随意契約の点検・見直しの状況
【同一所管公益法人等との契約】
（法人名：国立美術館
公共工事の名称、場所、 契約担当者等の氏名並
契約の相手方の商号
機関及び種別又は物品役 びにその所属する部局
又は名称及び住所
務等の名称及び数量
の名称及び所在地

件数

財団法人川喜多記念
映画文化財団 東京
都千代田区一番町１
８

(独)国立美術館東京国
「第６３回ＦＩＡＦ東京 立近代美術館分任契約
会議２００７」同時通訳 担当役 辻村哲夫
平成19年3月30日
者招聘業務一式
千代田区北の丸公園31

2 （社）日本建築学会

（独）国立美術館西洋
国立西洋美術館本館建造
美術館 分任契約担当
物に関する調査資料の作
平成18年7月18日
役 青柳正規 東京都
成
台東区上野公園7-7

1

3

西日本電信電話㈱大
阪支店
大阪市西区土佐堀１
－３－３４

電話・ＦＡＸ使用料

(独）国立大学財務・
4
土地賃貸借
経営センター

5

合計

契約を締結した日

財団法人科学技術広
報財団

広報コンサルティング

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

契約
種類

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

見直しの結果

講ずる措置

類型
区分

随意
契約

映画保存に関する豊富な知識と・
優れた語学力を兼ね備えた唯一の
見直の余地あり
組織であるため（会計規則第２３
条第１項第１号）

競争入札若しくは企画競争に移行
（20年度契約から）

2,500,000

随意
契約

当館本館を重要文化財の指定及び
世界遺産登録にするために必要な
調査を実施し、関係機関へ申請す
るために必要な調査資料を作成す 見直の余地あり
るのに適しているため（独立行政
法人国立美術館会計規則第23条第
1項第1号適用）

競争入札若しくは企画競争に移行

1,458,293

随意
契約

契約の性質又は目的が競争を許さ
ないとき。（会計規程第２３条第 その他
１項第１号）

随意契約によらざる得ないもの

8

平成18年6月1日

611,456,583

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規則
第２３条一項１号
その他
特定の者以外に契約できないため

随意契約によらざるを得ないもの

5

平成18年10月17日

2,434,872

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規則
第２３条一項４号
国において定める随意契約の限度 見直の余地あり
額を超える契約で法人の定める限
度額を下回る契約

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

(独)国立美術館国立国
際美術館分任契約担当
平成18年4月1日
役 建畠 晢 大阪市
北区中之島4-2-55

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

契約金額
（単位：円）

）

3,017,000

620,866,748
（注１）本表は、平成18年度に締結した支出原因契約であって随意契約（予定価格が少額である場合（予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第99条第二号、第三号、第四号又は第七号の金額を超えないもの）を
除く。）のうち、「同一所管公益法人等」（「特殊法人等」、「独立行政法人」、「当該独立行政法人の主務省と同一の所管に属する公益法人」及び「再就職者がいる民間法人」をいう。）との契約を記載する。
なお、特殊法人等とは、特殊法人又は認可法人を指し、独立行政法人等とは、独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第１項に規定する独立行政法人又は国立大学法人法（平成15年法律第112号）
第２条第１項及び第３項に規定する法人を指す。
（注２）単価契約の場合は、契約金額欄に調達総額を記載し、備考欄に単価契約である旨及び単価を記載する。
（注３）随意契約によることとした理由は、説明責任を十分に果たせるよう具体的かつ詳細に記載すること。
（注４）契約種類は、競争性のない随意契約については「随意契約」、企画競争又は公募による随意契約については「企画競争・公募」と記載すること。
（注５）見直しの結果は、「問題あり」、「見直しの余地あり」又は「その他」に分類すること
（注６）講ずる措置は、「20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの」、「競争入札に移行」、「企画競争を実施」、「公募を実施」又は「随意契約によらざるを得ないもの」に分類し、（
補足すること。ただし、見直すことは決まっているが現段階で確定的に記載できない場合は、「競争入札若しくは企画競争に移行」等の記載とすることができる。
なお、平成18年度に不落・不調随意契約であったものについては、「20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの」に該当する場合を除き、「競争入札に移行」に分類すること。

（注７）「類型区分」欄には、別添の「随意契約事由別 類型早見表」の類型区分(１～12)の番号を記載する。その他以下に該当する番号を記載する。
・緊急の必要により競争に付することができない場合「１３」
・競争に付することが不利と認められる場合「１４」
・秘密の保持が必要とされている場合「１５」
・競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がない場合「１６」
・特例政令に相当する規定に該当する場合「１７」
・その他、１から１７並びに１９及び２０の類型区分に分類できないものについては「１８」
・見直し後においても、なお、国において定める随意契約の限度額を超える契約で法人の定める限度額を下回る契約とする場合については「１９」
・見直し後においても、なお、包括条項（バスケットクローズ）に該当する契約とする場合については「２０」

）で移行時期等を

随意契約の点検・見直しの状況
【その他の者との契約】
（法人名：国立美術館）
公共工事の名称、場所、 契約担当者等の氏名並
契約の相手方の商号
機関及び種別又は物品役 びにその所属する部局
又は名称及び住所
の名称及び所在地
務等の名称及び数量

件数

契約を締結した日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

見直しの結果

講ずる措置

1 株式会社朝陽会

官報公告

(独)国立美術館
理事長辻村哲夫
東京都千代田区北の丸
公園3-1

平成18年4月10日

2,972,484

随意
契約

本業務については競争性がある
ものではなく、会計規則第２３
条第１項第１号に該当する。

その他

競争入札若しくは企画競争に移行

2 富士通株式会社

会計システム新ネット
ワーク回線導入

(独)国立美術館
理事長辻村哲夫
東京都千代田区北の丸
公園3-2

平成18年6月7日

3,909,360

随意
契約

本業務は会計システムの回線速
度向上のためのものであるた
め、納入業者以外には行うこと
が出来ず、会計規則第２３条第
１項第１号に該当する。

その他

20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

3 株式会社朝陽会

官報公告

(独)国立美術館
理事長辻村哲夫
東京都千代田区北の丸
公園3-3

平成18年7月11日

3,284,604

随意
契約

本業務については競争性がある
ものではなく、会計規則第２３
条第１項第１号に該当する。

その他

競争入札若しくは企画競争に移行

4 新日本監査法人

監査報酬

(独)国立美術館
理事長辻村哲夫
東京都千代田区北の丸
公園3-4

平成18年11月2日

9,000,000

随意
契約

本業務については、主務大臣の
選任によることが独立行政法人
通則法第４０条に定められてお
り、会計規則第２３条第１項第
１号に該当する。

その他

今中期期間については契約を継続することとし、次期中期期間には
競争入札若しくは企画競争に移行する。

随意
契約

本業務については独立行政法人
会計に通暁している必要があ
り、国立美術館の会計について
も熟知していることが不可欠で
ある。本法人は独立行政法人発
足時より国立美術館と連絡を密
にしており、また国立美術館の
監査人である新日本監査法人と
同グループの法人であるため、
監査人と連携した税務会計処理
を行うことが出来る。会計規則
第２３条第１項第１号に該当す
る。

