
平成19年3月末現在

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（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

判例タイムズDVD等4点の売買及
び利用

内海啓也
国立国会図書館収
集部
東京都千代田区永
田町1-10-1

平成18年9月6日

株式会社エル・アイ・
シー
東京都港区南青山
206018　渡邊ビル3･6･
7階

・会計法第29条の3第4項
・購入物件は契約相手方の
みが販売を行っているため
契約相手方しかあり得な
い。

6,891,780円 3,437,700円 49.9% -

国立国会図書館関西館プリント
システムの改修１式

池本幸雄
国立国会図書館関
西館総務課
京都府相楽郡精華
町精華台8-1-3

平成18年9月6日
富士通株式会社
京都市下京区四条通麩
屋町西入立売東町1

・会計法第29条の3第4項
・政府調達に関する協定第
15条1(d)
・特例政令第13条第1項
・本システムの開発は平成
14年度から当該契約相手方
が行っており、本件改修の
契約相手方はシステムを熟
知する当該契約相手方しか
あり得ない。

46,432,234円 37,296,000円 80.3% -

国立国会図書館関西館特高受変
電設備定期点検整備作業

池本幸雄
国立国会図書館関
西館総務課
京都府相楽郡精華
町精華台8-1-3

平成18年9月6日

日新電機株式会社関西
支社
大阪市北区堂島浜1-2-
6

・会計法第29条の3第4項
・本件点検整備は、当初契
約相手方が開発・施工した
設備に対するものであり、
契約相手方は点検整備作業
に関する特殊技術を有する
当初契約相手方しかあり得
ない。

1,939,246円 1,818,600円 93.8% -

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（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

絵本ギャラリー電子コンテンツ
の作製1式

吉本  紀
国立国会図書館総
務部会計課
東京都千代田区永
田町1-10-1

平成18年9月11日
株式会社紀伊國屋書店
東京都渋谷区東３－13
－11

・会計法第29条の3第4項
・政府調達に関する協定第
15条1(d)
・特例政令第13条第1項
・本件の要件を充足する技
術及び知識を有する者は、
現在まで絵本ギャラリーの
電子コンテンツを作製し、
作製に際し必要とされる本
件用に改良されたソフト
ウェアを有している契約相
手方しかあり得ない。

35,317,557円 31,920,000円 90.4% -

｢御馬印」　６巻の購入

内海啓也
国立国会図書館収
集部
東京都千代田区永
田町1-10-1

平成18年9月21日

衆星堂
京都府京都市中京区三
条通烏丸東入梅忠町
20-1烏丸アネックス
211

・会計法第29条の3第4項
・政府調達に関する協定第
15条1(b)
・特例政令第13条第1項
・購入物件が古書のため、
当該業者のみが販売を行っ
ている。

39,900,000円 39,900,000円 100.0% -

関西館閲覧端末機器等１式の賃
貸借

池本幸雄
国立国会図書館関
西館総務課
京都府相楽郡精華
町精華台8-1-3

平成18年9月21日
ＮＴＴファイナンス株
式会社
東京都港区芝浦1-2-1

・会計法第29条の3第4項
・本件賃貸借は、当初リー
ス期間の終了した機器等を
再リースとして継続するも
のであり、契約相手方は当
初契約相手方しかあり得な
い。

1,795,584円 1,753,602円 97.7% -
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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（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

電子図書館基盤システム収集組
織化サブシステム用端末機器等
１式の賃貸借

吉本  紀
国立国会図書館総
務部会計課
東京都千代田区永
田町1-10-1

平成18年10月2日
ＮＴＴファイナンス株
式会社
東京都港区芝浦1-2-1

・会計法第29条の3第4項
・政府調達に関する協定第
15条1(d)
・特例政令第13条第1項
・本件賃貸借は、当初リー
ス期間の終了した機器等を
再リースとして継続するも
のであり、契約相手方は当
初契約相手方しかあり得な
い。

19,324,200円 19,324,200円 100.0% -

昇給制度変更等に伴う人事情報
管理システムの改修作業１式

吉本  紀
国立国会図書館総
務部会計課
東京都千代田区永
田町1-10-1

平成18年10月3日
株式会社日立製作所
東京都江東区新砂1-6-
27

・会計法第29条の3第4項
・当該作業を行うことがで
きる者は、当該システムの
継続性及び機能の一体性の
保持の点から、当該システ
ムを開発した契約相手方し
かあり得ない。

