
(府省名：人事院）
平成２０年度上半期契約分

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

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

移行困難な事由 移行予定年限 備　　考

人事院LAN用機器その他
運用保守

支出負担行為担当官
人事院事務総局会計課長
磯野　宏志
東京都千代田区霞が関１
－２－３

平成20年4月1日

エヌ・ティ・ティ・データ・
カスタマサービス株式
会社
東京都江東区豊洲3-
3-9

会計法第２９条の３第４項
当該業務を行うためには、当
該システムの機器構成等シス
テム全体を把握、熟知してい
る必要があることから、当該シ
ステムを導入した業者以外で
は成し得ず、競争を許さない
ため。

- 15,662,424 - -

現行システムの機器構成等シス
テム全体を把握、熟知している
必要があることから、現行システ
ムを導入した業者以外では業務
を行えない。人事院ＬＡＮ用機器
の入替時（平成22年度）に新シ
ステムへの移行を行う予定であ
り、準備期間を要するため。

平成22年度

人事院LAN用機器その他
機器保守

支出負担行為担当官
人事院事務総局会計課長
磯野　宏志
東京都千代田区霞が関１
－２－３

平成20年4月1日

エヌ・ティ・ティ・データ・
カスタマサービス株式
会社
東京都江東区豊洲3-
3-9

会計法第２９条の３第４項
当該業務を行うためには、当
該システムの機器構成等シス
テム全体を把握、熟知してい
る必要があることから、当該シ
ステムを導入した業者以外で
は成し得ず、競争を許さない
ため。

- 7,463,736 - -

現行システムの機器構成等シス
テム全体を把握、熟知している
必要があることから、現行システ
ムを導入した業者以外では業務
を行えない。人事院ＬＡＮ用機器
の入替時（平成22年度）に新シ
ステムへの移行を行う予定であ
り、準備期間を要するため。

平成22年度

人事院ＬＡＮ用機器の借
入及び保守

支出負担行為担当官
人事院事務総局会計課長
磯野　宏志
東京都千代田区霞が関１
－２－３

平成20年4月1日

エヌ・ティ・ティ・データ・
カスタマサービス株式
会社
東京都江東区豊洲3-
3-9

会計法第２９条の３第４項
当初、一般競争入札により調
達したもので、継続して当該機
器を借り入れるため。

- 11,251,800 - -

平成18年度に一般競争入札に
より調達したもので、平成22年6
月までのリース契約であるた
め。

平成22年度

人事院総合的文書管理
システム運用保守

支出負担行為担当官
人事院事務総局会計課長
磯野　宏志
東京都千代田区霞が関１
－２－３

平成20年4月1日

株式会社エヌ・ティ・
ティ・データ
東京都江東区豊洲3-
3-3

会計法第２９条の３第４項
総合文書管理システムは、当
初開発時に一般競争入札によ
り（株）エヌ・ティ・ティ・データが
落札し、同社のソフトウェア製
品をベースにカスタマイズを行
いシステムの開発を行ったも
のである。当該システムを運
用するためには、ベース部分
のソフトウェア及びカスタマイ
ズ部分のソフトウェア関連な
ど、同システム全体を熟知して
いる同社以外に安定的運用と
障害時の迅速な対応を行うこ
とができないため。

- 14,700,000 - -

平成20年度に総務省の統一シ
ステムに切替予定であったが開
発が遅れているため。
平成21年10月から統一システム
に移行する予定。

平成21年度
統一システムへ
の移行後は契約
終了

【様式１】

平成２１年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの



人事院総合的文書管理
システム用機器保守

支出負担行為担当官
人事院事務総局会計課長
磯野　宏志
東京都千代田区霞が関１
－２－３

平成20年4月1日

株式会社エヌ・ティ・
ティ・データ
東京都江東区豊洲3-
3-3

会計法第２９条の３第４項
総合文書管理システムは、当
初開発時に一般競争入札によ
り（株）エヌ・ティ・ティ・データが
落札し、同社のソフトウェア製
品をベースにカスタマイズを行
いシステムの開発を行ったも
のである。当該システムを運
用するためには、ベース部分
のソフトウェア及びカスタマイ
ズ部分のソフトウェア関連な
ど、同システム全体を熟知して
いる同社以外に安定的運用と
障害時の迅速な対応を行うこ
とができないため。

