
1/18

平成29年4月現在

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

国立国会図書館国会関連シ
ステムのアプリケーション
運用・保守

大場　利康
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28年4月1日
株式会社日立製作所
東京都品川区南大井6-23-1

・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。

非公表 33,480,000円 非公表 -

平成28年3月16日入札
平成28年3月17日開札
平成28年3月24日不落随
意契約交渉成立

国会レファレンス総合シス
テムの保守

大場　利康
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28年4月1日
株式会社日立製作所
東京都品川区南大井6-23-1

・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。

非公表 19,008,000円 非公表 -

平成28年3月17日入札
平成28年3月18日開札
平成28年3月24日不落随
意契約交渉成立

国立国会図書館情報化統括
責任者（CIO）補佐官、最高
情報セキュリティアドバイ
ザー等作業

大場　利康
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28年4月1日
みずほ情報総研株式会社
東京都千代田区神田錦町2-3

・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)
・政府調達に関する協定を改正する議
定書第13条1(b)
・特例政令第13条第1項
・本件は、企画競争の結果、当該契約
相手方からの提案が採択され、当該提
案に基づいた作業が履行されるため、
契約相手方は当該契約相手方しかあり
得ない。

29,837,683円 29,837,683円 100.0% -

統合図書館パッケージALEPH
の保守

大場　利康
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28年4月1日

Ex libris Ltd.
Malcha Technological Park
Bldg. 8-9, Jerusalem,
91481

・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)
・政府調達に関する協定を改正する議
定書第13条1(c)
・特例政令第13条第1項
・本契約は当該システム本体及び設定
変更への深い知識が必要であり、契約
相手方は当初契約相手方しかあり得な
い。

636,615USD 636,615USD 100.0% -

東日本大震災アーカイブシ
ステム用サーバ機器等の賃
貸借・保守作業

大場　利康
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28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
・政府調達に関する協定第15条1(d)
・政府調達に関する協定を改正する議
定書第13条1(c)
・特例政令第13条第1項
・本件賃貸借は、当該システムを運用
する上で必須のものであり、システム
の継続性を考慮すると、契約相手方は
当初契約相手方しかあり得ない。

17,904,480円 17,904,480円 100.0% -

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

東日本大震災アーカイブシ
ステム用データセンタの賃
貸借・保守作業

大場　利康
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28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
・政府調達に関する協定第15条1(d)
・政府調達に関する協定を改正する議
定書第13条1(c)
・特例政令第13条第1項
・本件賃貸借は、当該システムを運用
する上で必須のものであり、システム
の継続性を考慮すると、契約相手方は
当初契約相手方しかあり得ない。

24,221,514円 24,221,514円 100.0% -

東日本大震災アーカイブシ
ステムの保守作業

大場　利康
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28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
・政府調達に関する協定第15条1(d)
・政府調達に関する協定を改正する議
定書第13条1(c)
・特例政令第13条第1項
・当該案件の契約時点で当該システム
を熟知していると共に、データ抽出作
業の前後においても保守に責任を持つ
ことができることが必須という条件を
満たすのは契約相手方しかありえな
い。

45,658,080円 45,658,080円 100.0% -

来館者管理システムの機器
等の賃貸借及び保守作業

大場　利康
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28年4月1日

株式会社日立製作所
東京都品川区南大井6-23-1
日立キャピタル株式会社
東京都港区西新宿1-3-1

・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)
・政府調達に関する協定を改正する議
定書第13条1(c)
・特例政令第13条第1項
・本件賃貸借は、当該システムを運用
する上で必須のものであり、システム
の継続性を考慮すると、条件を満たす
のは契約相手方しかありえない。

37,431,720円 37,431,720円 100.0% -

来館者管理システムの保守
作業

大場　利康
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28年4月1日
株式会社日立製作所
東京都品川区南大井6-23-1

・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)
・政府調達に関する協定を改正する議
定書第13条1(c)
・特例政令第13条第1項
・本契約は当該システム本体及び設定
変更への深い知識が必要であり、契約
相手方は当初契約相手方しかあり得な
い。

16,417,080円 16,417,080円 100.0% -

国立国会図書館公式Webサイ
トの運用保守

大場　利康
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28年4月1日

株式会社インターネットイ
ニシアティブ
東京都千代田区富士見2-10-
2飯田橋グラン・ブルーム

・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)
・政府調達に関する協定を改正する議
定書第13条1(c)
・特例政令第13条第1項
・本契約は、公式Webを運用する上で必
須のものであり、公式Webの継続性を考
慮すると、契約相手方は当初契約相手
方しかあり得ない。

24,849,180円 24,849,180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

国立国会図書館館内サービ
スシステム端末機器等の賃
貸借・保守

大場　利康
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28年4月1日

株式会社日立システムズ東
京都品川区大崎1-2-1　大崎
フロントタワー
興銀リース株式会社
東京都港区虎ノ門1-2-6

・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)
・政府調達に関する協定を改正する議
定書第13条1(c)
・特例政令第13条第1項
・本件賃貸借は、当該システムを運用
する上で必須のものであり、システム
の継続性を考慮すると、契約相手方は
当初契約相手方しかあり得ない。

66,477,335円 66,477,335円 100.0% -

国立国会図書館館内サービ
スシステムサーバ機器等の
賃貸借・保守

大場　利康
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-
2

平成28年4月1日

日本システム技術株式会社
東京都港区港南2-16-2
株式会社JECC
東京都千代田区丸の内3-4-1

・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)
・政府調達に関する協定を改正する議
定書第13条1(c)
・特例政令第13条第1項
・本件賃貸借は、当該システムを運用
する上で必須のものであり、システム
の継続性を考慮すると、契約相手方は
当初契約相手方しかあり得ない。

