受注者の選定は
簡易公募型プロポーザル方式による
こととし，コンサルタント選定委員
会において評価した結果，業務実施
方針及び手法並びに技術力に優れて
いた上記業者に特定された。
（会計法第２９条の３第４項）

8,593,200 8,505,000 99.0% －

正倉院電気設備中央監視装置UPS更新工事
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

平成24年10月31日
(株)東芝　関西支社
大阪市北区角田町８番１号

本工事は，宝庫を含む正倉院構内電
気設備を円滑に運用するための中央
監視装置のＵＰＳ更新工事を行うも
のである。
　この工事を行うにあたっては，同
装置を充分に熟知している必要があ
る。
　上記を踏まえ，本工事について
は，応募要件を満たし，本工事の施
工を希望する者の有無を確認する目
的で，参加意思確認書の提出を招請
する公募を実施した。
　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
関西支社が本工事を遂行できる唯一
の機関であると確認された。（会計
法第２９条の３第４項）

2,910,600 2,835,000 97.4% －

三笠宮邸各所修繕工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長 辻　庄市
東京都千代田区千代田1－1

平成24年11月12日
株式会社竹中工務店
東京都江東区新砂１丁目１番１号

　三笠宮邸各所修繕工事は，三笠宮
邸の御車寄を始めとする，周辺各所
倉庫，車庫等各所にわたる劣化部分
の修繕を実施するものである。
　三笠宮邸各所の修繕に当たって
は，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，この限られた時間内に確実に
施工を完了させるためには，納まり
及び形状等を熟知した者に施工させ
る必要がある。
　株式会社竹中工務店は，三笠宮邸
において，過去に同建物を新築し大
規模改修等を実施していることか
ら，三笠宮邸の施設や今回の工事条
件等に関し，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。
（会計法第２９条の３第４項）

8,245,650 8,242,500 99.96% －



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

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

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）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－２

葉山御用邸外灯設備ほか改修工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長 辻　庄市
東京都千代田区千代田1－1

平成24年11月26日
株式会社関電工
東京都港区芝浦４丁目８番３３号

　本工事は，限られた期間内に意匠
性，安全性や機能性を損なうことな
く確実に施工を完了させる等の理由
から，皇居東地区又は赤坂御用地で
の施工実績を有し，かつ神奈川県内
に営業所を持つ者による指名競争入
札を平成２４年１０月２３日に行っ
たが，２回目の入札で全社辞退と
なった。
　上記の選定理由から，今回指名し
た者以外の者を指名することは困難
なことから，入札時に最低価格応札
者であった株式会社関電工と協議
し，受注意思があることを確認し
た。
（会計法第２９条の３第４項）

30,187,500 30,135,000 99.8% －

御料牧場食鶏処理場改築工事に伴う設計業
務

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

平成24年11月27日
有限会社池澤設計
栃木県宇都宮市兵庫塚１丁目１８番２
９号

　ふ卵貯卵食鶏処理場は昭和４５年
に新築され，竣工後４０年以上経過
したＳ造地上１階の建物である。鶏
のと殺・食肉処理・鶏卵処理作業等
を行っているが，現在の法令に照ら
し合わせると，現状では清浄・汚染
区域分けに問題があり，衛生面から
施設の改善指導を受けている。ま
た，作業室が狭いため作業動線が交
差し効率が悪く危険であったり，保
存用冷凍庫の容量不足や，建物各所
に使用されている石綿含有建材の経
年劣化など問題点が多く，早急に施
設の改善が必要であり，改築を計画
するものである。
　本業務は，高度な技術的判断を必
要とするため，業務受注者の選定は
公募型プロポーザル方式によること
とし，コンサルタント選定委員会に
おいて評価した結果，業務実施方針
及び手法並びに技術力に優れていた
上記業者に特定された。
（会計法第２９条の３第４項）

8,977,500 8,914,500 99.3% －

皇居桔梗濠沿い石垣修復報告書作成業務
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長 辻　庄市
東京都千代田区千代田1－1

平成24年11月28日
株式会社大林組東京本店
東京都港区港南二丁目１５番２号

　本業務は，埋蔵文化財について，
文化財保護法等により定められてい
る発掘調査報告書を作成するもので
ある。当庁において，平成２２年度
から平成２４年度に実施した皇居大
手門・桔梗門間雨水排水改修ほか工
事にて修復した桔梗濠沿い石垣は，
特別史跡江戸城跡に指定されている
ことから，工事記録及び各種調査記
録等を取りまとめ，石垣修復に関す
る報告書を作成し，東京都教育委員
会へ提出することが必要となった。
　石垣修復を実施した受注者は，株
式会社大林組であり，工事全体を把
握しており，迅速に業務を遂行でき
るとともに，本業務目的を的確に履
行できる唯一の業者である。
（会計法第２９条の３第４項）

