平成２３年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの（平成２２年度下半期分）
（府省名：宮内庁）
契約名称及び内容

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約締結日

契約の相手方の商号又は名称及び 随意契約によることとした会
住所
計法令の根拠条文及び理由

予定価格

随意契約によらざるを得
ない場合とした財務大臣
通知上の根拠区分

落札率

再就職の
役員の数

100%

－

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。

ロ

52,967,000 99.5%

－

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ナンスサービス体制の充実は元より，地方行幸啓・行啓等の際に緊急の車両整備が必要な場合，迅速か
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。

ニ(ホ)

契約金額

随意契約によらざるを得ない事由

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

平成22年10月4日

株式会社奈良ホテル
奈良市高畑町１０９６

会計法第２９条の３第４項
（契約の性質又は目的が競争
を許さない場合）

2,000,000

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

平成22年10月4日

トヨタ自動車株式会社
会計法第２９条の３第４項
東京都文京区後楽１丁目４番１８ （契約の性質又は目的が競争
号
を許さない場合）

53,242,350

列車座席借上

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

平成22年10月6日

会計法第２９条の３第５項及
東海旅客鉄道株式会社
び予算決算及び会計令第９９
名古屋市中村区名駅一丁目１番４
条第８号（運送又は保管をさ
号ＪＲセントラルタワーズ
せるとき）

1,162,240

1,162,240

100%

－

天皇皇后両陛下の行幸啓に当たり新幹線の座席を借り上げたもの。御利用区間で新幹線を運行する会社は同社以外にないため。

ニ(ニ)

列車座席借上

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

平成22年10月6日

会計法第２９条の３第５項及
東海旅客鉄道株式会社
び予算決算及び会計令第９９
名古屋市中村区名駅一丁目１番４
条第８号（運送又は保管をさ
号ＪＲセントラルタワーズ
せるとき）

871,680

871,680

100%

－

皇太子殿下の京都府行啓に際して，新幹線の座席にを借り上げたもの。御利用区間で新幹線を運行する会社は同社以外にないた
め。

ニ(ニ)

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

平成22年10月6日

会計法第２９条の３第４項
株式会社大林組東京本店
（契約の性質又は目的が競争
東京都港区港南二丁目１５番２号
を許さない場合）

8,157,450

8,137,500 99.8%

－

本工事は，宮殿表御座所（床木部修繕，特殊障子紙張替，蒸気減圧弁取替，熱交換器改修，空調機活性炭取替，除湿器取替），
連翠（蒸気減圧弁取替，熱交換器改修，空調機活性炭取替，除湿器取替壁修繕）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。

ニ(ヘ)

支出負担行為担当官
寬仁親王邸中庭タイル張替 宮内庁長官官房主計課長
工事
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１－１

平成22年10月8日

会計法第２９条の３第４項
株式会社竹中工務店東京本店
（契約の性質又は目的が競争
東京都江東区新砂１丁目１番１号
を許さない場合）

2,755,200

2,730,000 99.1%

－

本工事は，寬仁親王邸の中庭のタイルを張り替える工事である。施工場所は，宮邸の玄関の正面にあり，また，御生活に直接関
わる部分に隣接しており，御生活や行事に合わせ，各種の制約（工事中断等）を受けながら工事を行うことが必要であるととも
に，既存部分との意匠の整合性が求められる工事でもある。これらの条件のもと，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，かつ高度な施工管理能力を持った者に施工させる必要がある。株式会社竹中工務店は，当該施設の増築・改
修工事を施工した実績を有し，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ため。

ニ(ヘ)

支出負担行為担当官
秋篠宮邸公室棟玄関ホール 宮内庁長官官房主計課長
ほかじゅうたん張替工事
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１－１

平成22年11月5日

清水建設株式会社
東京都港区芝浦一丁目２番３号

1,785,000 71.2%

－

秋篠宮邸公室棟玄関ホールほかじゅうたん張替工事は，秋篠宮邸公室棟のじゅうたんについて，経年劣化に対する張替を行うも
のである。施工場所は，宮邸の中で御生活に直接関わる部分や，御在殿中頻繁にかつ突然の来客の機会に使用される応接室への
アプローチ動線である玄関ホール及び廊下である。そのため，御留守中等の限られた期間内に調査及び施工を完了することを求
めら，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，施設の形状等を熟知し，高度な施工管理能力を持った者に施工させる必要がある。清水建設株式会
社は，当該施設の新築（旧秩父宮邸）及び増築改修（秋篠宮邸）工事を施工した実績を有し，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ため。

ニ(ヘ)