10,584,000円 10,584,000円 100.0% -

国立国会図書館中央館・支
部図書館総合システムの運
用保守作業

大場　利康
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28年4月1日
株式会社テレキュート
東京都港区芝浦1-3-3　浜松
町ライズスクウェア6F

・会計法第29条の3第4項
当該機器及びソフトウェア等の保守に
関しては、保守責任の分散を防ぐ必要
があり、また障害に対する迅速な対応
が要求されることから、保守契約の相
手としては当該機器を熟知している同
社しかありえない。

1,412,640円 1,412,640円 100.0% -

日本法令索引［明治前期
編］データベースシステム
１式の保守

大場　利康
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28年4月1日
株式会社シー・エム・エス
東京都豊島区東池袋1-17-8
ＮＢＦ池袋シティビル

・会計法第29条の3第4項
・本件は、当該システムの継続性を考
慮すると、契約相手方は当該システム
を熟知している当初契約相手方しかあ
り得ない。

1,704,129円 1,684,800円 98.9% -

料金後納郵便物の取扱い

大場　利康
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28年4月1日
日本郵便株式会社銀座郵便
局
東京都中央区銀座8-20-26

・会計法第29条の3第4項
・郵便法第4条第1項
・郵便事業は、当該契約相手方のみに
認められている。

82円ほか（税込）
（郵便約款によ

る）

82円ほか（税込）
（郵便約款によ

る）
100.0% - 単価契約11,555,056円

国立国会図書館リンクリゾ
ルバサービス

大場　利康
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28年4月1日
ユサコ株式会社
東京都港区東麻布2-17-12

・会計法第29条の3第4項
・当該契約相手は、本システムについ
ての国内雄一の代理店であるため、日
本国内では同社から入手する以外の方
法はない。

7,110,288円 7,110,288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

ファクティバドットコムに
よる情報提供

大場　利康
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28年4月1日

ダウ・ジョーンズ・ジャパ
ン株式会社
東京都千代田区大手町1-5-1
大手町ファーストスクエア
イーストタワー19階

・会計法第29条の3第4項
・当該サービスに係るデータ、ソフト
ウェア等に関する権利は、すべてダ
ウ・ジョーンズが所有している上、日
本国内における配信も同社のみによっ
て行われている。　また、同社の国内
総代理店は、ダウ・ジョーンズ・ジャ
パン株式会社のみであるため、本件の
契約相手方は当該契約相手以外あり得
ない。

1,552,056円 1,552,056円 100.0% -

官報公告等掲載

大場　利康
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28年4月1日
独立行政法人国立印刷局
東京都港区虎ノ門2-2-5

・会計法第29条の3第4項
・官報掲載に係る事務は、当該契約相
手方のみに認められている。

700円ほか 700円ほか 100.0% - 単価契約6,804,000円

iJAMPによる情報提供

大場　利康
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28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
・当該オンライン情報サービスの配信
に係る権利は、当該契約相手方のみが
所有している。

1,555,200円 1,555,200円 100.0% -

国立国会図書館館内サービ
スシステム用及び業務基盤
システム用音楽出版社作成
データの提供

大場　利康
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28年4月1日
株式会社音楽出版社
東京都文京区本郷3-16-4

・会計法第29条の3第4項
・当館システムに必要とするデータを
提供できる者は、当該契約相手方のみ
である。

4,631,040円 4,512,240円 97.4% -

OCLCオンライン・カタロギ
ングサービスによる情報提
供

大場　利康
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28年4月1日
株式会社紀伊國屋書店
東京都目黒区下目黒3-7-10

・会計法第29条の3第4項
・当館は書誌作成の効率化を図るため
に外部書誌データベースを活用してお
り、当館の業務要件を満たす外部書誌
データベースとしてOCLCのWorldCatの
みが該当する。当該データベースの国
内代理店は、当該契約相手方のみであ
る。

4,624,992円 4,624,992円 100.0% -

国立国会図書館館内サービ
スシステムの保守

大場　利康
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28年4月1日
日本システム技術株式会社
東京都港区港南2-16-2

・会計法第29条の3第4項
・当館の来館利用者サービスに重大な
影響を及ぼす当該システムの保守を迅
速かつ確実に実施するためには、当該
システムを熟知している必要があり、
システムの継続性を考慮すると、契約
相手方は当初契約相手方しかあり得な
い。

11,880,000円 11,880,000円 100.0% -

日本法令索引データベース
システム向け法令索引情報
データの提供

大場　利康
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28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
・当館データベースに必要とするデー
タを提供できる者は、当該契約相手方
のみである。

3,207,600円 3,207,600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

国際子ども図書館庁舎及び
構内敷地の機械警備

大場　利康
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28年4月1日
セコム株式会社
東京都渋谷区神宮前1-5-1

・会計法第29条の3第4項
・本件警備は、夜間・閉庁日に機械警
備を行う内容の、設備を伴う継続的給
付契約であり、入替えの間に安全性が
保たれない等の問題が発生する。その
ため、本件の契約相手方は当該契約相
手方しかあり得ない。

1,941,408円 1,941,408円 100.0% -

日経テレコン21による情報
提供

大場　利康
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28年4月1日
日経メディアマーケティン
グ株式会社
東京都千代田区大手町1-3-7

・会計法第29条の3第4項
・当該オンライン情報サービスの配信
は複数の代理店を通して実施されてい
るものの、株式会社日本経済新聞社が
定めた料金体系以外は認められていな
い。仮に代理店を変更した場合、新た
に当初料金が課金される。よって、最
も効率的に情報提供を実施し得るの
は、当該契約相手方のみである。

50円ほか 50円ほか 100.0% - 単価契約10,238,400円

音楽・映像資料室閲覧シス
テム　１式の保守

大場　利康
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28年4月1日
株式会社富士通マーケティ
ング
東京都文京区後楽1-7-27