14,626,500 14,595,000 99.8% －



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

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

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）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－２

宮殿表御座所保全整備工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長 辻　庄市
東京都千代田区千代田１－１

平成24年12月6日
株式会社大林組東京本店
東京都港区港南二丁目１５番２号

　本工事は，宮殿表御座所（内
外装改修）整備を行う工事であ
る。
　宮殿は，国事行為である新年
祝賀の儀を始めとする皇室の主
な行事が行われる場であり，そ
の造営は昭和３５年１月２９日
に閣議決定された上で，昭和３
９年７月１日に着工している。
同造営工事における業者選定に
当たっては，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，ま
た，その施工に際しては，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
施工し，竣工したものである。
　株式会社大林組は，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。
（会計法第２９条の３第４項）

4,902,450 3,517,500 71.7%

埼玉鴨場東屋建替ほか工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長 辻　庄市
東京都千代田区千代田１－１

平成24年12月11日
飯山建鉄株式会社
埼玉県越谷市平方１８７１－３

入札を実施したが，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）

7,480,200 7,455,000 99.7%

故寬仁親王墓営建第２回工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長 辻　庄市
東京都千代田区千代田１－１

平成24年12月13日
株式会社大林組東京本店
東京都港区港南二丁目１５番２号

　本工事は，寬仁親王殿下の薨去に
伴い，御墓を整備する故寬仁親王墓
営建第１回工事からの継続的工事で
ある。
　御墓の整備は，宮家の意向等を反
映した第１回工事の設計意図を十分
理解した上での施工が求められるこ
とから，その知識・経験が特に必要
であり，かつ現場の状況等に精通し
た者に施工させる必要がある。
　株式会社大林組は，第１回工事の
請負会社であり，当該工事設計意図
及び現場状況等工事全体を熟知した
会社である。
（会計法第２９条の３第４項）

15,970,500 15,855,000 99.3%

御料牧場事務所改修工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長 辻　庄市
東京都千代田区千代田１－１

平成25年1月7日
コボリ工業株式会社
栃木県さくら市氏家２４３３番地２１

入札を実施したが，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）

5,844,300 5,775,000 98.8%



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

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

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）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－２

武蔵陵墓地湿地対策設計ほか業務
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長 辻　庄市
東京都千代田区千代田１－１

平成25年1月7日
株式会社オオバ東京支店
東京都目黒区青葉台四丁目４番１２－
１０１号

　本業務は，武蔵陵墓地にて降
雨及び湧水等により湿地が広が
り既設の管理通路及び防火水槽
の使用に支障を来していること
から，この湿地に対する対策及
び構内維持管理のための都道か
らの道路造成について，施工
性，経済性及び環境面等につい
て総合的な検討を行い，かつ関
係機関との協議資料を作成し，
この協議結果を踏まえ，工事に
必要な設計を行うものであり，
高度な技術的判断を必要とする
ため，業務受注者の選定は簡易
公募型プロポーザル方式による
こととし，コンサルタント選定
委員会において評価した結果，
業務実施方針及び手法並びに技
術力に優れていた上記業者に特
定された。
（会計法第２９条の３第４項）

33,747,000 32,025,000 94.9%

御所内装改修工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長 辻　庄市
東京都千代田区千代田１－１

平成25年1月21日
株式会社大林組東京本店
東京都港区港南二丁目１５番２号

　本工事は，御所の内装改修を
目的とした工事である。
　当該工事は，両陛下の御生活
への影響を最小限とするため，
限られた時間内に安全性や機能
性を損なうことなく，確実に施
工を完了することを強く求めら
れる工事であるため，施設の形
状等を熟知し，高度な施工監理
能力を持った者に施工させる必
要がある。
　株式会社大林組は，御所新築
工事を請け負った共同企業体の
幹事会社としての実績を有し，
かつ，その後の改修工事を履行
した実績を有していることか
ら，本件に要求される条件を満
たし，工期の短縮，安全・円滑
かつ適切な施工を確実に実施す
ることができる唯一の業者であ
る。
（会計法第２９条の３第４項）

2,984,100 2,982,000 99.9%

須崎御用邸サクラ川護岸工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長 辻　庄市
東京都千代田区千代田１－１

平成25年1月21日
株式会社テクノワン
静岡県下田市箕作４９５番地

入札を実施したが，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）

（非公表） 4,935,000 －



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

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

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）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－２

宮殿正殿保全整備工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長 辻　庄市
東京都千代田区千代田１－１

