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〇支出負担行為担当官 人事院事務総局会計課長 井上 勉 （東京都千代田区霞が関１２３）
◎調達機関番号 006 ◎所在地番号 13
６ 平成31年度ＰＰＣ用再生紙（判型：Ａ４／Ａ３／Ｂ５／Ｂ４）の単価契約 購入等 
一般 31. 3. 7 ナカバヤシ株式会社東京本社（東京都板橋区東坂下２５１） 
77449683円 31. 1.16 最低価格
71、27 人事・給与関係業務情報システムのプロジェクト管理支援業務（府省運用支援等）
一式 購入等 一般 31. 3.28 PwCコンサルティング合同会社（東京都千代田区丸の
内２６１） 105000000円 31. 2. 4 総合評価

〇支出負担行為担当官 宮内庁長官官房主計課長 鈴木 恭人 （東京都千代田区千代田１１）
◎調達機関番号 008 ◎所在地番号 13
71、27 宮内庁ネットワークシステムの運用管理支援業務 １式 購入等 一般 
30.12.19 株式会社ＤＴＳ（東京都中央区八丁堀２23１） 12512000円 30. 9.21
最低価格 24840000円

〇支出負担行為担当官 法務省大臣官房会計課長 松下 裕子 （東京都千代田区霞が関１１１）
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 13
71、27 法務省における情報セキュリティマネジメントの改善に関する調査等業務の請負 一
式 購入等 一般 31. 3. 4 株式会社ラック（東京都千代田区平河町２16１） 
64800000円 31. 1. 9 総合評価 69206400円
26 包括ソフトウェアライセンスの供給 一式 購入等 一般 31. 3. 5 株式会社
大塚商会（東京都千代田区飯田橋２18４） 637200000円 31. 1.11 最低価格 
642491248円
26 法務本省内ＬＡＮシステムソフトウェアライセンス等（平成31年度分）の供給 一式 
購入等 一般 31. 3. 5 日鉄ソリューションズ株式会社（東京都中央区新川２2015）
68288400円 31. 1.11 最低価格 68357422円
71、27 法務局通信ネットワークシステムの運用管理業務の請負 一式 購入等 一般
31. 3. 5 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社（神奈川県川崎市幸区大宮町
1310） 64543392円 31. 1.10 最低価格 65207896円
71、27 平成31年度顔認証ゲート運用支援業務の請負 一式 購入等 一般 31. 3. 5
パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社（東京都中央区銀座８21１）
49530009円 31. 1.10 最低価格 50022531円
14、71、27 検察総合情報管理システム用クライアントパソコンの賃貸借 一式 借入 
一般 31. 3. 5 ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社（東京都港区三田１４28）及び
ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社（東京都港区港南２15３） 37562400円 
31. 1.22 最低価格 38909160円

71、27 平成31年度乗員上陸許可支援システム運用支援業務の請負 一式 購入等 一般
31. 3. 5 日本電気株式会社（東京都港区芝５７１） 32400000円 31. 1. 8

最低価格 33110985円
71、27 刑事情報連携データベースシステムアプリケーション保守業務の請負 一式 購入
等 一般 31. 3. 6 株式会社日立製作所（東京都品川区南大井６23１） 
96642720円 31. 1.10 最低価格 96888052円
71、27 法務省ホームページ等更新支援並びに法務省統合ＣＭＳ・ＷＥＢ環境運用支援・保守
及び電子公告システム運用支援業務の請負 一式 購入等 一般 31. 3. 6 日鉄ソ
リューションズ株式会社（東京都中央区新川２2015） 30520800円 31. 1.10 最低
価格 30788148円
71、27 テレビ会議システム運用管理支援業務の請負 一式 購入等 一般 31. 3. 6
日鉄ソリューションズ株式会社（東京都中央区新川２2015） 17712000円 

31. 1.10 最低価格 17713728円
76 平成31年司法試験における印刷等業務の請負 一式 購入等 一般 31. 3. 7 
共同印刷株式会社（東京都文京区小石川４1412） 21206356円 31. 1. 4 最低価格
22609570円
71、27 外国人出入国情報システム等に係る運用支援業務の請負 一式 購入等 一般
31. 3. 8 株式会社日立製作所（東京都品川区南大井６23１） 752425200円 
31. 1.15 総合評価 752760227円
71、27 平成31年度特定登録者情報システム運用支援業務の請負 一式 購入等 一般
31. 3. 8 日本電気株式会社（東京都港区芝５７１） 115110720円 31. 1. 9 
最低価格 116283600円

〇支出負担行為担当官 近畿管区警察局総務監察部会計課長 金澤 武好 （大阪市中央区谷町２
１17）
◎調達機関番号 009 ◎所在地番号 27
11 非常用ディーゼル発動発電装置 １個 外６点 購入等 一般 31. 3.25 株式
会社サンコーシャ 東京都品川区大崎４３８ 46872000円 31. 1.28 最低価格
11 直流電源装置 ２個 外14点 購入等 一般 31. 3.25 日立バッテリー販売
サービス株式会社 大阪市北区大淀中５丁目14番31号 91184400円 31. 1.28 最低価格

71、27 矯正総合情報通信ネットワークシステムの運用管理業務の請負 一式 購入等 
一般 31. 3. 8 株式会社日立システムズ（東京都品川区大崎１２１） 52462080円
31. 1.11 最低価格 52462080円
71、27 外国人出入国情報システム等の法改正に伴うアプリケーション改修等作業の請負 一
式 購入等 随意 31. 3.11 株式会社日立製作所（東京都品川区南大井６23１）
1095260400円 31. 2.19 ｄ「互換性」 1147984833円
57、88 法務本省等における梱包及び発送・引渡業務の請負 一式 購入等 一般 
31. 3.11 朝日梱包株式会社（東京都墨田区江東橋５７10） 65808720円 31. 1.15
最低価格 79980447円
63 判例検索等データベースの利用に係る請負 一式 購入等 一般 31. 3.15 第
一法規株式会社（東京都港区南青山２1117） 60786936円 31. 1.17 最低価格 
61377782円
14 デジタルフォレンジックソフトウェアの供給 一式 購入等 随意 31. 3.15 
株式会社ゲネシスコンマース 53460000円 31. 2.22 ｂ「排他的権利の保護」 
53460000円
71、27 平成31年度出入国管理業務個人識別情報システム運用支援業務の請負 一式 購入
等 一般 31. 3.18 日本電気株式会社（東京都港区芝５７１） 227072160円 
31. 1.23 総合評価 228034699円
14、71、27 登記情報システム用端末装置等の賃貸借 一式 借入 一般 31. 3.19
東芝デジタルソリューションズ株式会社（神奈川県川崎市幸区堀川町7234）及び株式会社ＪＥ
ＣＣ（東京都千代田区丸の内３４１） 90129121円 31. 1.25 最低価格 
90449654円
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