12,190,147円 10,395,000円 85.3% -

第２回劣化図書のマイクロフィ
ルム等の作製　2,300,000コマ
（予定）等

吉本  紀
国立国会図書館総
務部会計課
東京都千代田区永
田町1-10-1

平成18年10月24日
株式会社ニチマイ
東京都文京区本郷1-
10-9

・会計法第29条の3第4項
・政府調達に関する協定第
15条1(d)
・特例政令第13条第1項
・本件の技術要件である
ロール・トゥ・フイッシュ
方式のマイクロフィッシュ
作製技術及び機器は、当該
契約相手方のみが所有して
るまた、既存のマイクロ
フィッシュ化資料と同一の
製品を納入させる必要があ
ることから、当該作業を遂
行できるのは、同社しかあ
り得ない。

27.5円ほか1
件

27.5円ほか1
件

99.9% -
単価契約
103,561,5
00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（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

遠隔研修システムの開発等（平
成18年度）１式

池本幸雄
国立国会図書館関
西館総務課
京都府相楽郡精華
町精華台8-1-3

平成18年10月27日

西日本電信電話株式会
社
大阪市中央区馬場町3-
15

・会計法第29条の3第4項
・政府調達に関する協定第
15条1(d)
・特例政令第13条第1項
・当該作業を行うことがで
きる者は、当該システムの
整合性及び運用の安定性の
維持の点から、当該システ
ムを開発した契約相手方し
かあり得ない。

20,792,625円 20,580,000円 99.0% -

｢Research Collections in
Presidential Documents.(アメ
リカ大統領文書集）Papers of
Calvin Coolidge Papers,
1915-1932. 35mm microfilm
reel No.70-169 全100巻」の購
入

内海啓也
国立国会図書館収
集部
東京都千代田区永
田町1-10-1

平成18年11月1日
株式会社極東書店
東京都千代田区神田神
保町2‐2

・会計法第29条の3第4項
・当該書店は当該資料の総
代理店であり、当該書店の
みが当該資料を提供できる
ため。

1,748,250円 1,660,050円 95.0% -

劣化資料の電子化１式
2,000,000コマ（予定）

吉本  紀
国立国会図書館総
務部会計課
東京都千代田区永
田町1-10-1

平成18年11月13日
株式会社ムサシ
東京都中央区銀座8－
20－36

・予算決算及び会計令第99
条の2
・再度入札の結果、落札者
がなく、不落による随意契
約となった。

非公表 38.20円 非公表 -
単価契約
80,220,000
円

｢木戸孝允書翰」等18点の購入

内海啓也
国立国会図書館収
集部
東京都千代田区永
田町1-10-1

平成18年11月21日
浅倉屋書店
東京都練馬区小竹町1-
47-13

・会計法第29条の3第4項
・購入物件が古書のため、
当該業者のみが販売を行っ
ている。

5,223,248円 5,223,248円 100.0% -
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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（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

四分律刪補随機羯磨疏　1点　外2
件

内海啓也
国立国会図書館収
集部
東京都千代田区永
田町1-10-1

平成18年11月22日

株式会社臨川書店　東
京支店   東京都千代
田区神田駿河台2-11-
16　さいかち坂ビル

・会計法第29条の3第4項
・購入物件が古書のため、
当該業者のみが販売を行っ
ている。

5,040,000円 5,040,000円 100.0% -

国立国会図書館関西館電子情報
システム用機器等１式

池本幸雄
国立国会図書館関
西館総務課
京都府相楽郡精華
町精華台8-1-3

平成18年11月28日
ＮＴＴファイナンス株
式会社
東京都港区芝浦1-2-1

・予算決算及び会計令第99
条の2
・再度入札の結果、落札者
がなく、不落による随意契
約となった。

導入作業料
20,475,000円

月額賃借料
1,872,283円

導入作業料
19,761,000円

月額賃借料
1,579,462円

86.6% -

電子計算機装置の改修等1式

吉本  紀
国立国会図書館総
務部会計課
東京都千代田区永
田町1-10-1

平成18年11月30日
株式会社日立製作所
東京都江東区新砂1-6-
27

・会計法第29条の3第4項
・政府調達に関する協定第
15条1(d)
・特例政令第13条第1項
・対象となる各装置類は、
当該業者の製品を多く含む
賃貸借物品であり、その後
の保守の責任を明確にして
おく必要がある。そのた
め、当該作業の相手方は、
本件の賃貸借契約を行って
いる契約相手方しかあり得
ない。

26,894,448円 26,616,450円 99.0% -
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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（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