その他

今中期期間については契約を継続することとし、次期中期期間には
競争入札若しくは企画競争に移行する。

その他

今中期期間については契約を継続することとし、次期中期期間には
競争入札若しくは企画競争に移行する。

(独)国立美術館
新日本アーンストア
消費税申告書の作成にか 理事長辻村哲夫
5 ンドヤング税理士法
東京都千代田区北の丸
かる報酬
人
公園3-5

平成18年11月2日

1,890,000

(独)国立美術館
新日本アーンストア
月次消費税課否区分に係 理事長辻村哲夫
6 ンドヤング税理士法
東京都千代田区北の丸
る報酬
人
公園3-6

平成18年11月2日

1,228,500

随意
契約

本業務については独立行政法人
会計に通暁している必要があ
り、国立美術館の会計について
も熟知していることが不可欠で
ある。本法人は独立行政法人発
足時より国立美術館と連絡を密
にしており、また国立美術館の
監査人である新日本監査法人と
同グループの法人であるため、
監査人と連携した税務会計処理
を行うことが出来る。会計規則
第２３条第１項第１号に該当す
る。

(独)国立美術館
所蔵作品総合目録検索シ
理事長辻村哲夫
早稲田開発システム
ステム
東京都千代田区北の丸
株式会社
ASPサービス
公園3-7

平成19年3月30日

1,323,000

随意
契約

本業務は所蔵作品総合目録検索
システムの運用に係るものであ
るため、納入業者以外には行う
ことが出来ず、会計規則第２３
条第１項第１号に該当する。

見直の余地あり 競争入札若しくは企画競争に移行

4,667,250

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第４号）

見直の余地あり

7

日本ファイリング
8
（株）

展示ケース

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年5月25日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

競争入札に移行（価格競争）
（19年度契約から）

類型
区分

9

※

映画フィルム

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年10月26日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

2,450,000

随意
契約

契約相手先が，売買の対象とな
る作品の唯一の所有者のため
（会計規則第２３条第１項第１
号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

10

※

映画フィルム

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年11月15日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

117,600,000

随意
契約

契約相手先が，売買の対象とな
る作品の唯一の所有者のため
（会計規則第２３条第１項第１
号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

11

※

美術作品

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成19年3月5日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

17,850,000

随意
契約

契約相手先が，売買の対象とな
る作品の唯一の所有者のため
（会計規則第２３条第１項第１
号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

12

※

美術作品

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成19年3月15日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

3,150,000

随意
契約

契約相手先が，売買の対象とな
る作品の唯一の所有者のため
（会計規則第２３条第１項第１
号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

5,000,000

随意
契約

契約相手先が，売買の対象とな
る作品の唯一の所有者のため
（会計規則第２３条第１項第１
号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

13

※

美術作品

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成19年3月15日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

14

※

美術作品

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成19年3月15日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

2,500,000

随意
契約

契約相手先が，売買の対象とな
る作品の唯一の所有者のため
（会計規則第２３条第１項第１
号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

27,000,000

随意
契約

契約相手先が，売買の対象とな
る作品の唯一の所有者のため
（会計規則第２３条第１項第１
号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

15

※

美術作品

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成19年3月26日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

16

※

美術作品

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成19年3月26日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

5,775,000

随意
契約

契約相手先が，売買の対象とな
る作品の唯一の所有者のため
（会計規則第２３条第１項第１
号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

17

※

美術作品

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成19年3月26日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

23,500,000

随意
契約

契約相手先が，売買の対象とな
る図書の唯一の所有者のため
（会計規則第２３条第１項第１
号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

18 佐谷周吾

(独)国立美術館東京国
図書（パウル・クレー図 立近代美術館分任契約
平成18年7月18日
担当役 辻村哲夫
書資料（国外出版物）
千代田区北の丸公園3198冊）
1

4,700,000

随意
契約

契約相手先が，売買の対象とな
る作品の唯一の所有者のため
（会計規則第２３条第１項第１
号）

見直の余地あり 20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

19 幸和商事（株）

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
コインロッカー（本館：
平成19年2月26日
担当役 辻村哲夫
10人用4台）
千代田区北の丸公園31

1,893,570

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに十分信頼のおけ
る者であるため（会計規則第２
３条第１項第４号）

見直の余地あり

競争入札に移行（価格競争）
（19年度契約から）

20 日本ビクター（株）

音声ガイド機器（ビク
ターXA－GP3 50台他）

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成19年3月15日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

4,488,750

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに十分信頼のおけ
る者であるため（会計規則第２
３条第１項第４号）

見直の余地あり

競争入札に移行（価格競争）
（19年度契約から）

21 佐谷周吾

(独)国立美術館東京国
図書（パウル・クレー図 立近代美術館分任契約
平成19年3月16日
担当役 辻村哲夫
書資料（国内出版物）
千代田区北の丸公園372冊）
1

1,800,000

随意
契約

契約相手先が，売買の対象とな
る作品の唯一の所有者のため
（会計規則第２３条第１項第１
号）

見直の余地あり 20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

(独)国立美術館東京国
MOMATホームページ制作 立近代美術館分任契約
（有）エム・ティ・
平成18年4月3日
リニューアル〈フェーズ 担当役 辻村哲夫
22
プランニング
千代田区北の丸公園3２〉
1

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
吉原治良展壁面パネル設
平成18年4月27日
担当役 辻村哲夫
23 （株）東京スタデオ
置
千代田区北の丸公園31

24 （株）日光電機

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
東京国立近代美術館自家
平成18年5月8日
担当役 辻村哲夫
用電気設備定期停電点検
千代田区北の丸公園31

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
協栄ビルメンテナン 吉原治良展看士・発券・
平成18年6月9日
担当役 辻村哲夫
25
ス（株）
出札業務
千代田区北の丸公園31

4,504,500

随意
契約

当館ホームページのリニューア
ルプログラムを改善するプログ
ラムの制作となるため，前回の
リニューアル委託業者でしか適
切な制作履行が見込めない（会
計規則第２３条第１項第１号）

見直の余地あり

競争入札若しくは企画競争に移行
（準備期間を経た後、20年度契約から）

4,973,430

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第４号）

見直の余地あり

競争入札に移行（価格競争）
（19年度契約から）

1,102,500

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第４号）

見直の余地あり

競争入札に移行（価格競争）
（19年度契約から）

7,506,843

随意
契約

同者は所蔵作品展看士等業務で
契約している業者であり，業務
効率及び費用等において，同者
に委託する方が有利であるた
め。（会計規則第２３条第１項
第３号イ）

見直の余地あり

競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経た後、19年度第2四半期契約から）

26 （株）東京スタデオ

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
「写真の現在３」展会場
平成18年10月13日
担当役 辻村哲夫
設営
千代田区北の丸公園31

