
物品役務等の
名称及び数量

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

予定価格（円） 契約金額（円） 落札率（％）
 再就職の
役員の数

備考

研修施設電気需給契約

支出負担行為担当官
会計検査院事務総長官房
会計課長　吉田 裕治

東京都千代田区
霞が関３－２－２
中央合同庁舎第７号館

H26.4.1
東京電力株式会社群馬支店
群馬県高崎市宮元町１－２

　一般競争入札を実施した結果、応札者がなかったた
め。
（会計法第２９条の３第５項、予算決算及び会計令第９
９条の２）

―
1,684.8円/ｷﾛﾜｯﾄ・月

外
―  ―

国際会議等に係る通訳業務

支出負担行為担当官
会計検査院事務総長官房
会計課長　吉田 裕治

東京都千代田区
霞が関３－２－２
中央合同庁舎第７号館

H26.4.1
株式会社サイマル・インターナショナル
東京都中央区築地１－１２－６

　公告による企画案の募集の結果、契約相手方の提
案内容が本院の期待する最も優れたものとして選定さ
れ、契約価格の競争による契約相手方の選定を許さ
ないため。
               （会計法第２９条の３第４項）

―
日額

97,200円/人
外

―  ―
単価契約
予定調達総額
9,739,652円

総合法令検索サービスの利用

支出負担行為担当官
会計検査院事務総長官房
会計課長　吉田 裕治

東京都千代田区
霞が関３－２－２
中央合同庁舎第７号館

H26.4.1
第一法規株式会社
東京都港区南青山２－１１－１７

　公募を実施した結果、業務の履行可能な者が１者で
あって、競争を許さないため。
               （会計法第２９条の３第４項）

1,762,560 1,762,560 100.0%  ―

出張管理システムソフトウェア保守
等業務

支出負担行為担当官
会計検査院事務総長官房
会計課長　吉田 裕治

東京都千代田区
霞が関３－２－２
中央合同庁舎第７号館

H26.4.1
株式会社ＪＴＢコーポレートソリューションズ
東京都品川区大崎１－６－１

　公募を実施した結果、業務の履行可能な者が１者で
あって、競争を許さないため。
               （会計法第２９条の３第４項）

2,857,870 2,857,870 100.0%  ―

図書館システム保守業務

支出負担行為担当官
会計検査院事務総長官房
会計課長　吉田 裕治

東京都千代田区
霞が関３－２－２
中央合同庁舎第７号館

H26.4.1
京セラ丸善システムインテグレーション株式会
社
東京都港区三田３－１１－３４

　公募を実施した結果、業務の履行可能な者が１者で
あって、競争を許さないため。
               （会計法第２９条の３第４項）

1,371,168 1,371,168 100.0%  ―

ＥＴＣカードの利用

支出負担行為担当官
会計検査院事務総長官房
会計課長　吉田 裕治

東京都千代田区
霞が関３－２－２
中央合同庁舎第７号館

H26.4.1
トヨタファイナンス株式会社
東京都江東区東陽６－３－２

　同一使用区間における高速道路の利用料金は一律
であり、競争の余地がないことから、公募を実施した
結果、本院の求める要件を満たす業者が１者であっ
て、競争を許さないため。
               （会計法第２９条の３第４項）

高速道路等の
通行利用料

高速道路等の
通行利用料

―  ―
予定調達総額
1,230,000円

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）
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物品役務等の
名称及び数量

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

予定価格（円） 契約金額（円） 落札率（％）
 再就職の
役員の数

備考

インターネット接続業務

支出負担行為担当官
会計検査院事務総長官房
会計課長　吉田 裕治

東京都千代田区
霞が関３－２－２
中央合同庁舎第７号館

H26.4.1
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

　当初契約において一般競争入札により落札した業
者と締結したものであり、継続して使用することから競
争を許さないため。
　　　　　　（会計法第２９条の３第４項）

月額固定費
1,006,884円

外

月額固定費
1,006,884円

外
100.0%  ―

単価契約
予定調達総額
14,000,000円

情報化統括責任者（ＣＩＯ）補佐官
等業務

支出負担行為担当官
会計検査院事務総長官房
会計課長　吉田 裕治

東京都千代田区
霞が関３－２－２
中央合同庁舎第７号館

H26.4.1
一般社団法人ガバナンスアーキテクト機構
東京都千代田区平河町２－３－１０

　公告による企画案の募集の結果、契約相手方の提
案内容が本院の期待する最も優れたものとして選定さ
れ、契約価格の競争による契約相手方の選定を許さ
ないため。
　　　　　　（会計法第２９条の３第４項）

17,000,000 17,000,000 100.0%  ―

会計検査院庁舎警備業務

支出負担行為担当官
会計検査院事務総長官房
会計課長　吉田 裕治

東京都千代田区
霞が関３－２－２
中央合同庁舎第７号館

H26.4.1

株式会社ハリマビステム
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町２－２３－２

株式会社全日警
東京都中央区日本橋浜町１－１－１２

　本院が入居する中央合同庁舎第７号館の警備は、
国とのＰＦＩ事業契約に基づいて同社により実施されて
いることから、指揮命令等の関係上、同社以外の者と
契約することは不可能であり、競争を許さないため。
               （会計法第２９条の３第４項）