大久保利通書翰　等5点

内海啓也
国立国会図書館収
集部
東京都千代田区永
田町1-10-1

平成18年11月30日
古美術　三玄洞
東京都文京区本郷6-
26-15

・会計法第29条の3第4項
・購入物件が古書のため、
当該業者のみが販売を行っ
ている。

2,835,000円 2,835,000円 100.0% -

英国上院文書資料集(Politics
and Statecraft in Early
Modern England)の購入

内海啓也
国立国会図書館収
集部
東京都千代田区永
田町1-10-1

平成18年12月12日
株式会社雄松堂書店
東京都新宿区三栄町29

・会計法第29条の3第4項
・当該書店は当該資料の総
代理店であり、当該書店の
みが当該資料を提供できる
ため。

4,513,603円 3,761,336円 83.3% -

国立国会図書館関西館来館者管
理設備の保守

池本幸雄
国立国会図書館関
西館総務課
京都府相楽郡精華
町精華台8-1-3

平成18年12月12日

株式会社日立製作所関
西支社
大阪市北区堂島浜2-2-
28

・会計法第29条の3第4項
・本設備は当館向けに設
計・施工された当館固有の
設備であり、この点検・整
備に関する特殊技術を有
し、かつ保守に必要な特殊
部品を供給できるのは、設
備製造元である契約相手方
しかあり得ない。

4,623,479円 4,335,030円 93.8% -

電子ジャーナル｢
ScienceDirect」Freedom
Collection Backfile(2002)の
利用1式

坂本　博
国立国会図書館関
西館資料部
京都府相楽郡精華
町精華台8-1-3

平成18年12月13日

エルゼビア・ビーブイ
サイエンス・アンド・
テクノロジー
オランダ王国アムステ
ルダム市ラーダーヴェ
ヒ２９

・会計法第29条の3第4項
・購入物件は契約相手方の
みが販売を行っているた
め、契約相手方しかあり得
ない。

2,416,451円 2,114,238円 87.5% -
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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（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

電子ジャーナル｢
ScienceDirect」Subject
Backfile Collection
Supplementsの利用1式

坂本　博
国立国会図書館関
西館資料部
京都府相楽郡精華
町精華台8-1-3

平成18年12月20日

エルゼビア・ビーブイ
サイエンス・アンド・
テクノロジー
オランダ王国アムステ
ルダム市ラーダーヴェ
ヒ２９

・会計法第29条の3第4項
・購入物件は契約相手方の
みが販売を行っているた
め、契約相手方しかあり得
ない。

15,037,600円 11,278,200円 75.0% -

給与法及び共済組合法改正等に
伴う人事情報管理システムの改
修作業１式

吉本  紀
国立国会図書館総
務部会計課
東京都千代田区永
田町1-10-1

平成18年12月21日
株式会社日立製作所
東京都江東区新砂1-6-
27

・会計法第29条の3第4項
・当該作業を行うことがで
きる者は、当該システムの
継続性及び機能の一体性の
保持の点から、当該システ
ムを開発した契約相手方し
かあり得ない。

14,960,635円 12,757,500円 85.3% -

国会レファレンス総合システム
サーバ機器等１式の賃貸借

吉本  紀
国立国会図書館総
務部会計課
東京都千代田区永
田町1-10-1

平成18年12月22日
ＮＴＴファイナンス株
式会社
東京都港区芝浦1-2-1

・会計法第29条の3第4項
・本件賃貸借は、当初リー
ス期間の終了した機器等を
再リースとして継続するも
のであり、契約相手方は当
初契約相手方しかあり得な
い。

2,516,618円 2,516,618円 100.0% -
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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（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

毎日新聞西部本社等所蔵マイク
ロフィルムの複製作業2,780巻
（予定）

吉本  紀
国立国会図書館総
務部会計課
東京都千代田区永
田町1-10-1

平成18年12月25日
富士マイクロ株式会社
熊本県熊本市石原1-3-
53

・会計法第29条の3第4項
・政府調達に関する協定第
15条1(b)
・特例政令第13条第1項
・本件の契約相手方は、複
製対象となる新聞資料ネガ･
フィルムを所蔵する機関の
指定する当該契約相手方し
かあり得ない。