- 6,930,000 - -

平成20年度に総務省の統一シ
ステムに切替予定であったが開
発が遅れているため。
平成21年10月から統一システム
に移行する予定。

平成21年度
統一システムへ
の移行後は契約
終了

人事・給与関係業務情報
システム用機器等の借入
及び保守

支出負担行為担当官
人事院事務総局会計課長
磯野　宏志
東京都千代田区霞が関１
－２－３

平成20年4月1日

沖電気工業株式会社
東京都港区芝浦4-10-
16
センチュリー・リーシン
グ・システム株式会社
東京都港区浜松町2-
4-1

会計法第２９条の３第４項
当初、一般競争入札により調
達したもので、継続して当該機
器を借り入れるため。

- 73,887,264 - -

平成16年度に一般競争入札に
より調達したもので、平成20年9
月までのリース契約であったが、
平成19年8月に「人事・給与関係
業務情報・システム 適化計
画」の改定により、各府省は平
成22年までに、集中的に管理運
用する方針（集中管理型）で導
入することとなった。集中管理型
への移行までの間、新たな機器
を調達するよりも、現行機器を継
続使用する方が経済的であるた
め。

平成22年度

平成２０年度国家公務員
採用Ⅰ種、国税専門官、
労働基準監督官、法務教
官及び海上保安学校学
生（特別）の各採用試験
における電算処理

支出負担行為担当官
人事院事務総局会計課長
磯野　宏志
東京都千代田区霞が関１
－２－３

平成20年4月1日

日本情報産業株式会
社
東京都渋谷区渋谷3-
1-4

会計法第２９条の３第４項
採用試験の電算処理を新たな
業者に委託する場合には、①
多額のプログラム開発経費が
かかること、②現行の試験実
施日程を変更することは困難
であり、新年度早々にシステ
ムを稼働させるため、前年度
までに電算処理システムを構
築する必要があること、③電
算処理の誤りは公務の信用失
墜となるため、新システムの
検証は慎重に行う必要があ
り、そのためには相当な人員
を投入しなければならない等
現行契約者以外に履行させる
ことが不利になるため。
（22年度までに見直し予定）

-
申込書入力料
80.29円/枚

ほか
- -

電算処理システムの内容を検討
中であり、移行のための準備期
間を要するため。

平成22年度
単価契約
調達総額
9,136,645

複写機の賃貸借及び保
守(2台)

契約担当官
公務員研修所教務部長
鈴木　英司
埼玉県入間市宮寺3131

平成20年4月1日

リコー販売株式会社埼
玉事業本部
埼玉県さいたま市北区
宮原町3-77-2

会計法第２９条の３第４項
新機種を賃貸借する場合、撤
去・設置費用を要するなど、引
き続き賃貸借を行う方が有利
な価格をもって契約できるた
め。また、当該複写機の保守
業務を常時適確に行えるの
は、当該機種の製造元である
業者のみであるため。