・会計法第29条の3第4項
・音楽・映像資料室の各資料の閲覧
は、当該システムを利用して運用され
ているものであり、システムの継続性
を考慮すると、契約相手方は当初契約
相手方しかあり得ない。

1,374,796円 1,336,500円 97.2% -

Chemical Abstracts web
editionの利用

大曲　薫
国立国会図書館収集書誌部
東京都千代田区永田町1-10-
1

平成28年4月1日
一般社団法人化学情報協会
東京都文京区本駒込6-25-4
中居ビル

・会計法第29条の3第4項
当該資料については、国内総代理店で
ある契約相手方のみが提供できるた
め。

7,947,360円 7,947,360円 100.0% -

Reaxysの利用

大曲　薫
国立国会図書館収集書誌部
東京都千代田区永田町1-10-
1

平成28年4月1日
エルゼビア・ビ－・ブイ
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
当該資料については、契約相手方のみ
が提供を行っているため。

8,640,843円 8,640,843円 100.0% -

Country Reportsの利用

大曲　薫
国立国会図書館収集書誌部
東京都千代田区永田町1-10-
1

平成28年4月1日
レイデンリサーチ株式会社
東京都千代田区有楽町1-7-1
有楽町電気ビル北館15階

・会計法第29条の3第4項
当該資料については、国内総代理店で
ある契約相手方のみが提供できるた
め。

9,832,640円 9,798,000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

Mergent Web Reportsの利用

大曲　薫
国立国会図書館収集書誌部
東京都千代田区永田町1-10-
1

平成28年4月1日

マージェント・ジャパン株
式会社
京都千代田区有楽町2-7-1
有楽町ITOCiA　12階

・会計法第29条の3第4項
当該資料については、契約相手方のみ
が提供を行っているため。

2,052,000円 2,052,000円 100.0% -

ProQuest Centralの利用

大曲　薫
国立国会図書館収集書誌部
東京都千代田区永田町1-10-
1

平成28年4月1日
株式会社紀伊國屋書店
東京都目黒区下目黒3-7-10

・会計法第29条の3第4項
・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第13条第1項第1号
・政府調達に関する協定第15条第1項
（b）
・政府調達に関する協定を改正する議
定書によって改正された協定第13条第1
項（b）(ⅱ)
当該資料については、国内総販売代理
店である契約相手方のみが提供できる
ため。

22,927,860円 22,898,188円 99.9% -

Lexis.comの利用

大曲　薫
国立国会図書館収集書誌部
東京都千代田区永田町1-10-
1

平成28年4月1日

レクシスネクシス・ジャパ
ン株式会社
東京都港区東麻布1-9-15
東麻布1丁目ビル6階

・会計法第29条の3第4項
当該資料については、契約相手方のみ
が提供を行っているため。

12,247,200円 12,247,200円 100.0% -

Periodicals Archive
Onlineの利用

大曲　薫
国立国会図書館収集書誌部
東京都千代田区永田町1-10-
1

平成28年4月1日
株式会社紀伊國屋書店
東京都目黒区下目黒3-7-10

・会計法第29条の3第4項
当該資料については、国内総販売代理
店である契約相手方のみが提供できる
ため。

4,428,082円 4,405,822円 99.5% -

ＮＤＬデジタルアーカイブ
システム永続的識別子発行
機能の移行及び保守　１式

藤本　和彦
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28年4月1日

NTT-ATテクノコミュニケー
ションズ株式会社
東京都台東区上野3-3-8

・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 2,202,033円 非公表 -
平成28年3月24日入開札
平成28年3月24日不落随
意契約交渉成立

郵便に関する料金の後納

藤本　和彦
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28年4月1日
日本郵便株式会社　山城木
津郵便局
京都府木津川市相楽丸塚4-1

・会計法第29条の3第4項
・郵便法第4条第1項
・郵便事業は、当該契約相手方のみに
認められている。

82円等
（郵便約款によ

る）

82円等
（郵便約款によ

る）
100.0% -

単価契約
2,747,853円

電子ジャーナル
｢ScienceDirect｣の利用

河合　美穂
国立国会図書館関西館収集
整理課京都府相楽郡精華町
精華台8-1-3

平成28年4月1日
エルゼビア・ビー・ブイ
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
・政府調達に関する協定第15条1(b)
・政府調達に関する協定を改正する議
定書第13条1(b)
・特例政令第13条第1項
・当該資料については契約相手方のみ
が提供を行っているため。

324,636,159円 324,636,159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

電子ジャーナル「中国学術
雑誌全文データベース
（CAJ）」及び「中国重要新
聞データベース（CCND）」
の利用

河合　美穂
国立国会図書館関西館収集
整理課京都府相楽郡精華町
精華台8-1-3

平成28年4月1日

株式会社東方書店関西支社
大阪府吹田市江坂町2丁目6
番1号

・会計法第29条の3第4項
・契約相手方が日本における総販売代
理店に指定されているため。

10,270,108円 9,289,980円 90.5% -

電子ジャーナル「KISS」の
利用

河合　美穂
国立国会図書館関西館収集
整理課京都府相楽郡精華町
精華台8-1-3

平成28年4月1日
エヌオンライン有限会社
東京都文京区湯島2-31-10-
202

・会計法第29条の3第4項
・契約相手方が日本における総販売代
理店に指定されているため。

3,240,000円 3,240,000円 100.0% -

Ｔｈｅ Ｓａｎｋｅｉ Ａｒ
ｃｈｉｖｅｓの利用

大曲　薫
国立国会図書館収集書誌部
東京都千代田区永田町1-10-
1

平成28年4月1日
株式会社紀伊國屋書店
東京都目黒区下目黒3-7-10

・会計法第29条の3第4項
・本件の当該データベースの提供は、
当該契約相手方のみが行っているた
め。

2,721,600円 2,695,680円 99.0% -

TKCローライブラリーの利用

大曲　薫
国立国会図書館収集書誌部
東京都千代田区永田町1-10-
1

平成28年4月1日
株式会社TKC
東京都新宿区揚場町2番1号
軽子坂MNビル2階

・会計法第29条の3第4項
・当館での利用条件による、本件の当
該データベースにおける「最高裁判所
判例解説　Web」の追加は、当該契約相
手方のみが行っているため。