非公表
4,500円ほか
１件

非公表 -
単価契約
38,238,90
0円

German Books on Japanの購入

内海啓也
国立国会図書館収
集部
東京都千代田区永
田町1-10-1

平成18年12月28日
株式会社雄松堂書店
東京都新宿区三栄町29

・会計法第29条の3第4項
・当該書店は当該資料の総
代理店であり、当該書店の
みが当該資料を提供できる
ため。

3,271,606円 2,751,123円 84.1% -

「The Books of the Fairs:A
Collection of World Fair
Publications, 1834-1916」の
購入

内海啓也
国立国会図書館収
集部
東京都千代田区永
田町1-10-1

平成19年1月4日
株式会社雄松堂書店
東京都新宿区三栄町32

・会計法第29条の3第4項
・当該書店は当該資料の総
代理店であり、当該書店の
みが当該資料を提供できる
ため。

4,513,603円 3,761,336円 83.3% -

国立国会図書館NDLNET3第二次
整備計画設計等作業１式

吉本  紀
国立国会図書館総
務部会計課
東京都千代田区永
田町1-10-1

平成19年1月9日
株式会社日立製作所
東京都江東区新砂1-6-
27

・会計法第29条の3第4項
・当該作業を行うことがで
きる者は、当該ネットワー
クシステムの継続性、機能
の一体性の保持及びセキュ
リティ保持の点から、当該
ネットワークシステムを構
築し、運用している契約相
手方しかあり得ない。

15,884,131円 14,962,500円 94.2% -
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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（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

宮崎日日新聞社所蔵マイクロ
フィルムの複製作業590巻（予
定）

吉本  紀
国立国会図書館総
務部会計課
東京都千代田区永
田町1-10-1

平成19年1月10日

協業組合クローバー工
業写真センター
福岡県福岡市博多区博
多駅南1-11-18

・会計法第29条の3第4項
・本件の契約相手方は、複
製対象となる新聞資料ネガ･
フィルムを所蔵する機関の
指定する当該契約相手方し
かあり得ない。

非公表
5,300円ほか
１件

非公表 -
単価契約
9,106,650
円

レファレンス協同データベー
ス・システムの機能強化等１式

池本幸雄
国立国会図書館関
西館総務課
京都府相楽郡精華
町精華台8-1-3

平成19年1月15日

日本電気株式会社京都
支店
京都市下京区堀川通綾
小路下ル綾堀川町293-
1

・会計法第29条の3第4項
・当該作業を行うことがで
きる者は、当該システムの
整合性及び運用の安定性の
維持の点から、当該システ
ムを開発した契約相手方し
かあり得ない。

10,697,400円 10,605,000円 99.1% -

文書管理システムの改修作業１
式

吉本  紀
国立国会図書館総
務部会計課
東京都千代田区永
田町1-10-1

平成19年1月17日

新日鉄ソリューション
ズ株式会社
東京都中央区新川2-
20-15

・会計法第29条の3第4項
・当該作業を行うことがで
きる者は、当該システムに
ついて十分な知識を持つ当
該システムの開発・運用・
保守作業の受託者である契
約相手方しかあり得ない。

8,276,643円 8,242,500円 99.6% -
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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（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

「International Population
Census
Publications;Africa(Pre-
1967) Latin America&the
Caribbean(Pre-1945)」の購入

内海啓也
国立国会図書館収
集部
東京都千代田区永
田町1-10-1

平成19年1月19日
株式会社雄松堂書店
東京都新宿区三栄町30

・会計法第29条の3第4項
・当該書店は当該資料の総
代理店であり、当該書店の
みが当該資料を提供できる
ため。

3,734,849円 3,669,198円 98.2% -

「Annual Reports of the
World's Central Banks」の購
入

内海啓也
国立国会図書館収
集部
東京都千代田区永
田町1-10-1

平成19年1月23日
株式会社雄松堂書店
東京都新宿区三栄町31

・会計法第29条の3第4項
・当該書店は当該資料の総
代理店であり、当該書店の
みが当該資料を提供できる
ため。

7,697,816円 7,196,550円 93.5% -

西日本新聞社等所蔵マイクロ
フィルムの複製　9,180リール
（予定）

吉本  紀
国立国会図書館総
務部会計課
東京都千代田区永
田町1-10-1

平成19年1月31日
富士マイクロ株式会社
熊本県熊本市石原1-3-
53

・会計法第29条の3第4項
・政府調達に関する協定第
15条1(b)
・特例政令第13条第1項
・本件の契約相手方は、複
製対象となる新聞資料ネガ･
フィルムを所蔵する機関の
指定する当該契約相手方し
かあり得ない。

非公表
4,500円ほか
１件

非公表 -
単価契約
42,090,30
0円

東京本館来館者管理システム改
修作業等１式

吉本  紀
国立国会図書館総
務部会計課
東京都千代田区永
田町1-10-1

平成19年2月1日
日本電気株式会社
東京都港区芝5-7-1

・会計法第29条の3第4項
・当該作業を行うことがで
きる者は、当該システムの
継続性及び機能の一体性の
保持の点から、当該システ
ムの構造を熟知している構
築・導入契約相手方しかあ
り得ない。