-

賃貸借料金
22，000円
（税別）

保守基本料金
0～1,000枚　8,500

円
（税別）
ほか

- -

平成16年度に調達したもので、
平成21年5月までのリース契約
であるため。リース期間満了後
は一般競争入札を実施。

平成21年度
保守は単価契約
予定調達総額
1,300,000



複写機保守

支出負担行為担当官
人事院事務総局会計課長
磯野　宏志
東京都千代田区霞が関１
－２－３

平成20年4月1日

株式会社リコー
東京都大田区中馬込
1-3-6

会計法第２９条の３第４項
必要とするサービスの提供業
者が他に存在しないことから、
競争を許さないため。

1～8,000枚
5.0円／枚
（税別）
ほか

1～8,000枚
5.0円／枚
（税別）
ほか

100.0% -

必要とするサービスの提供業者
が他に存在しないことから、競争
を許さないとしていたが、平成２
１年度から公募を実施。

平成21年度
単価契約
予定調達総額
34,221,840

複写機保守

支出負担行為担当官
人事院事務総局会計課長
磯野　宏志
東京都千代田区霞が関１
－２－３

平成20年4月1日

富士ゼロックス株式会
社
東京都港区六本木3-
1-1

会計法第２９条の３第４項
必要とするサービスの提供業
者が他に存在しないことから、
競争を許さないため。

1～15,000枚
5.93円／枚
（税別）
ほか

1～15,000枚
5.93円／枚
（税別）
ほか

100.0% -

必要とするサービスの提供業者
が他に存在しないことから、競争
を許さないとしていたが、平成２
１年度から公募を実施。

平成21年度
単価契約
予定調達総額
3,274,200

複写機保守

支出負担行為担当官
人事院事務総局会計課長
磯野　宏志
東京都千代田区霞が関１
－２－３

平成20年4月1日
廣友物産株式会社
東京都港区赤坂1-4-
17

会計法第２９条の３第４項
必要とするサービスの提供業
者が他に存在しないことから、
競争を許さないため。

1.89円／枚
（税別）
ほか

1.89円／枚
（税別）
ほか

100.0% -

必要とするサービスの提供業者
が他に存在しないことから、競争
を許さないとしていたが、平成２
１年度から公募を実施。

平成21年度
単価契約
予定調達総額
12,435,984

電子複写機の保守（１台）

契約担当官
人事院関東事務局長　高
木　達也
埼玉県さいたま市中央区
新都心１－１
さいたま新都心合同庁舎１
号館６階

平成20年4月1日

リコー販売株式会社埼
玉事業部
埼玉県さいたま市北区
宮原町3-77-2

会計法第２９条の３第４項
必要とするサービスの提供業
者が他に存在しないことから、
競争を許さないため。

1～8,000枚
5.5円／枚
（税別）
ほか

1～8,000枚
5.5円／枚
（税別）
ほか

100.0% -

必要とするサービスの提供業者
が他に存在しないことから、競争
を許さないとしていたが、平成２
１年度から公募を実施。

平成21年度
単価契約
予定調達総額
1,449,229

複写機の保守(３台)

契約担当官
公務員研修所教務部長
鈴木　英司
埼玉県入間市宮寺3131

平成20年4月1日

リコー販売株式会社埼
玉事業本部
埼玉県さいたま市北区
宮原町3-77-2

会計法第２９条の３第４項
必要とするサービスの提供業
者が他に存在しないことから、
競争を許さないため。

保守基本料金
0～500枚
4,500円
（税別）
ほか

保守基本料金
0～500枚
4,500円
（税別）
ほか

100.0% -

必要とするサービスの提供業者
が他に存在しないことから、競争
を許さないとしていたが、平成２
１年度から公募を実施。

平成21年度
単価契約
予定調達総額
2,000,000

複写機の保守(１台）

契約担当官
公務員研修所教務部長
鈴木　英司
埼玉県入間市宮寺3131

平成20年4月1日
廣友物産株式会社
東京都港区赤坂1-4-
17

会計法第２９条の３第４項
必要とするサービスの提供業
者が他に存在しないことから、
競争を許さないため。

モノクロ
3.15円／枚
（税別）
ほか

モノクロ
3.15円／枚
（税別）
ほか

100.0% -

必要とするサービスの提供業者
が他に存在しないことから、競争
を許さないとしていたが、平成２
１年度から公募を実施。

平成21年度
単価契約
予定調達総額
1,200,000

平成２０年度国家公務員
採用Ⅱ種試験における電
算処理

支出負担行為担当官
人事院事務総局会計課長
磯野　宏志
東京都千代田区霞が関１
－２－３

平成20年4月11日

日本情報産業株式会
社
東京都渋谷区渋谷3-
1-4

会計法第２９条の３第４項
採用試験の電算処理を新たな
業者に委託する場合には、①
多額のプログラム開発経費が
かかること、②現行の試験実
施日程を変更することは困難
であり、新年度早々にシステ
ムを稼働させるため、前年度
までに電算処理システムを構
築する必要があること、③電
算処理の誤りは公務の信用失
墜となるため、新システムの
検証は慎重に行う必要があ
り、そのためには相当な人員
を投入しなければならない等
現行契約者以外に履行させる
ことが不利になるため。
（22年度までに見直し予定）