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

平成22年11月24日

トステム株式会社ビル改装東京支
会計法第２９条の３第４項
店
（契約の性質又は目的が競争
東京都台東区北上野１－８－１
を許さない場合）
住友不動産上野ビル３号館

2,467,500

－

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時期に，短期間で安全かつ確実に組み立て
ることが求められるため，その構造及び組み立て方法を熟知したもの以外に本業務を任せた場合，宮殿行事等に多大な支障をき
たす恐れがある。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。

ニ(ヘ)

支出負担行為担当官
御料牧場肉加工所改修ほか 宮内庁長官官房主計課長
工事に伴う監理業務
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１－１

平成22年12月3日

株式会社梓設計
会計法第２９条の３第４項
東京都品川区東品川二丁目１番１ （契約の性質又は目的が競争
１号
を許さない場合）

－

本業務は，御料牧場肉加工所改修ほか工事の工事監理業務であり，平成１８年度に株式会社梓設計による実施設計業務（御料牧
場肉加工所地区整備工事に伴う設計業務）の内容を踏まえて実施するものである。従って，実施設計及び監理業務の各段階で一
貫した考え方や方針に基づき順次具体化する必要があり，実施設計と監理業務の設計内容は密接不可分の関係にある。上記設計
者は，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ため。

ニ(ヘ)

支出負担行為担当官
御所ほか自動制御設備改修 宮内庁長官官房主計課長
工事
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１－１

平成22年12月6日

株式会社山武
会計法第２９条の３第４項
東京都千代田区丸の内二丁目７番 （契約の性質又は目的が競争
３号
を許さない場合）

－

本工事は，御所・宮内庁庁舎・宮殿・宮内庁病院の各建物に設置されている自動制御設備の一部を改修する工事である。当該自
動制御設備は，各建物の空調設備等の運転を適切に制御するための設備である。本工事では，当該自動制御設備が関わる空調設
備等の稼働から停止まで一連の運転を正常に制御し，運転状態の監視も常時できるよう製造者だけが持つ独自のデータに基づき
調整する必要がある。従って，本工事では他社では知り得ない当該設備の詳細な内部構造・特性などに精通し，製造時の技術資
料やデータを保有している製造者による施工が必要であり，他社では修理後の試運転において当該設備が正常に機能しているこ
とを確認し判断することが極めて困難であるため，当該設備を製造したもの以外に施工させた場合，適切に動作しない等著しい
支障が生じる恐れがある。株式会社山武は，当該自動制御設備の設置工事を施工した会社で，当該設備に関わる機器の製造・販
売・施工・修理工事を行い，当該自動制御設備を熟知した唯一の会社であるため。

ニ(ヘ)

支出負担行為担当官
皇居吹上ポンプ室送水設備 宮内庁長官官房主計課長
等改修工事に伴う監理業務 森山 茂樹
東京都千代田区千代田１－１

株式会社相和技術研究所
会計法第２９条の３第４項
平成22年12月15日 東京都品川区上大崎２丁目１８番 （契約の性質又は目的が競争
１号
を許さない場合）

－

吹上ポンプ室送水設備は，皇居西地区（宮殿・庁舎等）へ都水及び雑用水を供給する重要な設備である。経年と共に建物・設備
機器類・電装品等の劣化が著しく，現在の建物に隣接した位置にポンプ室を新築し，設備の全面更新を２か年計画で行うもので
ある。ついては，皇居吹上ポンプ室送水設備等改修工事において，工事監理及び設計意図の伝達を行う業務を実施するものであ
る。本業務は，皇居吹上ポンプ室送水設備等改修工事の工事監理業務であり，平成１７年度にプロポーザル方式により選定され
た株式会社相和技術研究所によって完了した設計業務（皇居吹上ポンプ室送水設備等整備に伴う設計業務）の内容を踏まえて実
施するものである。従って，実施設計及び監理業務の各段階で一貫した考え方や方針に基づき順次具体化する必要があり，実施
設計と監理業務の設計内容は密接不可分の関係にある。上記設計者は，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
の業者であるため。

ニ(ヘ)

支出負担行為担当官
天皇誕生日祝宴料理及び祝 宮内庁長官官房主計課長
宴箱詰料理
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１－１

平成22年12月16日

－

本業務は天皇陛下御誕生日の祝宴にお出しする宮中の伝統的儀式料理の調製を行うものである。同社は昭和46年3月の皇后誕生日
祝宴料理から，宮中の伝統的儀式料理の調製を確実に履行している唯一の業者であり，大量かつ新鮮な食材の調達や数日間に亘
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。