2,697,878円 2,688,000円 99.6% -
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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（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

帝国議会会議録データベース・
システムのコンテンツ登録作業
１式

吉本  紀
国立国会図書館総
務部会計課
東京都千代田区永
田町1-10-1

平成19年2月5日

東日本電信電話株式会
社
東京都文京区後楽2-5-
1

・会計法第29条の3第4項
・当該作業を行う要件は、
当該システムを熟知してい
ること及び保守責任が不明
確になることを回避するこ
とが不可欠である。これら
の要件を満たす者は、当該
システムを開発した契約相
手方しかあり得ない。

4,821,066円 4,410,000円 91.5% -

外国語資料「Gmelin. Handbook
of Inorganic and
Organometallic Chemistry 8th
edition 1924-1998. with
supplements and index
volumes」　1 setの購入

坂本　博
国立国会図書館関
西館資料部
京都府相楽郡精華
町精華台8-1-3

平成19年2月5日
丸善株式会社大阪支店
大阪府大阪市中央区久
太郎町2-5-28

・会計法第29条の3第4項
・購入物件が古書のため、
当該業者のみが販売を行っ
ている。

7,245,000円 6,825,000円 94.2% -

「CD-ROM 朝日新聞戦前紙面
データベース　昭和元年－9年
編」の購入

内海啓也
国立国会図書館収
集部
東京都千代田区永
田町1-10-1

平成19年2月5日

株式会社朝日新聞社
東京都中央区築地5-3-
2株式会社紀伊國屋書
店
神奈川県川崎市高津区
久本3-5-7　新溝ノ口
ビル2階

・会計法第29条の3第4項
・購入物件は契約相手方の
みが販売を行っているため
契約相手方しかあり得な
い。

2,310,000円 1,890,000円 81.8% -
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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（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

｢マサチューセッツ工科大学学
位論文 2005：School of
Engineering: Doctor of
Science」等412点412冊の購入

坂本　博
国立国会図書館関
西館資料部
京都府相楽郡精華
町精華台8-1-3

平成19年2月13日
雄松堂京都株式会社
京都府京都市中京区御
池通柳馬場角

・会計法第29条の3第4項
・当該資料は版元である大
学が独占的に販売を行って
おり、版元と日本国内で長
年の取引と協力関係がある
書店は当該書店のみであ
る。そのため、仕様どおり
当該資料を提供できるのは
契約相手方しかあり得な
い。

4,673,936円 4,536,243円 97.1% -

源平盛衰記　等2点

内海啓也
国立国会図書館収
集部
東京都千代田区永
田町1-10-1

平成19年2月14日
株式会社思文閣出版
京都府京都市左京区田
中関田町2-7

・会計法第29条の3第4項
・購入物件が古書のため、
当該業者のみが販売を行っ
ている。

3,675,000円 3,675,000円 100.0% -

機構改革に伴う人事情報管理シ
ステムの改修作業１式

吉本  紀
国立国会図書館総
務部会計課
東京都千代田区永
田町1-10-1

平成19年2月20日
株式会社日立製作所
東京都江東区新砂1-6-
27

・会計法第29条の3第4項
・当該作業を行うことがで
きる者は、当該システムの
継続性及び機能の一体性の
保持の点から、当該システ
ムを開発した契約相手方し
かあり得ない。

2,031,691円 1,732,500円 85.3% -

「Cabinet Minutes and
Memoranda, 1916-1939」の購入

内海啓也
国立国会図書館収
集部
東京都千代田区永
田町1-10-1

平成19年2月26日
株式会社雄松堂書店
東京都新宿区三栄町29

・会計法第29条の3第4項
・当該書店は当該資料の総
代理店であり、当該書店の
みが当該資料を提供できる
ため。

4,947,056円 4,232,481円 85.6% -
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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（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

「American
Dissertation(HardBound)」417
点の購入

内海啓也
国立国会図書館収
集部
東京都千代田区永
田町1-10-1

平成19年3月23日
株式会社紀伊國屋書店
東京都渋谷区東3-13-
11

・会計法第29条の3第4項
・当該書店は当該資料の総
代理店であり、当該書店の
みが当該資料を提供できる
ため。

4,720,898円 4,506,790円 95.5% -

（注１）予定価格及び落札率は、他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるものについて、非公表としている。

（注２）単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価を記載し、備考欄に単価契約である旨及び契約単価に予定調達数量を

　　　　乗じた金額（税込み）を記載している。

（注３）金額は税込みである。ただし、単価契約の契約金額は税抜きである。

（注４）契約金額は、当初契約金額である。

（注５）「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」は「特例政令」と省略している。
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