-

申込書入力料
　　81.13円／枚

（税別）
ほか

- -
電算処理システムの内容を検討
中であり、移行のための準備期
間を要するため。

平成22年度
単価契約
調達総額
7,693,173



平成20年度インターネット
による受験申込みの試行
実施及びこれに伴うシス
テム改修・運用業務

支出負担行為担当官
人事院事務総局会計課長
磯野　宏志
東京都千代田区霞が関１
－２－３

平成20年5月12日

日本情報産業株式会
社
東京都渋谷区渋谷3-
1-4

会計法第２９条の３第４項
採用試験の電算処理を新たな
業者に委託する場合には、①
多額のプログラム開発経費が
かかること、②現行の試験実
施日程を変更することは困難
であり、新年度早々にシステ
ムを稼働させるため、前年度
までに電算処理システムを構
築する必要があること、③電
算処理の誤りは公務の信用失
墜となるため、新システムの
検証は慎重に行う必要があ
り、そのためには相当な人員
を投入しなければならない等
現行契約者以外に履行させる
ことが不利になるため。
（22年度までに見直し予定）

- 9,321,900 - -
電算処理システムの内容を検討
中であり、移行のための準備期
間を要するため。

平成22年度

平成20年度インターネット
による国家公務員採用試
験の合格発表

支出負担行為担当官
人事院事務総局会計課長
磯野　宏志
東京都千代田区霞が関１
－２－３

平成20年5月16日

日本情報産業株式会
社
東京都渋谷区渋谷3-
1-4

会計法第２９条の３第４項
採用試験の電算処理を新たな
業者に委託する場合には、①
多額のプログラム開発経費が
かかること、②現行の試験実
施日程を変更することは困難
であり、新年度早々にシステ
ムを稼働させるため、前年度
までに電算処理システムを構
築する必要があること、③電
算処理の誤りは公務の信用失
墜となるため、新システムの
検証は慎重に行う必要があ
り、そのためには相当な人員
を投入しなければならない等
現行契約者以外に履行させる
ことが不利になるため。
（22年度までに見直し予定）

- 5,025,510 - -
電算処理システムの内容を検討
中であり、移行のための準備期
間を要するため。

平成22年度

平成２０年度国家公務員
採用Ⅲ種試験・中途採用
者選考試験における電算
処理

支出負担行為担当官
人事院事務総局会計課長
磯野　宏志
東京都千代田区霞が関１
－２－３

平成20年6月24日

日本情報産業株式会
社
東京都渋谷区渋谷３－
１－４

会計法第２９条の３第４項
採用試験の電算処理を新たな
業者に委託する場合には、①
多額のプログラム開発経費が
かかること、②現行の試験実
施日程を変更することは困難
であり、新年度早々にシステ
ムを稼働させるため、前年度
までに電算処理システムを構
築する必要があること、③電
算処理の誤りは公務の信用失
墜となるため、新システムの
検証は慎重に行う必要があ
り、そのためには相当な人員
を投入しなければならない等
現行契約者以外に履行させる
ことが不利になるため。
（22年度までに見直し予定）

-

申込書入力料
81.60円／枚

（税別）
ほか

- -
電算処理システムの内容を検討
中であり、移行のための準備期
間を要するため。

平成22年度
単価契約
調達総額
7,735,353



平成２０年度航空管制官
ほかの採用試験における
電算処理

支出負担行為担当官
人事院事務総局会計課長
磯野　宏志
東京都千代田区霞が関１
－２－３

平成20年7月22日

日本情報産業株式会
社
東京都渋谷区渋谷３－
１－４

会計法第２９条の３第４項
採用試験の電算処理を新たな
業者に委託する場合には、①
多額のプログラム開発経費が
かかること、②現行の試験実
施日程を変更することは困難
であり、新年度早々にシステ
ムを稼働させるため、前年度
までに電算処理システムを構
築する必要があること、③電
算処理の誤りは公務の信用失
墜となるため、新システムの
検証は慎重に行う必要があ
り、そのためには相当な人員
を投入しなければならない等
現行契約者以外に履行させる
ことが不利になるため。
（22年度までに見直し予定）