1,705,140円 1,705,140円 100.0% -

聞蔵Ⅱビジュアル・フォー
ライブラリーの利用

大曲　薫
国立国会図書館収集書誌部
東京都千代田区永田町1-10-
1

平成28年4月1日
株式会社朝日新聞社
東京都中央区築地5-3-2

・会計法第29条の3第4項
・本件の当該データベースは、30アク
セス以上の契約については当該契約相
手方は自らが契約するとしており、当
館の契約アクセス数が30アクセス以上
となるため。

11,664,000円 9,862,560円 84.6% -

ヨミダス歴史館の利用

大曲　薫
国立国会図書館収集書誌部
東京都千代田区永田町1-10-
1

平成28年4月1日
株式会社読売新聞東京本社
東京都千代田区大手町1-7-1

・会計法第29条の3第4項
・本件の当該データベースは、国会対
応用のアクセス数の追加サービスを含
む仕様につき、当該契約相手方は自ら
が契約するとしているため。

8,864,640円 7,115,040円 80.3% -
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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

毎索for 国立国会図書館の
利用

大曲　薫
国立国会図書館収集書誌部
東京都千代田区永田町1-10-
1

平成28年4月1日
株式会社毎日新聞社
東京都千代田区一ツ橋1-1-1

・会計法第29条の3第4項
・契約相手方自らが国立国会図書館向
けにカスタマイズした上で、同社のみ
が提供を行っているため。

4,199,040円 3,888,000円 92.6% -

ジャパンナレッジLibの利用

大曲　薫
国立国会図書館収集書誌部
東京都千代田区永田町1-10-
1

平成28年4月1日
株式会社ネットアドバンス
東京都千代田区神田神保町
2-30 昭和ビル3F

・会計法第29条の3第4項
・本件の当該データベースは、30アク
セス以上の契約については当該契約相
手方は自らが契約するとしており、当
館の契約アクセス数が30アクセス以上
となるため。

4,743,360円 3,079,296円 64.9% -

Ｗｅｂ ＯＹＡ－ｂｕｎｋｏ
公立図書館版の利用

大曲　薫
国立国会図書館収集書誌部
東京都千代田区永田町1-10-
1

平成28年4月1日
公益財団法人大宅壮一文庫
東京都世田谷区八幡山3-10-
20

・会計法第29条の3第4項
・本件の当該データベースの提供は、
当該契約相手方のみが行っているた
め。

1,814,400円 1,814,400円 100.0% -

日経テレコン２１の利用

大曲　薫
国立国会図書館収集書誌部
東京都千代田区永田町1-10-
1

平成28年4月1日
日経メディアマーケティン
グ株式会社
東京都千代田区大手町1-3-7

・会計法第29条の3第4項
・当館での提供上必須となる固定料金
制での提供について、当該契約相手方
のみが本データベースの提供元から許
諾されているため。

9,331,200円 6,480,000円 69.4% -

JDreamⅢの利用

大曲　薫
国立国会図書館収集書誌部
東京都千代田区永田町1-10-
1

平成28年4月1日
株式会社ジー・サーチ
東京都港区海岸3-9-15　Ｌ
ＯＯＰ－Ｘビル

・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)
・政府調達に関する協定を改正する議
定書第13条1(b)
・特例政令第13条第1項
・本件の当該データベースの提供は、
当該契約相手方のみが行っているた
め。

15,428,568円 15,428,568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

中日新聞・東京新聞記事
データベースの利用

大曲　薫
国立国会図書館収集書誌部
東京都千代田区永田町1-10-
1

平成28年4月1日
株式会社中日新聞社
名古屋市中区三の丸1-6-1

・会計法第29条の3第4項
・当館での利用条件による提供は、当
該契約相手方のみが行っているため。

2,721,600円 2,721,600円 100.0% -

ＮＤＬデジタルアーカイブ
システム用データセンタ
サービス　１式

藤本　和彦
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28年4月21日
西日本電信電話株式会社
大阪市中央区馬場町3-15

・政府調達に関する協定第15条1(d)
・政府調達に関する協定を改正する議
定書第13条1©
・会計法第29条の3第4項
・特例政令第13条第1項
・本件データセンタは、当該システム
を運用する上で必須のものであり、シ
ステムの継続性を考慮すると、契約相
手方は当初契約相手方しかありえな
い。

190,260,059円 189,205,308円 99.4% -
賃貸借期間：平成28年
10月1日～平成32年12月
31日

平成２８年度国立国会図書
館職員採用試験（総合職試
験、一般職試験（大卒程度
試験）及び施設設備専門職
員試験（大卒程度試験）そ
れぞれの第１次試験の問題
及びその解答用紙の作成、
提供及び採点

大場　利康
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28年4月28日

公益財団法人日本人事試験
センター
東京都新宿区片町4-3　曙橋
SHKビル

・会計法第29条の3第4項
・本件は、企画競争の結果、当該契約
相手方からの提案が採択され、当該提
案に基づいた作業が履行されるため、
契約相手方は当該契約相手方しかあり
得ない。

1,341,576円 1,341,576円 100.0% -

国立国会図書館利用者サー
ビス用検索システムのイン
ターフェースデザイン支援
作業

大場　利康
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28年6月7日
ソシオメディア株式会社
東京都新宿区市谷砂土原町
3-4-2

・会計法第29条の3第4項
・本件は、企画競争の結果、当該契約
相手方からの提案が採択され、当該提
案に基づいた作業が履行されるため、
契約相手方は当該契約相手方しかあり
得ない。