1,243,473

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第４号）

見直の余地あり

競争入札に移行（価格競争）
（19年度契約から）

27 進和テック（株）

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
空調用エアフィルタ交換
平成18年10月30日
担当役 辻村哲夫
作業
千代田区北の丸公園31

3,875,025

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第４号）

見直の余地あり

競争入札に移行（価格競争）
（19年度契約から）

7,506,843

随意
契約

同者は所蔵作品展看士等業務で
契約している業者であり，業務
効率及び費用等において，同者
に委託する方が有利であるた
め。（会計規則第２３条第１項
第３号イ）

見直の余地あり

競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経た後、19年度第2四半期契約から）

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年11月16日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

1,369,095

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第４号）

見直の余地あり

競争入札に移行（価格競争）
（19年度契約から）

平成18年度第4回所蔵作
30 （株）東京スタデオ
品展バナー他

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年11月28日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

1,510,162

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第４号）

見直の余地あり

競争入札に移行（価格競争）
（19年度契約から）

31 （株）東京スタデオ 都路華香展会場設営

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年12月15日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

随意
契約

同者は同じ会場で開催した展覧
会の会場設営を委託した業者
で，既設の仮設物を一部撤去せ
ずに流用することで，迅速かつ
安価に業務を履行することが可
能であり，業務効率及び費用等
において，同者に委託する方が
有利であるため。（会計規則第
２３条第１項第３号イ）

見直の余地あり

競争入札に移行（価格競争）
（19年度契約から）

随意
契約

同者は所蔵作品展看士等業務で
契約している業者であり，業務
効率及び費用等において，同者
に委託する方が有利であるた
め。（会計規則第２３条第１項
第３号イ）

見直の余地あり

競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経た後、19年度第2四半期契約から）

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
協栄ビルメンテナン 「揺らぐ近代」展看士・
平成18年11月2日
担当役 辻村哲夫
28
ス（株）
発券・出札業務
千代田区北の丸公園31

29

（株）ポンプサービ
冷却塔整備
ス工業

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
協栄ビルメンテナン 「都路華香」展看士・発
平成19年1月18日
担当役 辻村哲夫
32
ス（株）
券・出札業務
千代田区北の丸公園31

6,882,067

4,998,168

33

（有）エム・ティ・ MOMATホームページ英語
プランニング
版制作

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成19年3月2日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

2,100,000

随意
契約

当館ホームページの日本語版の
プログラムを基礎とした英語版
ホームページの制作のため，日
本語版ホームページを制作し，
その内容を熟知している同者に
委託することが，業務効率面・
費用面からも最も適当である。
（会計規則第２３条第１項第１
号）

機器の設計・コンピュータ技術
等が外部に公開されておらず，
製作者以外が業務を行うことが
できないため（会計規則第２３
条第１項第１号）

競争入札に移行（価格競争）
見直の余地あり
（20年度契約から）

見直の余地あり

競争入札若しくは企画競争に移行
（20年度契約から）

富士ゼロックス
34
（株）

電子複写機保守

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成19年3月30日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

4,595,853

随意
契約

35 （株）オリコム

(独)国立美術館東京国
東京地下鉄東西線竹橋駅 立近代美術館分任契約
平成19年3月30日
電飾看板広告媒体使用契 担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園3約
1

1,575,000

随意
契約

当館が掲出を希望する看板区画
の使用権を有しているのが同者
のみであるため（会計規則第２
３条第１項第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

見直の余地あり

競争入札若しくは企画競争に移行
（20年度契約から）

36 山武（株）

(独)国立美術館東京国
東京国立近代美術館本館 立近代美術館分任契約
平成19年3月30日
空調設備用自動制御機器 担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園3保守
1

3,570,000

随意
契約

この機器は，山武ハネウエル株
式会社（当時，現・株式会社山
武）の製造によるものを，山武
計装株式会社（当時，現・株式
会社山武）が設置し，現在に
至っている。これは，製造業者
である山武ハネウエル株式会社
が独自に開発した制御システム
であり，ハードウエア・ソフト
ウエアともにメーカー固有のも
のであるため，各社が合併して
設立された株式会社山武が，機
器の構造等メンテナンスのノウ
ハウを最も熟知しており，同社
以外に同機器の保守を行えるも
のはない。（会計規則第２３条
第１項第１号）

37 三東運輸（株）

(独)国立美術館東京国
東京国立近代美術館一般 立近代美術館分任契約
平成19年3月30日
廃棄物及び産業廃棄物処 担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園3理業務
1

1,082,712

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第４号）

見直の余地あり

競争入札に移行（価格競争）
（20年度契約から）

38 リコー（株）

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
図書館情報管理システム
平成19年3月30日
担当役 辻村哲夫
保守
千代田区北の丸公園31

4,998,000

随意
契約

図書館システムのソフトウェア
部分の保守業務は，プログラム
が一般公開されておらず，開発
者である同者以外に委託できる
者はない。（会計規則第２３条
第１項第１号）

見直の余地あり

競争入札若しくは企画競争に移行
（20年度契約から）

39 ホーチキ（株）

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
東京国立近代美術館本館
平成19年3月30日
担当役 辻村哲夫
消防用設備保守
千代田区北の丸公園31

1,520,400

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第４号）

見直の余地あり

競争入札に移行（価格競争）
（20年度契約から）

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
（株）日立ビルシス 東京国立近代美術館本館
平成19年3月30日
担当役 辻村哲夫
テム
ｴﾚﾍﾞｰﾀ保守
千代田区北の丸公園31

2,094,120

随意
契約

当館で実績があり，かつ，ｴﾚﾍﾞｰ
ﾀ設置業者のメンテナンス部門担
その他
当業者であるため。（会計規則
第２３条第１項第４号）

競争入札若しくは企画競争に移行
（20年度契約から）

随意
契約

当館が設置する機械警備機器
は，セコム株式会社が独自に開
発したもので，その構造等につ
いては企業秘密となっており，
一般に市販されておらず，汎用
性のあるものでない。
このことから，他の者と当該機
器を使用した機械警備の契約は
成り立たず，従って，他の者と
機械警備についての契約を締結
するためには，新しい機器の設
置，工事を伴うこととなり現実
的ではなく，また当館にとって
有利な契約とは言えないため
（会計規則第２３条第１項第１
号）

競争入札若しくは企画競争に移行
（20年度契約から）

40

41 セコム（株）

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
東京国立近代美術館機械
平成19年3月30日
担当役 辻村哲夫
警備
千代田区北の丸公園31

5,768,280

その他

単価契約
5.3865円／
枚
（白黒：月1
万枚まで）
他

5

単価契約
21円／kg
（一般廃棄
物）他

42

43

鎌ヶ谷造園土木
（株）

荏原冷熱システム
（株）

44 山武（株）

45

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
東京国立近代美術館本館
平成19年3月30日
担当役 辻村哲夫
及び工芸館緑地管理業務
千代田区北の丸公園31

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
東京国立近代美術館本館
平成19年3月30日
担当役 辻村哲夫
吸収冷温水機保守整備
千代田区北の丸公園31