-

申込書入力料
64.12円／枚

（税別）
ほか

- -
電算処理システムの内容を検討
中であり、移行のための準備期
間を要するため。

平成22年度
単価契約
調達総額
2,101,052

ＩＰデータサービス
人事院事務総局
東京都千代田区霞が関１
－２－３

-
ソフトバンクテレコム株
式会社

会計法第２９条の３第４項
本院と公務員研修所及び地方
事務局（所）の間のネットワー
ク回線を増速する必要性か
ら、平成１６年からＩＰデータ
サービスを利用している。一般
競争入札により業務の受託者
が変更となる場合、回線等切
替作業が必要となり、その作
業が完了するまでの間は前受
託者以外では業務を履行する
ことができず、業務に支障が
生じるため。

－ 11,114,532 － －

人事院ＬＡＮシステムの一部であ
る通信回線等の使用料であるこ
とから、人事院ＬＡＮ用機器の入
替時に併せて行うこととなるた
め。

平成22年度

長期継続契約
契約（予定）金額
は19年度の支払
実績額

〔記載要領〕
１．本表は、「随意契約見直し計画」（公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議）の対象となっている契約を対象とすること。

４．「移行困難な事由」欄は、平成20年度に競争性のある契約に移行できなかった事由を記載することとし、「移行予定年限」欄は、平成21年度以降の具体的な移行予定年限（例：平成21年度）を記載
　すること。

２．本表は、平成20年度に締結した契約のうち、平成21年度以降に競争性のある契約への移行予定のものについて、当該契約ごとに記載すること。

３．本表は、「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）記３．の記載方法に準じて記載すること。



(府省名：人事院）
平成２０年度上半期契約分

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

予定価格 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

備　　考

新聞の購入

支出負担行為担当官
人事院事務総局会計課長
磯野　宏志
東京都千代田区霞が関１－
２－３

平成20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

予算決算及び会計令９９条第１８
号
契約の相手方は、中小企業事業
協同組合法の規定に基づき設立
された人事院の所在地域の指定
取扱店である事業協同組合であ
り、当該事業協同組合の保護育
成のため直接に当該物件を買い
入れるものであるため。

朝日新聞
月１部
3,925円
ほか

朝日新聞
月１部
3,925円
ほか

100.0% -

契約の相手方は、中小企業事業
協同組合法の規定に基づき設立さ
れた人事院の所在地域の指定取
扱店である事業協同組合であり、
当該事業協同組合の保護育成の
ため直接に当該物件を買い入れる
ものであるため。

ニ（ヘ）
単価契約
予定調達総額
6,463,200

インターネットサービ
ス業務

支出負担行為担当官
人事院事務総局会計課長
磯野　宏志
東京都千代田区霞が関１－
２－３

平成20年4月1日

株式会社インターネットイ
ニシアティブ
東京都千代田区神田神
保町1-105

会計法第２９条の３第４項
インターネット接続を行うプロバイ
ダを変更する場合、データの移行
や回線等切替作業が必要となり、
その作業が完了するまでの間、前
受託者以外では業務を遂行する
ことができず、また、変更に伴い、
外部からの人事院へのアクセスが
できなくなる恐れがあるなど、業務
に支障が生じる可能性があり、競
争を許さないため。

- 月額　371,700 - -

インターネット接続を行うプロバイ
ダを変更する場合、データの移行
や回線等切替作業が必要となり、
その作業が完了するまでの間、前
受託者以外では業務を遂行するこ
とができず、また、変更に伴い、外
部からの人事院へのアクセスがで
きなくなる恐れがあるなど、業務に
支障が生じる可能性があり、競争
を許さない。