ニ(ホ)

普通乗用自動車

３両

株式会社紀文食品
東京都中央区銀座５－１５－１

会計法第２９条の３第４項
（契約の性質又は目的が競争
を許さない場合）

会計法第２９条の３第４項
（契約の性質又は目的が競争
を許さない場合）

2,505,300

－

2,483,250

10,269,000

2,109,450

－

2,000,000

－

2,467,500 99.4%

10,185,000 99.2%

2,100,000 99.6%

10,900,533

－

備

考

契約名称及び内容

契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約締結日

契約の相手方の商号又は名称及び 随意契約によることとした会
住所
計法令の根拠条文及び理由

予定価格

支出負担行為担当官
書籍 天皇陛下喜寿記念写
宮内庁長官官房主計課長
真集『御所のお庭』の購入
森山 茂樹
及び発送業務
東京都千代田区千代田１－１

平成22年12月20日

株式会社扶桑社
東京都港区海岸１－１５－１

会計法第２９条の３第４項
（契約の性質又は目的が競争
を許さない場合）

1,699,727

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

平成22年12月21日

株式会社ＪＴＢ法人東京本社営業
部
東京都新宿区西新宿３－７－１
新宿パークタワー27階

会計法第２９条の３第５項及
び予算決算及び会計令第９９
条第８号（運送又は保管をさ
せるとき）

12,397,780

航空機座席借上

支出負担行為担当官
宮殿長和殿内装整備ほか工 宮内庁長官官房主計課長
事
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１－１

新年祝宴料理

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
宮殿保全整備計画に伴う第 宮内庁長官官房主計課長
９回詳細調査業務
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１－１

清水建設株式会社
平成22年12月22日
東京都港区芝浦一丁目２番３号

会計法第２９条の３第４項
（契約の性質又は目的が競争
を許さない場合）

株式会社紀文食品
東京都中央区銀座５－１５－１

会計法第２９条の３第４項
（契約の性質又は目的が競争
を許さない場合）

平成22年12月27日

平成23年1月18日

財団法人建築保全センター
会計法第２９条の３第４項
東京都中央区新川１丁目２４番地 （契約の性質又は目的が競争
８号
を許さない場合）

支出負担行為担当官
秋篠宮邸公室棟天井裂地張 宮内庁長官官房主計課長
替ほか工事
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１－１

18,081,000

－

3,387,300

契約金額

落札率

再就職の
役員の数

随意契約によらざるを得ない事由

随意契約によらざるを得
ない場合とした財務大臣
通知上の根拠区分

－

今回購入する書籍は，再販売価格が維持されているものであり，かつ供給元が一者のみであるため，出版元の株式会社扶桑社と
契約した。

ニ(ニ)

－

皇族の外国御訪問における航空機の座席借り上げについては，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，海外事情に精通し，支援体
制が整備された十分信頼に値する業者に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。

ニ(ニ)

17,850,000 98.7%

－

本工事は，宮殿長和殿北溜絨毯敷替，長和殿家具庫除湿機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。

ニ(ヘ)

10,022,040

－

本業務は新年祝賀の祝宴にお出しする宮中の伝統的儀式料理の調製を行うものである。同社は昭和46年3月の皇后誕生日祝宴料理
から，宮中の伝統的儀式料理の調製を確実に履行している唯一の業者であり，大量かつ新鮮な食材の調達や数日間に亘り相当数
の料理人派遣を確実に行えるのは，同社のみであるため。

ニ(ホ)

－

宮殿は，竣工以来４０余年を経過し，経年による劣化が進んできているが，宮殿が国の最高の儀式を行う施設であることに鑑
み，建築・設備全体にわたる耐震性・劣化状況等を把握し，また，将来に向けて省エネ化・情報化・バリアフリー化等に対応す
るための改修方法も検討し，総合的に長期保全整備計画を立てる必要がある。このため，平成１３年度に学識経験者からなる｢宮
殿保全整備に関する検討委員会｣を設置し，その委員会の基礎資料とするため，同年に宮殿全体の現況把握を目的とした総合的な
概況調査を実施した。その後，現在まで継続されている委員会のなかで，宮殿保全整備の基本方針や「宮殿保全基準」（案）が
まとめられ，宮殿を保全していくための業務体制の整備が進められている。その委員会で検討される機能性・安全性・耐震性等
それぞれについての詳細調査及び調査結果と，それまでの委員会で進められた内容を反映させた資料作成が必要なことから，｢宮
殿保全整備計画に伴う詳細調査業務｣を継続的に並行して実施しているところである。今年度は宮殿各棟の耐震診断が終了したこ
とから，宮殿全体の耐震性能を整理検討する業務並びに次回の委員会に関わる資料作成業務である。財団法人建築保全センター
は，国の建築物の保全に関する総合的な調査研究及び技術開発を目的として設立された公益法人であり，官公庁施設の保全に関
する診断システムの開発，補修・改修工法の評価，総合耐震診断・劣化診断等の各種調査研究や，官庁施設の保全・更新の計画
について多くの実績を有している。また，平成１３年度の総合的な概況調査及び前回までの｢宮殿保全整備計画に伴う詳細調査業
務｣と本業務は密接不可分であるため，前回業務を履行した者でなければ，本業務を円滑かつ適切に行うことは困難である。同セ
ンターは，前回業務を履行しており，本業務を適切に実施できる唯一の機関である。