(独)国立美術館東京国
東京国立近代美術館本館 立近代美術館分任契約
平成19年3月30日
及び工芸館設備遠隔管理 担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園3及び常駐管理業務
1

2,030,000

2,100,000

8,815,800

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第４号）

見直の余地あり

競争入札に移行（価格競争）
（20年度契約から）

随意
契約

機器の構造は製造者である
（株）荏原製作所独自のもので
あり，かつその製造には高度で
複雑な技術が用いられている。
従って，通常の保守や数年ごと
に実施する分解整備について
も，メーカーのみが知りえるノ
ウハウにもとづき適切な処置が
施されている。
同者は製造者の冷熱事業本部
が分離独立したもので，同者以
外の者へ保守整備を委託した場
合，適切な処置が期待できない
ばかりか，万一，装置が故障し
ても，メーカーの修繕が受けら
れない恐れがあり，同者以外に
保守整備業務を委託することは
不可能である。（会計規則第２
３条第１項第１号）

見直の余地あり

競争入札若しくは企画競争に移行
（20年度契約から）

随意
契約

美術作品保全のために２４時間
空調運転を行っており，機器の
運転状況は常に監視する必要が
ある。そのためには整った体制
による遠隔監視を行うことが費
用及び安全面等において効率的
であり，製造業者である山武ハ
ネウエル株式会社が独自に開発
した制御システムであり，ハー
ドウエア・ソフトウエアともに
メーカー固有のものであるた
め，各社が合併して設立された
株式会社山武が，機器の構造等
メンテナンスのノウハウを最も
熟知しており，同者以外に同設
備の遠隔監視を行えるものはな
い。（会計規則第２３条第１項
第１号）

見直の余地あり

競争入札若しくは企画競争に移行
（20年度契約から）

その他

競争入札若しくは企画競争に移行
（20年度契約から）

見直の余地あり

競争入札に移行（価格競争）
（20年度契約から）

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
セコムジャスティッ 東京国立近代美術館本館
平成19年3月30日
担当役 辻村哲夫
ク（株）
及び工芸館保安警備業務
千代田区北の丸公園31

35,036,190

随意
契約

当館は，重要文化財を含めた美
術作品という代替性のない国家
財産を扱っており，美術作品等
の管理・盗難防止の観点から，
建物の構造及び警備機器の設置
箇所を記した図面等詳細に関す
る情報公開を限定する必要があ
る。
日中の収蔵庫部分や休館中及び
夜間の機械警備契約を，以前よ
りセコム株式会社と締結してい
るが，セコムジャスティック株
式会社はセコム株式会社グルー
プの一員であり，情報の機密性
を保つことができ，また，セコ
ム株式会社製の機械警備システ
ムにも精通しているため，総合
的な警備体制が確立されるた
め。（会計規則第２３条第１項
第１号）

(独)国立美術館東京国
東京国立近代美術館本館 立近代美術館分任契約
平成19年3月30日
講堂音響設備・映像設備 担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園3保守
1

1,732,500

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第４号）

ビクターアークス
46
（株）

47

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
（株）損害保険ジャ 動産総合保険（寄託者の
平成19年3月30日
担当役 辻村哲夫
パン
美術品）
千代田区北の丸公園31

1,297,580

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第４号）

見直の余地あり

競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経た後、19年度第2四半期契約から）

(独)国立美術館東京国
本館所蔵作品展及び「青
立近代美術館分任契約
協栄ビルメンテナン 磁を極める－岡部嶺男
平成19年3月19日
担当役 辻村哲夫
48
展」看士・発券・出札等
ス（株）
千代田区北の丸公園3業務
1

17,878,787

随意
契約

同者は所蔵作品展看士等業務で
契約している業者であり，業務
効率及び費用等において，同者
に委託する方が有利であるた
め。（会計規則第２３条第１項
第３号イ）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

18

単価契約
16,681円／
日
（通常開館
日現場責任
者）他

49 東京電力（株）

電気料 東京国立近代美
術館本館 4月請求分

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年4月17日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

3,101,083

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

単価契約
10.8675円／
8 kWh
（その他
季）他

50 東京電力（株）

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
電気料 東京国立近代美
平成18年4月17日
担当役 辻村哲夫
術館ﾌｨﾙﾑｾﾝﾀｰ 4月請求分
千代田区北の丸公園31

1,642,065

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

単価契約
10.5735円／
8 kWh
（その他
季）他

51 東京電力（株）

(独)国立美術館東京国
電気料 東京国立近代美 立近代美術館分任契約
平成18年4月28日
術館ﾌｨﾙﾑｾﾝﾀｰ相模原分館 担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園34月請求分
1

1,267,401

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

単価契約
10.815円／
8 kWh
（その他
季）他

52 東京電力（株）

電気料 東京国立近代美
術館本館 ５月請求分

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年5月22日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

3,202,379

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

単価契約
10.815円／
8 kWh
（その他
季）他

53 東京電力（株）

電気料 東京国立近代美
術館ﾌｨﾙﾑｾﾝﾀｰ ５月請求
分

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年5月22日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

1,597,544

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

単価契約
10.9095円／
8 kWh
（その他
季）他

54 東京電力（株）

(独)国立美術館東京国
電気料 東京国立近代美 立近代美術館分任契約
平成18年5月31日
術館ﾌｨﾙﾑｾﾝﾀｰ相模原分館 担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園35月請求分
1

1,183,965

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

単価契約
10.815円／
8 kWh
（その他
季）他

55 東京電力（株）

電気料 東京国立近代美
術館ﾌｨﾙﾑｾﾝﾀｰ ６月請求
分

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年6月19日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

1,563,153

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

単価契約
10.9095円／
8 kWh
（その他
季）他

56 東京電力（株）

電気料 東京国立近代美
術館本館 ６月請求分

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年6月30日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

3,152,690

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

単価契約
10.815円／
8 kWh
（その他
季）他

57 東京電力（株）

(独)国立美術館東京国
電気料 東京国立近代美 立近代美術館分任契約
平成18年6月30日
術館ﾌｨﾙﾑｾﾝﾀｰ相模原分館 担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園36月請求分
1

1,271,605

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

単価契約
10.815円／
8 kWh
（その他
季）他

58 東京電力（株）

電気料 東京国立近代美
術館本館 ７月請求分

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年7月14日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

3,206,103

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

単価契約
10.815円／
8 kWh
（その他
季）他

59 東京電力（株）

電気料 東京国立近代美
術館ﾌｨﾙﾑｾﾝﾀｰ ７月請求
分

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年7月14日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

1,656,103

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

単価契約
10.9095円／
8 kWh
（その他
季）他

60 東京電力（株）

(独)国立美術館東京国
電気料 東京国立近代美 立近代美術館分任契約
平成18年7月31日
術館ﾌｨﾙﾑｾﾝﾀｰ相模原分館 担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園37月請求分
1

1,313,180

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

随意契約によらざるを得ないもの

単価契約
10.815円／
8 kWh
（その他
季）他

その他

61 東京電力（株）

電気料 東京国立近代美
術館本館 ８月請求分

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年8月16日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