14,974,200円 14,974,200円 100.0% -

プランゲ図書のデジタル画
像等の購入

大場　利康
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28年6月29日
メリーランド大学
アメリカ合衆国メリーラン
ド州カレッジパーク

・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)
・政府調達に関する協定を改正する議
定書第13条1(b)
・特例政令第13条第1項
・本件は、米国メリーランド大学との
共同事業により、同大学が所蔵するプ
ランゲ文庫から同大学が作製する電子
画像を購入するものであり、同大学以
外から入手することはできない。

2.42USD 2.42USD 100.0% -
単価契約
28,749,600円



10/18

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

業務基盤システムの館内
サービスシステム連携対応
作業

大場　利康
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28年7月7日

株式会社インターネットイ
ニシアティブ
東京都千代田区富士見2-10-
2飯田橋グラン・ブルーム

・会計法第29条の3第4項
・本契約は、既存システムへの機能追
加であり、当該機器の設定状況等を熟
知している必要がある。また館内サー
ビスへの影響を考慮すると、契約相手
方は既存システムの保守事業者しかあ
り得ない。

14,979,600円 14,979,600円 100.0% -

国会レファレンス総合シス
テム用サーバ機器等のセ
キュリティ対応作業

大場　利康
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28年7月11日
株式会社日立製作所
東京都品川区南大井6-23-1

・会計法第29条の3第4項
・当該機器等の設定状況等を熟知し、
かつ、作業後においても対象機器等の
保守に責任を持つことができるもので
ある必要があるため、契約相手方は当
初契約相手方しかあり得ない。

5,415,120円 5,415,120円 100.0% -

米国国立公文書館における
同館所蔵原資料からの電子
化

大場　利康
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28年7月13日
株式会社ニチマイ
東京都文京区本郷1-10-9

・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 504円 非公表 -

単価契約
24,494,400円
平成28年7月12日入札
平成28年7月13日開札
平成28年7月13日不落随
意契約交渉成立

「名家書簡巻」等の売買

大曲　薫
国立国会図書館収集書誌部
東京都千代田区永田町1-10-
1

平成28年7月26日
株式会社浅倉屋書店
東京都練馬区小竹町1-47-13

・会計法第29条の3第4項
・購入物件が原本である書状等のた
め、当該業者のみが販売を行ってい
る。

3,401,116円 3,401,116円 100.0% -

平成２８年度企画展示
「続・あの人の直筆
（仮）」の開催に係る作業

大場　利康
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28年8月5日
株式会社商華堂
東京都板橋区前野町2-25-7

・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 10,476,000円 非公表 -
平成28年8月5日入開札
平成28年8月5日不落随
意契約交渉成立
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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

国立国会図書館国会レファ
レンス総合システム基本設
計等作業

大場　利康
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28年8月15日

株式会社ビッグツリーテク
ノロジー＆コンサルティン
グ
東京都港区麻布台2-3-5

・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)
・政府調達に関する協定を改正する議
定書第13条1(b)
・特例政令第13条第1項
・本件は、企画競争の結果、当該契約
相手方からの提案が採択され、当該提
案に基づいた作業が履行されるため、
契約相手方は当該契約相手方しかあり
得ない。

99,997,200円 99,997,200円 100.0% -

国立国会図書館国会レファ
レンス総合システムの調達
支援作業

大場　利康
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28年9月12日
グラビス・アーキテクツ株
式会社
東京都港区赤坂2-20-5

・会計法第29条の3第4項
・本件は、企画競争の結果、当該契約
相手方からの提案が採択され、当該提
案に基づいた作業が履行されるため、
契約相手方は当該契約相手方しかあり
得ない。

14,974,200円 14,974,200円 100.0% -

平成27年刊行外国雑誌（人
文社会分野、中国語等）1式
の売買

河合　美穂
国立国会図書館関西館収集
整理課京都府相楽郡精華町
精華台8-1-3

平成28年10月5日
株式会社東方書店関西支社
大阪府吹田市江坂町2-6-1

・会計法第29条の3第4項
・本件は、2015年に刊行された外国雑
誌を入手するためのものであり、当館
が求める分の資料を当該契約相手方の
みが確保出来ていた。よって現時点で
の購入可能先は当該契約相手方しかあ
りえない。

8,318,668円 8,318,668円 100.0% -

平成27年刊行外国雑誌（人
文社会分野）1式の売買

河合　美穂
国立国会図書館関西館収集
整理課京都府相楽郡精華町
精華台8-1-3

平成28年10月6日

丸善雄松堂株式会社大阪支
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
・本件は、2015年に刊行された外国雑
誌を入手するためのものであり、当館
が求める分の資料を当該契約相手方の
みが確保出来ていた。よって現時点で
の購入可能先は当該契約相手方しかあ
りえない。

11,129,390円 11,129,390円 100.0% -

外国新聞「ＡＫＢＡＲ ＥＬ
－ＹＯＭ」等（２０１６年
１月～１２月刊行分）３種
外１４件の購入

河合　美穂
国立国会図書館関西館収集
整理課京都府相楽郡精華町
精華台8-1-3

平成28年10月11日
株式会社ＯＣＳ
東京都港区芝浦2-9-13

・会計法第29条の3第4項
・本件は、2016年に刊行される外国新
聞を入手するためのものであり、当館
が求める分の資料を当該契約相手方の
みが確保出来ている。よって現時点で
の購入可能先は当該契約相手方しかあ
りえない。

12,357,083円 12,357,083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

利用者サービス用検索シス
テムの要件定義・基本設計
支援作業

大場　利康
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28年10月18日

株式会社ビッグツリーテク
ノロジー＆コンサルティン
グ
東京都港区麻布台2-3-5

・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)
・政府調達に関する協定を改正する議
定書第13条1(b)
・特例政令第13条第1項
・本件は、企画競争の結果、当該契約
相手方からの提案が採択され、当該提
案に基づいた作業が履行されるため、
契約相手方は当該契約相手方しかあり
得ない。