ニ（ヘ）
予定調達総額
　4,460,400

iJAMP（時事行財政
情報モニタ）利用

支出負担行為担当官
人事院事務総局会計課長
磯野　宏志
東京都千代田区霞が関１－
２－３

平成20年4月1日
株式会社時事通信社
東京都中央区銀座5-15-
8

会計法第２９条の３第４項
必要とするサービスの提供業者が
他に存在しないことから、競争を
許さないため。

1,260,000 1,260,000 100.0% -
必要とするサービスの提供業者が
他に存在しないことから、競争を許
さない。

ニ（ヘ）

速報記者会見テキス
ト配信利用

支出負担行為担当官
人事院事務総局会計課長
磯野　宏志
東京都千代田区霞が関１－
２－３

平成20年4月1日
株式会社衛星チャンネル
東京都渋谷区神宮前1-
3-12

会計法第２９条の３第４項
必要とするサービスの提供業者が
他に存在しないことから、競争を
許さないため。

3,425,940 3,425,940 100.0% -
必要とするサービスの提供業者が
他に存在しないことから、競争を許
さない。

ニ（ヘ）

電子版現行法規等
（CD-ROM)の利用

支出負担行為担当官
人事院事務総局会計課長
磯野　宏志
東京都千代田区霞が関１－
２－３

平成20年4月1日
第一法規株式会社
東京都港区南青山2-11-
17

会計法第２９条の３第４項
必要とするサービスの提供業者が
他に存在しないことから、競争を
許さないため。

1,398,600 1,398,600 100.0% -
必要とするサービスの提供業者が
他に存在しないことから、競争を許
さない。

ニ（ヘ）

人事六法追録の購入

支出負担行為担当官
人事院事務総局会計課長
磯野　宏志
東京都千代田区霞が関１－
２－３

-
東京法令出版株式会社
東京都文京区小石川5-
17-3

会計法第２９条の３第４項
必要とするサービスの提供業者が
他に存在しないことから、競争を
許さないため。

- 2,876,400 - -

人事六法の追録については、東京
法令出版株式会社が独占販売の
状況にあることから、当該社による
追録を購入せざるを得ない。

ニ（ニ）
契約金額は19年度
の支払実績額

【様式２】

平成２１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



現行日本法規追録の
購入

支出負担行為担当官
人事院事務総局会計課長
磯野　宏志
東京都千代田区霞が関１－
２－３

-
株式会社ぎょうせい
東京都杉並区荻窪4-30-
16

会計法第２９条の３第４項
必要とするサービスの提供業者が
他に存在しないことから、競争を
許さないため。

- 5,138,898 - -

現行日本法規の追録については、
株式会社ぎょうせいが独占販売の
状況にあることから、当該社による
追録を購入せざるを得ない。

ニ（ニ）
契約金額は19年度
の支払実績額

現行法規総覧追録の
購入

支出負担行為担当官
人事院事務総局会計課長
磯野　宏志
東京都千代田区霞が関１－
２－３

-
第一法規株式会社
東京都港区南青山2-11-
17

会計法第２９条の３第４項
必要とするサービスの提供業者が
他に存在しないことから、競争を
許さないため。

- 3,807,270 - -

現行法規総覧の追録については、
第一法規株式会社が独占販売の
状況にあることから、当該社による
追録を購入せざるを得ない。

ニ（ニ）
契約金額は19年度
の支払実績額

後納郵便料
人事院事務総局
東京都千代田区霞が関１－
２－３

-
郵便事業株式会社
東京都千代田区霞が関
1-3-2

会計法第２９条の３第４項
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広域で
可能な事業者は、郵便事業株式
会社しかなく競争を許さないため。

- 16,097,206 - -

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広域で可
能な事業者は、郵便事業株式会社
しかなく競争を許さない。

ニ（ハ）
契約金額は19年度
の支払実績額

後納郵便料
公務員研修所
埼玉県入間市宮寺３１３１

-
郵便事業株式会社
東京都千代田区霞が関
1-3-2

会計法第２９条の３第４項
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広域で
可能な事業者は、郵便事業株式
会社しかなく競争を許さないため。

- 1,139,960 - -

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広域で可
能な事業者は、郵便事業株式会社
しかなく競争を許さない。

ニ（ハ）
契約金額は19年度
の支払実績額

後納郵便料

人事院北海道事務局
札幌市中央区大通西１２丁
目
札幌第３合同庁舎

-
郵便事業株式会社
東京都千代田区霞が関
1-3-2

会計法第２９条の３第４項
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広域で
可能な事業者は、郵便事業株式
会社しかなく競争を許さないため。

- 1,455,947 - -

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広域で可
能な事業者は、郵便事業株式会社
しかなく競争を許さない。

ニ（ハ）
契約金額は19年度
の支払実績額

後納郵便料

人事院東北事務局
宮城県仙台市青葉区本町３
－２－２３
第２合同庁舎

-
郵便事業株式会社
東京都千代田区霞が関１
－３－２

会計法第２９条の３第４項
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広域で
可能な事業者は、郵便事業株式
会社しかなく競争を許さないため。