3,625,005

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

62 東京電力（株）

電気料 東京国立近代美
術館ﾌｨﾙﾑｾﾝﾀｰ ８月請求
分

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年8月16日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

1,900,642

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

単価契約
10.9095円／
8 kWh
（その他
季）他

63 東京電力（株）

(独)国立美術館東京国
電気料 東京国立近代美 立近代美術館分任契約
平成18年8月23日
術館ﾌｨﾙﾑｾﾝﾀｰ相模原分館 担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園38月請求分
1

1,431,413

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

単価契約
11.97円／
kWh
（夏季）他

64 東京電力（株）

電気料 東京国立近代美
術館本館 ９月請求分

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年9月20日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

3,717,596

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

単価契約
11.97円／
kWh
（夏季）他

65 東京電力（株）

電気料 東京国立近代美
術館ﾌｨﾙﾑｾﾝﾀｰ ９月請求
分

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年9月20日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

1,974,647

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

単価契約
12.0015円／
kWh
（夏季）他

66 東京電力（株）

(独)国立美術館東京国
電気料 東京国立近代美 立近代美術館分任契約
平成18年9月25日
術館ﾌｨﾙﾑｾﾝﾀｰ相模原分館 担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園39月請求分
1

1,487,086

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

単価契約
11.97円／
kWh
（夏季）他

67 東京電力（株）

電気料 東京国立近代美
術館本館 １０月請求分

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年10月20日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

3,493,936

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

単価契約
11.97円／
kWh
（夏季）他

68 東京電力（株）

電気料 東京国立近代美
術館ﾌｨﾙﾑｾﾝﾀｰ １０月請
求分

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年10月20日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

1,884,492

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

単価契約
12.0015円／
kWh
（夏季）他

69 東京電力（株）

(独)国立美術館東京国
電気料 東京国立近代美 立近代美術館分任契約
平成18年10月23日
術館ﾌｨﾙﾑｾﾝﾀｰ相模原分館 担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園310月請求分
1

1,335,174

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

単価契約
10.815円／
8 kWh
（その他
季）他

70 東京電力（株）

電気料 東京国立近代美
術館本館 １１月請求分

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年11月20日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

3,261,505

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

71 東京電力（株）

(独)国立美術館東京国
電気料 東京国立近代美 立近代美術館分任契約
平成18年11月24日
術館ﾌｨﾙﾑｾﾝﾀｰ相模原分館 担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園311月請求分
1

1,264,142

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

単価契約
10.815円／
8 kWh
（その他
季）他

72 東京電力（株）

電気料 東京国立近代美
術館ﾌｨﾙﾑｾﾝﾀｰ １１月請
求分

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年11月27日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

1,676,793

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

単価契約
10.9095円／
8 kWh
（その他
季）他

73 東京電力（株）

電気料 東京国立近代美
術館本館 １２月請求分

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年12月20日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

3,019,653

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

単価契約
10.815円／
8 kWh
（その他
季）他

74 東京電力（株）

(独)国立美術館東京国
電気料 東京国立近代美 立近代美術館分任契約
平成18年12月22日
術館ﾌｨﾙﾑｾﾝﾀｰ相模原分館 担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園312月請求分
1

1,197,382

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

随意契約によらざるを得ないもの

単価契約
10.815円／
8 kWh
（その他
季）他

その他

単価契約
11.97円／
kWh
（夏季）他

単価契約
11.97円／
kWh
（夏季）他

75 東京電力（株）

電気料 東京国立近代美
術館ﾌｨﾙﾑｾﾝﾀｰ １２月請
求分

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年12月27日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

1,568,813

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

単価契約
10.9095円／
8 kWh
（その他
季）他

76 東京電力（株）

電気料 東京国立近代美
術館本館
１月請求分

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成19年1月22日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

3,048,482

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

単価契約
10.815円／
8 kWh
（その他
季）他

77 東京電力（株）

(独)国立美術館東京国
電気料 東京国立近代美 立近代美術館分任契約
平成19年1月25日
術館ﾌｨﾙﾑｾﾝﾀｰ相模原分館 担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31月請求分
1

1,183,459

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

単価契約
10.815円／
8 kWh
（その他
季）他

78 東京電力（株）

(独)国立美術館東京国
電気料 東京国立近代美 立近代美術館分任契約
平成19年1月29日
術館ﾌｨﾙﾑｾﾝﾀｰ １月請求 担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園3分
1

1,501,864

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

単価契約
10.9095円／
8 kWh
（その他
季）他

79 東京電力（株）

電気料 東京国立近代美
術館本館 ２月請求分

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成19年2月20日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

3,082,468

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

単価契約
10.815円／
8 kWh
（その他
季）他

80 東京電力（株）

(独)国立美術館東京国
電気料 東京国立近代美 立近代美術館分任契約
平成19年2月23日
術館ﾌｨﾙﾑｾﾝﾀｰ相模原分館 担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園32月請求分
1

1,240,842

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

単価契約
10.815円／
8 kWh
（その他
季）他

81 東京電力（株）

(独)国立美術館東京国
電気料 東京国立近代美 立近代美術館分任契約
平成19年2月27日
術館ﾌｨﾙﾑｾﾝﾀｰ ２月請求 担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園3分
1

1,745,208

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

単価契約
10.9095円／
8 kWh
（その他
季）他

82 東京電力（株）

電気料 東京国立近代美
術館本館 ３月請求分

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成19年3月20日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

2,985,092

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

単価契約
10.815円／
8 kWh
（その他
季）他

83 東京電力（株）

(独)国立美術館東京国
電気料 東京国立近代美 立近代美術館分任契約
平成19年3月26日
術館ﾌｨﾙﾑｾﾝﾀｰ相模原分館 担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園33月請求分
1

1,159,125

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

単価契約
10.815円／
8 kWh
（その他
季）他

84 東京電力（株）

(独)国立美術館東京国
電気料 東京国立近代美 立近代美術館分任契約
平成19年3月27日
術館ﾌｨﾙﾑｾﾝﾀｰ ３月請求 担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園3分
1

1,567,485

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

単価契約
10.9095円／
8 kWh
（その他
季）他

85

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
東京都水道局千代田 水道料東京国立近代美術
平成18年4月7日
担当役 辻村哲夫
営業所
館本館4月請求分
千代田区北の丸公園31

1,175,724

随意
契約

供給者が契約相手先しかないた
め（会計規則第２３条第１項第
１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

単価契約
372円／立米
（上水道）
他

86

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
東京都水道局千代田 水道料東京国立近代美術
平成18年6月9日
担当役 辻村哲夫
営業所
館本館5月請求分
千代田区北の丸公園31

2,980,871

随意
契約

供給者が契約相手先しかないた
め（会計規則第２３条第１項第
１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

単価契約
372円／立米
（上水道）
他

87

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
東京都水道局千代田 水道料東京国立近代美術
平成18年8月18日
担当役 辻村哲夫
営業所
館本館7月請求分
千代田区北の丸公園31