29,991,600円 29,991,600円 100.0% -

外国新聞「ＡＧＥ：ＳＵＮ
ＤＡＹ　ＥＤ．」等（２０
１６年１月～１２月刊行
分）５種外１４件の購入

大曲　薫
国立国会図書館収集書誌部
東京都千代田区永田町1-10-
1

平成28年10月25日
株式会社ＯＣＳ
東京都港区芝浦2-9-13

・会計法第29条の3第4項
・本件は、2016年に刊行される外国新
聞を入手するためのものであり、当館
が求める分の資料を当該契約相手方の
みが確保出来ている。よって現時点で
の購入可能先は当該契約相手方しかあ
りえない。

13,391,267円 13,391,267円 100.0% -

外国新聞「The Age」等（そ
の１：２０１７年１月～２
月刊行分）の購入

大曲　薫
国立国会図書館収集書誌部
東京都千代田区永田町1-10-
1

平成28年10月27日
株式会社ＯＣＳ
東京都港区芝浦２－９－１
３

・予算決算及び会計令第99条の2及び4
・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。なお、予
定価格及び契約金額を分割して計算で
きるため、入札に付したタイトルのう
ち、各タイトル毎に見積合わせを行
い、最低価格のタイトルをまとめたも
のである。

非公表 968,004円 非公表 -

契約対象期間：平成29
年1月1日～平成29年12
月31日
契約金額合計：
5,800,896円（968,004
+ 4,832,892）

外国新聞「De Telegraaf」
等（その１：２０１７年１
月～２月刊行分）の購入

大曲　薫
国立国会図書館収集書誌部
東京都千代田区永田町1-10-
1

平成28年10月27日
株式会社穂高書店
東京都千代田区神田神保町
１－１５

・予算決算及び会計令第99条の2及び4
・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。なお、予
定価格及び契約金額を分割して計算で
きるため、入札に付したタイトルのう
ち、各タイトル毎に見積合わせを行
い、最低価格のタイトルをまとめたも
のである。

非公表 467,418円 非公表 -

契約対象期間：平成29
年1月1日～平成29年12
月31日
契約金額合計：
2,891,135円（467,418
+ 2,423,717）

業務基盤システム（検証環
境）のパッケージソフト
バージョンアップ関連作業
１式

大場　利康
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28年11月14日

株式会社インターネットイ
ニシアティブ
東京都千代田区富士見2-10-
2飯田橋グラン・ブルーム

・会計法第29条の3第4項
・本契約は、当館業務システムで使用
している図書館パッケージソフトの
バージョンアップの検証であり、当該
システムを熟知した上で、設定・検
証・不具合対応等をする必要があるた
め、契約相手方は当該システムの保守
事業者しかあり得ない。

9,936,000円 9,936,000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

恒久的保存基盤に係る調査
研究支援作業　１式

大場　利康
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28年11月21日

有限会社地域・研究アシス
ト事務所
大阪市阿倍野区昭和町2-19-
28青葉グランドビル402

・会計法第29条の3第4項
・本件は、企画競争の結果、当該契約
相手方からの提案が採択され、当該提
案に基づいた作業が履行されるため、
契約相手方は当該契約相手方しかあり
得ない。

3,225,420円 3,225,420円 100.0% -

「保元物語」等の売買

大曲　薫
国立国会図書館収集書誌部
東京都千代田区永田町1-10-
1

平成28年11月24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
・購入物件が一般に流通しない古書の
ため、当該業者のみが販売を行ってい
る。

2,050,000円 2,050,000円 100.0% -

国会レファレンス総合シス
テム用サーバ機器等の賃貸
借・保守　１式

大場　利康
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28年11月30日

株式会社日立製作所
東京都品川区南大井6-23-1
NTTファイナンス株式会社
東京都港区港南1-2-70

・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)
・政府調達に関する協定を改正する議
定書第13条1(c)
・特例政令第13条第1項
・本件賃貸借は、当該システムを運用
する上で必須のものであり、システム
の継続性を考慮すると、契約相手方は
当初契約相手方しかあり得ない。

26,135,784円 26,135,784円 100.0% -

「木戸孝允・広沢真臣書
簡」等の売買

大曲　薫
国立国会図書館収集書誌部
東京都千代田区永田町1-10-
1

平成28年12月5日
株式会社浅倉屋書店
東京都練馬区小竹町1-47-13

・会計法第29条の3第4項
・購入物件が原本である書状等のた
め、当該業者のみが販売を行ってい
る。

2,281,814円 2,281,814円 100.0% -

平成27年刊行外国雑誌（科
学技術分野）1式の売買

河合　美穂
国立国会図書館関西館収集
整理課京都府相楽郡精華町
精華台8-1-3

平成28年12月5日

丸善雄松堂株式会社大阪支
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
・政府調達に関する協定第15条1(b)
・政府調達に関する協定を改正する議
定書第13条1(b)
・特例政令第13条第1項
・本件は、2015年に刊行された外国雑
誌を入手するためのものであり、当館
が求める分の資料を当該契約相手方の
みが確保出来ていた。よって現時点で
の購入可能先は当該契約相手方しかあ
りえない。