- 1,468,476 - -

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広域で可
能な事業者は、郵便事業株式会社
しかなく競争を許さない。

ニ（ハ）
契約金額は19年度
の支払実績額

後納郵便料

人事院関東事務局
埼玉県さいたま市中央区新
都心１－１
さいたま新都心合同庁舎１
号館６階

-
郵便事業株式会社
東京都千代田区霞が関
1-3-2

会計法第２９条の３第４項
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広域で
可能な事業者は、郵便事業株式
会社しかなく競争を許さないため。

- 2,044,068 - -

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広域で可
能な事業者は、郵便事業株式会社
しかなく競争を許さない。

ニ（ハ）
契約金額は19年度
の支払実績額

後納郵便料
人事院中部事務局
愛知県名古屋市中区三の
丸２－５－１

-
郵便事業株式会社
東京都千代田区霞が関
1-3-2

会計法第２９条の３第４項
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広域で
可能な事業者は、郵便事業株式
会社しかなく競争を許さないため。

- 1,394,928 - -

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広域で可
能な事業者は、郵便事業株式会社
しかなく競争を許さない。

ニ（ハ）
契約金額は19年度
の支払実績額



後納郵便料
人事院近畿事務局
大阪府大阪市福島区福島１
－１－６０

-
郵便事業株式会社
東京都千代田区霞が関
1-3-2

会計法第２９条の３第４項
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広域で
可能な事業者は、郵便事業株式
会社しかなく競争を許さないため。

- 2,496,846 - -

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広域で可
能な事業者は、郵便事業株式会社
しかなく競争を許さない。

ニ（ハ）
契約金額は19年度
の支払実績額

後納郵便料

人事院中国事務局
広島県広島市中区上八丁
堀６－３０
合同庁舎２号館

-
郵便事業株式会社
東京都千代田区霞が関
1-3-2

会計法第２９条の３第４項
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広域で
可能な事業者は、郵便事業株式
会社しかなく競争を許さないため。

- 1,333,414 - -

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広域で可
能な事業者は、郵便事業株式会社
しかなく競争を許さない。

ニ（ハ）
契約金額は19年度
の支払実績額

後納郵便料
人事院九州事務局
福岡県福岡市博多区博多
駅東２－１１－１

-
郵便事業株式会社
東京都千代田区霞が関
1-3-2

会計法第２９条の３第４項
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広域で
可能な事業者は、郵便事業株式
会社しかなく競争を許さないため。

- 1,610,956 - -

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広域で可
能な事業者は、郵便事業株式会社
しかなく競争を許さない。