1,621,180

随意
契約

供給者が契約相手先しかないた
め（会計規則第２３条第１項第
１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

単価契約
372円／立米
（上水道）
他

2,101,442

随意
契約

供給者が契約相手先しかないた
め（会計規則第２３条第１項第
１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

単価契約
372円／立米
（上水道）
他

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
東京都水道局千代田 水道料東京国立近代美術
平成18年10月10日
担当役 辻村哲夫
88
営業所
館本館9月請求分
千代田区北の丸公園31

89

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
東京都水道局千代田 水道料東京国立近代美術
平成18年12月12日
担当役 辻村哲夫
営業所
館本館12月請求分
千代田区北の丸公園31

1,548,235

随意
契約

供給者が契約相手先しかないた
め（会計規則第２３条第１項第
１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

単価契約
372円／立米
（上水道）
他

90

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
東京都水道局千代田 水道料東京国立近代美術
平成19年2月14日
担当役 辻村哲夫
営業所
館本館 2月請求分
千代田区北の丸公園31

1,329,232

随意
契約

供給者が契約相手先しかないた
め（会計規則第２３条第１項第
１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

単価契約
372円／立米
（上水道）
他

91 東京ガス（株）

ガス料 東京国立近代美
術館本館 4月請求分

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年4月28日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

1,217,054

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

単価契約
47.166円／
立米
他

92 東京ガス（株）

ガス料 東京国立近代美
術館本館 ５月請求分

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年5月22日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

1,155,931

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

単価契約
44.793円／
立米
他

93 東京ガス（株）

ガス料 東京国立近代美
術館本館 ６月請求分

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年6月30日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

1,793,749

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

単価契約
44.793円／
立米
他

94 東京ガス（株）

ガス料 東京国立近代美
術館本館 ７月請求分

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年7月14日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

2,348,886

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

単価契約
46.851円／
立米
他

95 東京ガス（株）

ガス料 東京国立近代美
術館本館 ８月請求分

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年8月16日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

2,407,564

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

単価契約
46.851円／
立米
他

96 東京ガス（株）

ガス料 東京国立近代美
術館本館 ９月請求分

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年9月12日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

2,416,042

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

単価契約
46.851円／
立米
他

97 東京ガス（株）

ガス料 東京国立近代美
術館本館 １０月請求分

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年10月12日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

2,310,519

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

単価契約
45.9585円／
立米
他

98 東京ガス（株）

ガス料 東京国立近代美
術館本館 １１月請求分

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年11月13日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

1,987,809

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

単価契約
45.9585円／
立米
他

99 東京ガス（株）

ガス料 東京国立近代美
術館本館 １２月請求分

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年12月12日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

1,604,777

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

単価契約
45.9585円／
立米
他

100 東京ガス（株）

ガス料 東京国立近代美
術館本館
１月請求分

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成19年1月16日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

1,930,878

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

単価契約
50.652円／
立米
他

101 東京ガス（株）

ガス料 東京国立近代美
術館本館 ２月請求分

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成19年2月13日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

1,396,160

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

単価契約
50.652円／
立米
他

102 東京ガス（株）

ガス料 東京国立近代美
術館本館
３月請求分

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成19年3月12日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

1,520,668

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

単価契約
50.652円／
立米
他

103

(独)国立美術館東京国
高砂熱学工業(株)横
立近代美術館分任契約
浜支店 横浜市西区
平成18年4月14日
映写棟冷温水ポンプ取替 担当役 辻村哲夫
みなとみらい 2-2千代田区北の丸公園31-1ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾀﾜｰ
1

(独)国立美術館東京国
森平舞台機構（株） 大ホール及び小ホールス 立近代美術館分任契約
平成18年5月23日
104 東京都台東区花川戸 クリーン布地搬入交換作 担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園3業
2-11-2
1
(独)国立美術館東京国
（株）東京光音 東 Ｄ・βカムテープ「日輪 立近代美術館分任契約
平成18年4月4日
105 京都港区北青山３－ を仰ぐ者[不完全版][MP 担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園3扱い]」他３本 他
８－１５
1

106

107

108

109

110

※

※

※

※

※

映画フィルム

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年8月22日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

映画フィルム

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年8月22日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

映画フィルム

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年8月22日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

映画フィルム

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年7月26日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

映画フィルム

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年9月1日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

見直の余地あり

競争入札若しくは企画競争に移行
（20年度契約から）

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第４号）

見直の余地あり

競争入札に移行（価格競争）
（19年度契約から）

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第４号）

見直の余地あり

競争入札若しくは企画競争に移行
（20年度契約から）

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

見直の余地あり

競争入札若しくは企画競争に移行
（20年度契約から）

随意
契約

当該映画フィルムの著作権者で
あり、同社以外からの購入は不
可能（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

随意
契約

当該映画フィルムの著作権者で
あり、同社以外からの購入は不
可能（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

随意
契約

当該映画フィルムの著作権者で
あり、同社以外からの購入は不
可能（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

見直の余地あり

競争入札若しくは企画競争に移行
（20年度契約から）

随意
契約

平成１７年度に行った「東京国
立近代美術館工芸館屋外給水・
汚水排水改修工事」に関連し
て、行う必要性が出てきた工事
であり、他業者に請け負わせる
ことが不利になる（会計規則第
２３条第１項第３号イ）

見直の余地あり

競争入札若しくは企画競争に移行
（20年度契約から）

随意
契約

当該映画フィルムの著作権者で
あり、同社以外からの購入は不
可能（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

見直の余地あり

競争入札若しくは企画競争に移行
（20年度契約から）

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第４号）

見直の余地あり

競争入札に移行（価格競争）
（19年度契約から）

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第４号）

見直の余地あり

競争入札に移行（価格競争）
（19年度契約から）

2,698,500

3,990,000

4,947,937

4,967,795

27,922,692

10,812,057

28,380,394

4,998,782

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
（株）西原衛生工業
東京国立近代美術館工芸
平成18年4月17日
担当役 辻村哲夫
111 所 東京都港区芝浦
館縁石舗装改修工事
千代田区北の丸公園33-6-18
1
6,825,000

112

113

※

※

映画フィルム

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年9月22日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

映画フィルム

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年10月3日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
（株）印象社 中央
平成18年8月18日
114 区京橋3-6-17京橋大 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ映画祭ｶﾀﾛｸﾞ印刷 担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園3栄ビル４階
1
（株）エー・ティ・
115 エー 東京都中央区 「ｼﾞｭｴﾘｰ展」展示工作
日本橋３－８－３

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年9月1日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

25,544,366

4,999,649

2,551,500

4,726,523

11

116

117

118

※

※

※

映画フィルム

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年11月16日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

映画フィルム

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年11月16日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

映画フィルム

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年11月30日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

(独)国立美術館東京国
（株）オフィスマイ
立近代美術館分任契約
ティー 東京都港区 「ｼﾞｭｴﾘｰ展」ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ製
平成18年8月30日
担当役 辻村哲夫
119
麻布十番１－１０－ 作一式
千代田区北の丸公園3３－４０３
1