― 385,560円/名/月 ―  ―
単価契約
予定調達総額
5,012,280円

決算確認システム(国有財産)ハー
ドウェア賃貸借等延長業務

支出負担行為担当官
会計検査院事務総長官房
会計課長　吉田 裕治

東京都千代田区
霞が関３－２－２
中央合同庁舎第７号館

H26.4.1
株式会社インテック
東京都江東区新砂１－３－３

　対象の機器は、平成21年度に一般競争入札により
落札した業者と賃貸借契約を締結したものであり、当
該機器を継続して賃貸借するものであり、契約相手方
は同社以外になく、競争を許さないため。
　　　　　　　（会計法第２９条の３第４項）

21,168,000 21,168,000 100.0%  ―

官報公告の掲載

支出負担行為担当官
会計検査院事務総長官房
会計課長　吉田 裕治

東京都千代田区
霞が関３－２－２
中央合同庁舎第７号館

H26.4.1
独立行政法人国立印刷局
東京都港区虎ノ門２－２－４

　官報の編集、印刷及び普及事務に関しては法令に
基づき、同法人が実施しており、本件業務を実施でき
る者が他になく競争を許さないため。
　　　　　　　（会計法第２９条の３第４項）

756円/行
外

756円/行
外

100.0%  ―
単価契約
予定調達総額
1,700,000円

安否確認サービスの利用

支出負担行為担当官
会計検査院事務総長官房
会計課長　吉田 裕治

東京都千代田区
霞が関３－２－２
中央合同庁舎第７号館

H26.4.1
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１

　当初契約において一般競争入札により落札した業
者と締結したものであり、継続して使用することから競
争を許さないため。
　　　　　　（会計法第２９条の３第４項）

213,840円/月
外

213,840円/月
外

100.0%  ―
単価契約
予定調達総額
2,566,080円

後納郵便料

支出負担行為担当官
会計検査院事務総長官房
会計課長　吉田 裕治

東京都千代田区
霞が関３－２－２
中央合同庁舎第７号館

H26.4.1
日本郵便株式会社　銀座郵便局
東京都中央区銀座８－２０－２６

　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又は一般信書便の送達が可能
な事業者は、同社しかなく競争を許さないため。
               （会計法第２９条の３第４項）

―
82円/通

外
―  ―

単価契約
予定調達総額
2,750,000円
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物品役務等の
名称及び数量

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

予定価格（円） 契約金額（円） 落札率（％）
 再就職の
役員の数

備考

新聞の購入

支出負担行為担当官
会計検査院事務総長官房
会計課長　吉田 裕治

東京都千代田区
霞が関３－２－２
中央合同庁舎第７号館

H26.4.1
丸の内新聞事業協同組合
東京都千代田区内幸町１－７－１０

　新聞は価格が維持されていることから競争がないこ
と、また、新聞の納入者は地区ごとに決められており、
本院の場合、当該契約相手方以外に新聞納入を依頼
できないことから、直接に買い入れるものであるため。
　　　　　　　（会計法第２９条の３第４項）

―
4,037円/部

外
―  ―

単価契約
予定調達総額
7,290,816円

NHK放送受信料

支出負担行為担当官
会計検査院事務総長官房
会計課長　吉田 裕治

東京都千代田区
霞が関３－２－２
中央合同庁舎第７号館

H26.4.1
日本放送協会
東京都渋谷区神南２―２―１

　放送法第６４条第１項に基づき契約を行うものであ
り、競争を許さないため。
               （会計法第２９条の３第４項）

― 1,859,400 ―  ―

会計検査院決算検査報告データ
ベースサーバ等利用契約

支出負担行為担当官
会計検査院事務総長官房
会計課長　吉田 裕治

東京都千代田区
霞が関３－２－２
中央合同庁舎第７号館

H26.4.1
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

　当初契約において一般競争入札により落札した業
者と締結したものであり、継続して使用することから競
争を許さないため。
　　　　　　（会計法第２９条の３第４項）

179,280円/月 179,280円/月 100.0%  ―
単価契約
予定調達総額
2,151,360円

平成２６年度現行日本法規ほか３
４件加除式図書の追録購入等

支出負担行為担当官
会計検査院事務総長官房
会計課長　吉田 裕治

東京都千代田区
霞が関３－２－２
中央合同庁舎第７号館

H26.4.1
株式会社ぎょうせい
東京都江東区新木場１－１８－１１

 当該追録の出版業者であり、他では販売していない
ことから、契約相手方は同社以外になく、競争を許さ
ないため。
　　　　　　　（会計法第２９条の３第４項）

―
569円/部

外
―  ―

単価契約
予定調達総額
6,464,891円
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