平成25年1月23日
株式会社竹中工務店東京本店
東京都江東区新砂１丁目１番１号

　本工事は，宮殿正殿（内装改
修）整備を行う工事である。
　宮殿は，国事行為である新年
祝賀の儀を始めとする皇室の主
な行事が行われる場であり，そ
の造営は昭和３５年１月２９日
に閣議決定された上で，昭和３
９年７月１日に着工している。
同造営工事における業者選定に
当たっては，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，ま
た，その施工に際しては，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
施工し，竣工したものである。
　株式会社竹中工務店は，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。
（会計法第２９条の３第４項）

3,427,200 3,045,000 88.8%

主馬班諸施設再整備計画に伴う設計業務
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長 辻　庄市
東京都千代田区千代田１－１

平成25年1月24日
株式会社佐藤総合計画
東京都墨田区横網２丁目１０番１２号

　本業務は，主馬班諸施設の建
替え及び改修整備に係る建築，
建築設備の基本・実施設計及び
積算業務，耐震診断，劣化調
査，地盤調査等を行うものであ
り，高度な技術的判断を必要と
するため，業務受注者の選定は
簡易公募型プロポーザル方式に
よることとし，コンサルタント
選定委員会において評価した結
果，業務実施方針及び手法並び
に技術力に優れていた上記業者
に特定された。
（会計法第２９条の３第４項）

27,573,000 27,510,000 99.8%

赤坂御用地庭園整備工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長 辻　庄市
東京都千代田区千代田１－１

平成25年1月29日
有限会社千代田グリーン
東京都千代田区二番町１番２　番町ハ
イム４２７号

入札を実施したが，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）

4,085,550 3,990,000 97.7%



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

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

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）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－２

宮殿ほかエレベーター整備工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長 辻　庄市
東京都千代田区千代田１－１

平成25年2月1日
株式会社日立ビルシステム
東京都千代田区神田美土代町７番地

　本工事は，宮殿及び総合倉庫
エレベーター（計８基）の整備
工事（制御盤内の定電圧電源装
置等の取替え）を行うものであ
り，工事に際しては，製造メー
カーが保持している詳細な製品
図面，独自データ及び知識を必
要とするため，他業者に施工さ
せた場合，安全性等に著しい支
障が生じる可能性があり，さら
には，故障の際の責任範囲が不
明確になるなどの問題が発生す
る可能性もある。
　株式会社日立ビルシステム
は，当該機器を製造した株式会
社日立製作所の系列会社で，唯
一エレベーターの保守及び工事
部門を担当し，メーカー独自の
データや知識を共有し，本件に
要求される条件を満たし，適切
な施工を確実に実施することが
できる唯一の業者である。
（会計法第２９条の３第４項）

2,971,500 2,940,000 98.9%

宮殿南庭芝張替え工事
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長 辻　庄市
東京都千代田区千代田１－１

平成25年2月4日
株式会社小関田中園
東京都練馬区石神井台８丁目１８番４
１号

入札を実施したが，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）

9,462,600 9,450,000 99.9%

宮殿外装整備工事に伴う実施設計業務
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長 辻　庄市
東京都千代田区千代田１－１

平成25年2月6日
株式会社山下設計
東京都中央区日本橋小網町６番１号

　本業務は，宮殿内に昇降設備
の新設及び既存昇降設備改修等
を年次計画として計画されたも
ののうち，平成１７年度に施工
された宮殿昇降設備取設工事
（南溜及び南廊下）に引き続き
予定している北車寄昇降路設置
工事の実施設計を行う業務であ
る。
　北車寄昇降路設置の実施設計
にあたっては，我が国最高の儀
式を行う宮殿として，意匠性・
芸術性及び創建当時のイメージ
との空間構成を損なうことな
く，一貫した考え方や方針に基
づき行う必要があり，北車寄昇
降路設置ほかの基本設計業務を
含む前回契約の「宮殿昇降設備
改修ほか工事に伴う基本設計業
務」と本実施設計の内容は，密
接不可分の関係にある。
　株式会社山下設計は，宮殿昇
降設備改修ほか工事に伴う基本
設計業務を行った事務所である
ことから，業務内容を最も把握
し，業務目的を的確に履行でき
る唯一の業者である。
（会計法第２９条の３第４項）

2,691,150 2,677,500 99.5%

東百舌鳥陵墓参考地墳塋護岸整備工事に伴
う基本設計業務

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

平成25年2月6日
（株）エイコー技術コンサルタント
福井県敦賀市中央町２丁目１１番３６
号

入札を実施したが，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）

1,501,500 1,470,000 97.9%



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

公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

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）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－２

京都御所ほかまつ高木手入工事
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

平成25年2月8日
川勝　量寿
京都市北区鷹峯土天井町４１

入札を実施したが，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）

9,346,050 9,135,000 97.7%

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）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。