120

121

122

※

※

※

映画フィルム

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年12月11日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

映画フィルム

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成19年1月31日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

映画フィルム

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年12月12日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

（株）エー・ティ・
123 エー 東京都中央区 「柳宗理展」展示工作
日本橋３－８－３

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成19年1月4日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

124

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成19年1月4日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

125

126

127

※

映画フィルム

（株）アイメック
ス・ファインアート 「柳宗理展」ｶﾀﾛｸﾞ等印
東京都千代田区神田 刷一式
神保町1-60 AOKIﾋﾞﾙ

※

※

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年11月6日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

映画フィルム

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成19年2月6日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

美術作品

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成19年2月16日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

(独)国立美術館東京国
ジョンソンコント
立近代美術館分任契約
ロールズ(株) 東京 FC中央監視リモート盤更
平成18年9月15日
担当役 辻村哲夫
128
都渋谷区笹塚１－５ 新工事
千代田区北の丸公園3０－１笹塚NAビル
1
(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
三和プリンティング
「工芸館名品集－陶芸」
平成19年3月1日
担当役 辻村哲夫
129 （株） 新宿区早稲
印刷
千代田区北の丸公園3田鶴巻町１１２
1

随意
契約

当該映画フィルムの著作権者で
あり、同社以外からの購入は不
可能（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

随意
契約

当該映画フィルムの著作権者で
あり、同社以外からの購入は不
可能（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

見直の余地あり

競争入札若しくは企画競争に移行
（20年度契約から）

随意
契約

パフォーマーへの出演依頼が同
社を通さなければ不可能である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

見直の余地あり

競争入札若しくは企画競争に移行
（20年度契約から）

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

見直の余地あり

競争入札若しくは企画競争に移行
（20年度契約から）

随意
契約

当該映画フィルムの著作権者で
あり、同社以外からの購入は不
可能（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

随意
契約

当該映画フィルムの著作権者で
あり、同社以外からの購入は不
可能（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第４号）

見直の余地あり

競争入札に移行（価格競争）
（19年度契約から）

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

見直の余地あり

競争入札若しくは企画競争に移行
（20年度契約から）

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第４号）

見直の余地あり

競争入札に移行（価格競争）
（19年度契約から）

随意
契約

当該映画フィルムの著作権者で
あり、同社以外からの購入は不
可能（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

随意
契約

契約相手先が，売買の対象とな
る作品の唯一の所有者のため
（会計規則第２３条第１項第１
号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

随意
契約

更新部分設備が同業者製である
ため、他業者の参入の余地なし
（会計規則第２３条第１項第１
号）

見直の余地あり

競争入札若しくは企画競争に移行
（20年度契約から）

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第４号）

見直の余地あり

競争入札に移行（価格競争）
（19年度契約から）

12,061,334

9,931,430

4,999,852

3,500,000

4,878,845

3,984,250

4,083,839

3,465,630

4,856,346

3,213,000

15,168,407

2,625,000

9,975,000

3,675,000

130

131

※

※

映画フィルム

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年8月25日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

映画フィルム

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成19年1月9日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
（株）エルコ・トー
展示室用スポットライト
平成19年3月1日
担当役 辻村哲夫
132 トー 港区芝２－５
一式
千代田区北の丸公園3－１０
1

133

134

135

136

137

三力工業（株） 大 フィルム缶
田区大森中2-7-6
（35mm2000ft）

三恵（株）
松町1-12-6

※

※

※

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年9月1日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
港区浜 工芸館廊下階段カーペッ
平成19年3月2日
担当役 辻村哲夫
ト敷換及び会議室改修
千代田区北の丸公園31

映画フィルム

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成19年1月26日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

映画フィルム

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成19年2月1日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

映画フィルム

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成19年3月19日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

財団法人 アテネ・
フランセ 東京都千 「フランス古典映画」
138
代田区神田駿河台２ 字幕制作作業
－１１

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年4月28日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

財団法人 アテネ・
フランセ 東京都千 「オーストラリア映画
代田区神田駿河台２ 祭」 字幕制作作業
－１１

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年9月20日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

139

140

141

142

143

※

※

※

※

映画フィルム

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年4月4日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

映画フィルム

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年11月16日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

映画フィルム

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成19年2月28日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

映画フィルム

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成19年2月28日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

随意
契約

当該映画フィルムの著作権者で
あり、同社以外からの購入は不
可能（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

随意
契約

当該映画フィルムの著作権者で
あり、同社以外からの購入は不
可能（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第４号）

見直の余地あり

競争入札に移行（価格競争）
（19年度契約から）

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第４号）

見直の余地あり

競争入札に移行（価格競争）
（19年度契約から）

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第４号）

見直の余地あり

競争入札に移行（価格競争）
（19年度契約から）

随意
契約

当該映画フィルムの著作権者で
あり、同社以外からの購入は不
可能（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

見直の余地あり

競争入札若しくは企画競争に移行
（20年度契約から）

随意
契約

当該映画フィルムの著作権者で
あり、同社以外からの購入は不
可能（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

随意
契約

当該業者が特許権を取得してい
る技術を用いる必要があるた
め、他の業者では請け負うこと
が不可能（会計規則第２３条第
１項第１号）

見直の余地あり

競争入札若しくは企画競争に移行
（20年度契約から）

随意
契約

当該業者が特許権を取得してい
る技術を用いる必要があるた
め、他の業者では請け負うこと
が不可能（会計規則第２３条第
１項第１号）

見直の余地あり

競争入札若しくは企画競争に移行
（20年度契約から）

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第１号）

見直の余地あり

競争入札若しくは企画競争に移行
（20年度契約から）

随意
契約

当該映画フィルムの著作権者で
あり、同社以外からの購入は不
可能（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

随意
契約

当該映画フィルムの著作権者で
あり、同社以外からの購入は不
可能（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

随意
契約

当該映画フィルムの著作権者で
あり、同社以外からの購入は不
可能（会計規則第２３条第１項
第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

10,352,180

6,461,372

3,358,110

2,969,400

2,520,000

11

11,716,579

4,698,656

11

33,225,520

3,560,306

15,108,744

4,991,652

1,649,673

2,321,337

2,084,026
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※

美術作品

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成19年2月16日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

ラボック社 小林英
35mmｽﾃｨｰﾝﾍﾞｯｸｺﾏ撮り装
145 世 北区堀船３－４
置改造（1号機）
２－１３

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成19年1月10日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

ラボック社 小林英
35mmｽﾃｨｰﾝﾍﾞｯｸｺﾏ撮り装
146 世 北区堀船３－４
置兼ﾃﾚｼﾈ装置製作作業
２－１３

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成19年2月9日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

147

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成19年2月1日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

※

映画フィルム

（有）樂舎 東京都
渋谷区猿楽町１２－ 「ｵｰｽﾄﾗﾘｱ映画祭」広告
148
２９フェリース小峰 業務
Ａ－１
コミュニティシネマ
支援センター 東京
149 都港区赤坂１－１１
－２８赤坂１丁目森
ビル４階