170,774,737円 170,774,737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

平成28年刊行外国雑誌
「Country Report」1式の売
買

河合　美穂
国立国会図書館関西館収集
整理課京都府相楽郡精華町
精華台8-1-3

平成28年12月5日
レイデンリサーチ株式会社
東京都千代田区有楽町1-7-1
有楽町電気ビル北館15階

・会計法第29条の3第4項
・当該資料については、国内総代理店
である契約相手方のみが提供できるた
め。

6,836,749円 6,836,749円 100.0% -

平成27年刊行外国雑誌（人
文社会分野、
「Administrative Law
Review」等）1式の売買

河合　美穂
国立国会図書館関西館収集
整理課京都府相楽郡精華町
精華台8-1-3

平成28年12月5日

株式会社紀伊國屋書店京都
営業部
京都府京都市中京区御池通
り間之町東入高宮町206番地
御池ビル

・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)
・政府調達に関する協定を改正する議
定書第13条1(b)
・特例政令第13条第1項
・本件は、2015年に刊行された外国雑
誌を入手するためのものであり、当館
が求める分の資料を当該契約相手方の
みが確保出来ていた。よって現時点で
の購入可能先は当該契約相手方しかあ
りえない。

23,305,228円 23,305,228円 100.0% -

平成27年刊行外国雑誌（科
学技術分野、「AAPG
Bulletin」等）1式の売買

河合　美穂
国立国会図書館関西館収集
整理課京都府相楽郡精華町
精華台8-1-3

平成28年12月5日

株式会社紀伊國屋書店京都
営業部
京都府京都市中京区御池通
り間之町東入高宮町206番地
御池ビル

・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)
・政府調達に関する協定を改正する議
定書第13条1(b)
・特例政令第13条第1項
・本件は、2015年に刊行された外国雑
誌を入手するためのものであり、当館
が求める分の資料を当該契約相手方の
みが確保出来ていた。よって現時点で
の購入可能先は当該契約相手方しかあ
りえない。

139,909,547円 139,909,547円 100.0% -

Chemical Abstracts web
editionの利用

大曲　薫
国立国会図書館収集書誌部
東京都千代田区永田町1-10-
1

平成28年12月6日
一般社団法人化学情報協会
東京都文京区本駒込6-25-4
中居ビル

・会計法第29条の3第4項
当該資料については、国内総代理店で
ある契約相手方のみが提供できるた
め。

2,854,426円 2,854,426円 100.0% -

平成28年刊行外国新聞
「Bakinskij rabotchij」等
1式の売買

河合　美穂
国立国会図書館関西館収集
整理課京都府相楽郡精華町
精華台8-1-3

平成28年12月7日

株式会社日ソ
東京都文京区本郷3丁目15-4
本郷小林ビル２階

・会計法第29条の3第4項
・本件は、2016年に刊行された外国新
聞を入手するためのものであり、当館
が求める分の資料を当該契約相手方の
みが確保出来ていた。よって現時点で
の購入可能先は当該契約相手方しかあ
りえない。

1,768,445円 1,768,445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

外国新聞「ABC Daily」等
（２０１６年１月～１２月
刊行分）の購入

大曲　薫
国立国会図書館収集書誌部
東京都千代田区永田町1-10-
1

平成28年12月14日
株式会社紀伊國屋書店
東京都目黒区下目黒3-7-10

・会計法第29条の3第4項
・本件は、2016年に刊行される外国新
聞を入手するためのものであり、当館
が求める分の資料を当該契約相手方の
みが確保出来ている。よって現時点で
の購入可能先は当該契約相手方しかあ
りえない。

2,230,945円 2,230,945円 100.0% -

外国逐次刊行物「Juris
Classeur（Codes et Lois
Fiscal等）」（２０１６年
度納入分）の購入

大曲　薫
国立国会図書館収集書誌部
東京都千代田区永田町1-10-
1

平成28年12月16日
株式会社原書店
東京都文京区本郷5-28-1

・会計法第29条の3第4項
・本件は、2016年に刊行される外国逐
次刊行物を入手するためのものであ
り、当館が求める分の資料を当該契約
相手方のみが確保出来ている。よって
現時点での購入可能先は当該契約相手
方しかありえない。

4,038,180円 4,038,180円 100.0% -

平成28年刊行外国雑誌（人
文社会分野、「ABI
Technik」等）1式の売買

河合　美穂
国立国会図書館関西館収集
整理課京都府相楽郡精華町
精華台8-1-3

平成28年12月22日

丸善雄松堂株式会社大阪支
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
・政府調達に関する協定第15条1(b)
・政府調達に関する協定を改正する議
定書第13条1(b)
・特例政令第13条第1項
・本件は、2016年に刊行された外国雑
誌を入手するためのものであり、当館
が求める分の資料を当該契約相手方の
みが確保出来ていた。よって現時点で
の購入可能先は当該契約相手方しかあ
りえない。

23,729,107円 23,729,107円 100.0% -

平成28年刊行外国雑誌（科
学技術分野）1式の売買

河合　美穂
国立国会図書館関西館収集
整理課京都府相楽郡精華町
精華台8-1-3

平成28年12月22日

丸善雄松堂株式会社大阪支
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
・政府調達に関する協定第15条1(b)
・政府調達に関する協定を改正する議
定書第13条1(b)
・特例政令第13条第1項
・本件は、2016年に刊行された外国雑
誌を入手するためのものであり、当館
が求める分の資料を当該契約相手方の
みが確保出来ていた。よって現時点で
の購入可能先は当該契約相手方しかあ
りえない。

66,139,083円 66,139,083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

平成28年刊行外国雑誌（人
文社会分野、
「Administrative Law
Review」等）1式の売買

河合　美穂
国立国会図書館関西館収集
整理課京都府相楽郡精華町
精華台8-1-3

平成28年12月22日

株式会社紀伊國屋書店京都
営業部
京都府京都市中京区御池通
り間之町東入高宮町206番地
御池ビル

・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)
・政府調達に関する協定を改正する議
定書第13条1(b)
・特例政令第13条第1項
・本件は、2016年に刊行された外国雑
誌を入手するためのものであり、当館
が求める分の資料を当該契約相手方の
みが確保出来ていた。よって現時点で
の購入可能先は当該契約相手方しかあ
りえない。