ニ（ハ）
契約金額は19年度
の支払実績額

ＮＨＫ受信料（本院、
事務局）

人事院事務総局
東京都千代田区霞が関１－
２－３

-
日本放送協会
東京都渋谷区神明2-2-1

会計法第２９条の３第４項
放送法第３２条に基づき同協会と
の契約が義務づけられており、競
争を許さないため。

- 1,957,680 - -
放送法第３２条に基づき同協会と
の契約が義務づけられており、競
争を許さない。

イ（イ）

霞が関ＷＡＮ利用料
（Ｂクラス）

人事院事務総局
東京都千代田区霞が関１－
２－３

-

社団法人行政情報システ
ム研究所
東京都千代田区日比谷
公園1-3

会計法第２９条の３第４項
霞が関ＷＡＮ基本規定第６条第１
項により運用主体が決められ、当
該サービスを提供できるのは同研
究所のみであり、競争を許さない
ため。

- 月額　978,600 - -

霞が関ＷＡＮ基本規定第６条第１
項により運用主体が決められ、当
該サービスを提供できるのは同研
究所のみであり、競争を許さない。

イ（イ）
長期継続契約
予定調達総額
11,743,200

電話料金
人事院事務総局
東京都千代田区霞が関１－
２－３

-

東日本電信電話株式会
社
東京都新宿区西新宿3-
19-2

会計法第２９条の３第４項
使用実績をもとに各社の料金比
較を行った結果であり、単一事業
者の提案価格に決定する一般競
争や公募にはなじまないため。

- 4,753,662 - -

使用実績をもとに各社の料金比較
を行った結果であり、単一事業者
の提案価格に決定する一般競争
や公募にはなじまない。

二（ロ）
長期継続契約
契約金額は19年度
の支払実績額

電話料金等（政府控
室との内線等）

人事院事務総局
東京都千代田区霞が関１－
２－３

-

東日本電信電話株式会
社
東京都新宿区西新宿3-
19-2

会計法第２９条の３第４項
政府控室等の施設上の問題及び
電話交換設備の関係から他者の
回線を使用することができず競争
を許さないため。

- 1,199,460 - -

政府控室等の施設上の問題及び
電話交換設備の関係から他者の
回線を使用することができず競争
を許さない。

二（ロ）
長期継続契約
契約金額は19年度
の支払実績額

電気料（青山分室業
務用等）

人事院事務総局
東京都千代田区霞が関１－
２－３

-
東京電力株式会社
東京都千代田区内幸町
1-1-3

会計法第２９条の３第４項
人事院の電力使用量では当該地
域における供給者が一者しかなく
競争を許さないため。

- 3,566,836 - -
人事院の電力使用量では当該地
域における供給者が一者しかなく
競争を許さない。

二（ロ）
長期継続契約
契約金額は19年度
の支払実績額

電気料
公務員研修所
埼玉県入間市宮寺３１３１

-
東京電力株式会社
東京都千代田区内幸町
1-1-3

会計法第２９条の３第４項
人事院の電力使用量では当該地
域における供給者が一者しかなく
競争を許さないため。

- 10,603,909 - -
人事院の電力使用量では当該地
域における供給者が一者しかなく
競争を許さない。

二（ロ）
長期継続契約
契約金額は19年度
の支払実績額



水道料
人事院事務総局
東京都千代田区霞が関１－
２－３

-
東京都水道局
東京都千代田区丸の内
3-8-1

会計法第２９条の３第４項
自治体の公営事業であり競争を
許さないため。

- 3,840,175 - -
自治体の公営事業であり競争を許
さない。

二（ロ）
長期継続契約
契約金額は19年度
の支払実績額

水道料
公務員研修所
埼玉県入間市宮寺３１３１

-
入間市水道事業管理者
埼玉県入間市豊岡1-16-
1

会計法第２９条の３第４項
自治体の公営事業であり競争を
許さないため。

- 1,492,063 - -
自治体の公営事業であり競争を許
さない。

二（ロ）
長期継続契約
契約金額は19年度
の支払実績額

（合同庁舎分担金）
中央合同庁舎第５号
館別館ガス料金

人事院事務総局
東京都千代田区霞が関１－
２－３

-
東京ガス株式会社
東京都港区海岸1-5-20

会計法第２９条の３第４項
当該地域における供給者が一者
しか存在せず、競争を許さないた
め。

- 6,404,760 - -
当該地域における供給者が一者し
か存在せず、競争を許さない。

二（ロ）
長期継続契約
契約金額は19年度
の支払実績額

（合同庁舎分担金）
冷水・蒸気使用料

人事院関東事務局
埼玉県さいたま市中央区新
都心１－１
さいたま新都心合同庁舎１
号館６階

-

株式会社エネルギーアド
バンス
埼玉県さいたま市中央区
新都心7-5

会計法第２９条の３第４項
必要とするサービスの提供業者が
他に存在しないことから、競争を
許さないため。

- 21,149,823 - -
必要とするサービスの提供業者が
他に存在しないことから、競争を許
さない。

二（ロ）
長期継続契約
契約金額は19年度
の支払実績額

〔記載要領〕
１．本表は、「随意契約見直し計画」（公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議）の対象となっている契約を対象とすること。

４．「随意契約によらざるを得ない事由」欄は、随意契約によらざるを得ない事由を記載することとし、「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」欄は、「公共調達の適正化について」
　記１．（２）①の区分（例：イ（ロ））又は③のイからハに掲げる区分を記載すること。

３．本表は、「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）記３．の記載方法に準じて記載すること。

２．本表は、平成20年度に締結した契約のうち、平成21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について、当該契約ごとに記載すること。