ニ(ヘ)

ニ(ヘ)

③ロ

1,632,956 96.1%

12,397,780

100%

－

3,150,000 93.0%

平成23年1月20日

清水建設株式会社
東京都港区芝浦一丁目２番３号

会計法第２９条の３第４項
（契約の性質又は目的が競争
を許さない場合）

4,924,500

4,882,500 99.1%

－

秋篠宮邸公室棟天井裂地張替ほか工事は，秋篠宮邸公室棟の天井裂地及び私室棟サンルーム屋根のシーリングについて経年劣化
に伴う更新と，公室棟木製建具の修繕を行うものである。公室棟の主な施工場所は宮邸の中で御生活に直接関わる部分や，御在
殿中頻繁にかつ突然の来客の機会に使用される応接室へのアプローチ動線である玄関ホール及び廊下である。また，私室棟サン
ルームは御生活に直接関わる部分である。そのため，御留守中等の限られた期間内に調査及び施工を完了させるためには，施設
の形状等を熟知し，高度な施工管理能力を持った者に施工させる必要がある。清水建設株式会社は，当該施設の新築（旧秩父宮
邸）及び増築改修（秋篠宮邸）工事を施工した実績を有し，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ため。

支出負担行為担当官
御料牧場肉加工所改修ほか 宮内庁長官官房主計課長
第２回工事
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１－１

平成23年2月3日

会計法第２９条の３第４項
剋真建設株式会社
（競争に付することが不利と
栃木県真岡市田町１５１５番地４
認められる場合）

4,428,900

4,357,500 98.4%

－

本工事は，御料牧場肉加工所改修ほか工事からの継続工事であり，一体の施設の改修等を目的とする工事であること及び現在履
行中の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現在履行施工者以外
の者に施工させることが不利と認められるため。

皇室紹介ＤＶＤビデオ「天
皇皇后両陛下－宮中のご公
務」(平成２２年英語改訂
版）の製作業務

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

平成23年2月18日

会計法第２９条の３第４項
株式会社毎日映画社
（契約の性質又は目的が競争
東京都千代田区一ツ橋１－１－１
を許さない場合）

2,911,650

2,738,400 94.0%

－

平成16年度に㈱毎日映画社が製作したＶＨＳビデオを再編集するもので，他社との競争の余地がないため。

ニ(ヘ)

書籍
「雅亮装束抄」１巻
「法体装束抄」１帖
「源氏系図」 １帖

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

平成23年3月16日

合名会社一誠堂書店
東京都千代田神田神保町１－７

会計法第２９条の３第４項
（契約の性質又は目的が競争
を許さない場合）

4,725,000

4,725,000

100%

－

当庁における事務・事業の遂行に必要な一級の資料で皇室用図書として保存管理すべき価値を有するため購入するものである
が，本邦に１点しかない古書籍であって，契約の性質が競争を許さないため。

ニ(ニ)

支出負担行為担当官
御所書庫増築工事に伴う設 宮内庁長官官房主計課長
計業務（その２）
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１－１

平成23年3月17日

株式会社山下設計
会計法第２９条の３第４項
東京都中央区日本橋小網町６番１ （競争に付することが不利と
号
認められる場合）

1,861,650

1,837,500 98.7%

－

本業務は，御所書庫増築工事に伴う設計業務を行うものであり，設計業務を行う一貫業務として，完成模型を作成するものであ
る。本業務において，書庫の設計成果として完成形のイメージを具現化した完成模型を作成する業務を行う必要がある。株式会
社山下設計は当初業務（基本及び実施設計）を受注しており，模型の作成にあたっては本建物の持つ設計趣旨や意匠を始めとす
る一切を熟知し，業務成果を活用することの出来る唯一の業者である。

③ロ

備

考