29,350,209円 29,350,209円 100.0% -

平成28年刊行外国雑誌（科
学技術分野）1式の売買

河合　美穂
国立国会図書館関西館収集
整理課京都府相楽郡精華町
精華台8-1-3

平成28年12月22日

株式会社紀伊國屋書店京都
営業部
京都府京都市中京区御池通
り間之町東入高宮町206番地
御池ビル

・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)
・政府調達に関する協定を改正する議
定書第13条1(b)
・特例政令第13条第1項
・本件は、2016年に刊行された外国雑
誌を入手するためのものであり、当館
が求める分の資料を当該契約相手方の
みが確保出来ていた。よって現時点で
の購入可能先は当該契約相手方しかあ
りえない。

69,065,322円 69,065,322円 100.0% -

外国逐次刊行物
「Commonwealth Law
Bulletin」等（２０１６年
１月～１２月刊行分）の購
入について

大曲　薫
国立国会図書館収集書誌部
東京都千代田区永田町1-10-
1

平成28年12月26日
株式会社紀伊國屋書店
東京都目黒区下目黒3-7-10

・会計法第29条の3第4項
・本件は、2016年に刊行される外国逐
次刊行物を入手するためのものであ
り、当館が求める分の資料を当該契約
相手方のみが確保出来ている。よって
現時点での購入可能先は当該契約相手
方しかありえない。

4,379,174円 4,379,174円 100.0% -

平成28年刊行外国雑誌「亜
洲週刊」等1式の売買

河合　美穂
国立国会図書館関西館収集
整理課京都府相楽郡精華町
精華台8-1-3

平成28年12月27日
株式会社　内山書店
東京都千代田区神田神保町
1-15

・会計法第29条の3第4項
・本件は、2016年に刊行された外国雑
誌を入手するためのものであり、当館
が求める分の資料を当該契約相手方の
みが確保出来ていた。よって現時点で
の購入可能先は当該契約相手方しかあ
りえない。

1,938,912円 1,938,912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

平成28年刊行外国雑誌「Ｃ
３Ｋｏｒｅａ（建築と環
境）」等1式の売買

河合　美穂
国立国会図書館関西館収集
整理課京都府相楽郡精華町
精華台8-1-3

平成28年12月27日
株式会社高麗書林
東京都千代田区三崎町3-4-8

・会計法第29条の3第4項
・本件は、2016年に刊行された外国雑
誌を入手するためのものであり、当館
が求める分の資料を当該契約相手方の
みが確保出来ていた。よって現時点で
の購入可能先は当該契約相手方しかあ
りえない。

1,939,764円 1,939,764円 100.0% -

平成28年刊行外国雑誌「応
用数学学報」等1式の売買

河合　美穂
国立国会図書館関西館収集
整理課京都府相楽郡精華町
精華台8-1-3

平成28年12月27日
株式会社東方書店関西支社
大阪府吹田市江坂町2-6-1

・会計法第29条の3第4項
・本件は、2016年に刊行された外国雑
誌を入手するためのものであり、当館
が求める分の資料を当該契約相手方の
みが確保出来ていた。よって現時点で
の購入可能先は当該契約相手方しかあ
りえない。

5,204,346円 5,204,346円 100.0% -

国立国会図書館館内サービ
スシステム用（事務系）端
末機器等の購入　１式

大場　利康
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28年12月28日
興銀リース株式会社
東京都港区虎ノ門1-2-6

・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)
・政府調達に関する協定を改正する議
定書第13条1(c)
・特例政令第13条第1項
・本件は、リース物品の購入であり、
元々の物品の所有者であり、賃貸借の
相手方であった契約相手方しかあり得
ない。

31,085,143円 31,085,143円 100.0% -

外国逐次刊行物「Bulletin
of Center for Children's
Books」等（２０１６年１月
～１２月刊行分）の購入

大曲　薫
国立国会図書館収集書誌部
東京都千代田区永田町1-10-
1

平成28年12月28日

丸善雄松堂株式会社大阪支
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
・本件は、2016年に刊行される外国逐
次刊行物を入手するためのものであ
り、当館が求める分の資料を当該契約
相手方のみが確保出来ている。よって
現時点での購入可能先は当該契約相手
方しかありえない。

1,853,959円 1,853,959円 100.0% -

平成28年刊行外国新聞「安
徽日報合訂本（航空便）」
等1式の売買

河合　美穂
国立国会図書館関西館収集
整理課京都府相楽郡精華町
精華台8-1-3

平成28年12月28日
株式会社東方書店関西支社
大阪府吹田市江坂町2-6-1

・会計法第29条の3第4項
・本件は、2016年に刊行された外国新
聞を入手するためのものであり、当館
が求める分の資料を当該契約相手方の
みが確保出来ていた。よって現時点で
の購入可能先は当該契約相手方しかあ
りえない。

4,509,976円 4,509,976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

「王沢不渇鈔」の売買

大曲　薫
国立国会図書館収集書誌部
東京都千代田区永田町1-10-
1

平成29年2月15日
有限会社琳琅閣書店
東京都文京区本郷7-2-4

・会計法第29条の3第4項
・購入物件が一般に流通しない古書の
ため、当該業者のみが販売を行ってい
る。

3,240,000円 3,240,000円 100.0% -

「碁経」の売買

大曲　薫
国立国会図書館収集書誌部
東京都千代田区永田町1-10-
1

平成29年2月15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
・購入物件が一般に流通しない古書の
ため、当該業者のみが販売を行ってい
る。

2,500,000円 2,500,000円 100.0% -

ProQuest Historical
Newspapers:Washington
Postのタイトル追加及び利
用

大曲　薫
国立国会図書館収集書誌部
東京都千代田区永田町1-10-
1

平成29年3月13日
株式会社紀伊國屋書店
東京都目黒区下目黒3-7-10

・会計法第29条の3第4項
当該資料については、国内総販売代理
店である契約相手方のみが提供できる
ため。

4,059,002円 4,057,640円 100.0% -

（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。

（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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