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成18年5月2日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

(独)国立美術館東京国
東京国立近代美術館フィ
立近代美術館分任契約
ルムセンター
平成19年3月30日
担当役 辻村哲夫
「優秀映画鑑賞推進事
千代田区北の丸公園3業」運営・管理業務一式
1

(独)国立美術館東京国
東京国立近代美術館フィ 立近代美術館分任契約
進和テック（株）
平成19年3月30日
150 東京都新宿区西新宿 ルムセンター空調用エア 担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園3フィルタ清掃洗浄業務
３－１６－６
1
(独)国立美術館東京国
東京国立近代美術館フィ 立近代美術館分任契約
東洋熱工業（株）
平成19年3月30日
151 東京都中央区京橋２ ルムセンター空調衛生設 担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園3備保守
－５－１２
1
(独)国立美術館東京国
（株）日立ビルシス
東京国立近代美術館フィ 立近代美術館分任契約
テム 東京都千代田
平成19年3月30日
担当役 辻村哲夫
ルムセンターエレベー
152
区神田美土代町７番
千代田区北の丸公園3ター保守
地
1
(独)国立美術館東京国
東京国立近代美術館フィ 立近代美術館分任契約
イカリ消毒（株）
平成19年3月30日
担当役 辻村哲夫
153 東京都江東区冬木４ ルムセンター
千代田区北の丸公園3衛生管理業務
－２山口冬木ビル
1
(独)国立美術館東京国
国際ビルサービス
東京国立近代美術館フィ 立近代美術館分任契約
（株） 神奈川県横
平成19年3月30日
ルムセンター相模原分館 担当役 辻村哲夫
154
浜市港北区新横浜２
機械設備等保守管理業務 千代田区北の丸公園3－３－４
1
高砂熱学工業（株）
横浜支店 横浜市西
155
区みなとみらい 22-1-1ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾀﾜｰ

(独)国立美術館東京国
東京国立近代美術館フィ
立近代美術館分任契約
ルムセンター相模原分館
平成19年3月30日
担当役 辻村哲夫
空調・換気・計装設備保
千代田区北の丸公園3守
1

随意
契約

契約相手先が，売買の対象とな
る作品の唯一の所有者のため
（会計規則第２３条第１項第１
号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

随意
契約

当該機械が特殊な仕様となって
いるため、他業者が請け負うこ
とは不可能である（会計規則第
２３条第１項第１号）

見直の余地あり

競争入札若しくは企画競争に移行
（20年度契約から）

随意
契約

当該機械が特殊な仕様となって
いるため、他業者が請け負うこ
とは不可能である（会計規則第
２３条第１項第１号）

見直の余地あり

競争入札若しくは企画競争に移行
（20年度契約から）

随意
契約

当該フィルムのデジタル復元を
行うに当り必要不可欠なシステ
ム・技術者を保有している唯一
の業者である（会計規則第２３
条第１項第１号）

見直の余地あり

競争入札若しくは企画競争に移行
（20年度契約から）

随意
契約

当該広告宣伝費の出資者からの
要望により、当該業者を指定さ
れたため、他に選択の余地がな
かった（会計規則第２３条第１
項第１号）

見直の余地あり

競争入札若しくは企画競争に移行
（20年度契約から）

随意
契約

現状、当該組織が行っているも
のと同種の業務を請け負ってい
る組織が存在しない（会計規則
第２３条第１項第１号）

見直の余地あり

競争入札若しくは企画競争に移行
（20年度契約から）

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第４号）

見直の余地あり

競争入札に移行（価格競争）
（20年度契約から）

随意
契約

当該設備の施工業者であり、設
備が特殊であるため、他業者の
参入の余地なし（会計規則第２
３条第１項第１号）

見直の余地あり

競争入札若しくは企画競争に移行
（20年度契約から）

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第４号）

その他

競争入札若しくは企画競争に移行
（20年度契約から）

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第４号）

見直の余地あり

競争入札に移行（価格競争）
（20年度契約から）

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第４号）

見直の余地あり

競争入札に移行（価格競争）
（20年度契約から）

随意
契約

当該設備の施工業者であり、設
備が特殊であるため、他業者の
参入の余地なし（会計規則第２
３条第１項第１号）

見直の余地あり

競争入札若しくは企画競争に移行
（20年度契約から）

2,100,000

1,949,745

1,786,995

2,334,667

1,595,000

2,998,800

1,228,500

7,990,500

4,176,900

1,176,000

4,679,955

14,673,750

11

(独)国立美術館東京国
（株）山武 東京都 東京国立近代美術館工芸 立近代美術館分任契約
平成19年3月30日
156 千代田区丸の内２－ 館空調設備用自動制御機 担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園3器保守
７－３
1

随意
契約

1,419,600
(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
（株）廣済堂 東京 「日本映画情報システ
平成18年4月3日
157 都港区芝４－６－１ ム」システム運用・保守 担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園3管理業務一式
２
1
(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
（株）キネマ旬報社 「日本映画情報システ
平成18年4月3日
158 東京都港区赤坂４－ ム」調査・運営管理業務 担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園3一式
９－１７
1

見直の余地あり

競争入札若しくは企画競争に移行
（20年度契約から）

随意
契約

本システムの開発業者であるた
め、他業者の参入の余地なし
（会計規則第２３条第１項第１
号）

見直の余地あり

競争入札若しくは企画競争に移行
（20年度契約から）

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第４号）

見直の余地あり

競争入札に移行（価格競争）
（20年度契約から）

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第４号）
見直の余地あり

競争入札に移行（価格競争）
（20年度契約から）

3,300,150

3,381,588

平成18年6月1日
(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
（株）キネマ旬報社 「日本映画情報システ
159 東京都港区赤坂４－ ム」データ調査入力業務 担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園3一式
９－１７
1

当該機器については、山武ハネ
ウエル株式会社が製造してお
り、メーカー固有の機器である
ため、同社のメンテナンス部門
及び機器の設置を担当する同系
列会社の株式会社山武が、唯
一、機器の構造等メンテナンス
のノウハウを熟知し、また、装
置の故障が生じた非常の場合で
も、交換部品や消耗部品を用意
する等即応できる体制を整えて
おり、他業者の参入の余地はな
い。
（会計規則第２３条第１項第１
号）

4,829,500
見積もり合わせによって同種の
№162の変 契約実績が豊富であり、資力信
用ともに確実な者である業者を
更契約
選定している

平成19年1月9日
7,478,730
(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
（株）廣済堂 東京 「日本映画情報システ
平成19年1月15日
160 都港区芝４－６－１ ム」システム機能拡張業 担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園3務一式
２
1

随意
契約

本システムの開発業者であるた
め、他業者の参入の余地なし
（会計規則第２３条第１項第１
号）

見直の余地あり

競争入札若しくは企画競争に移行
（20年度契約から）

随意
契約

使用するソフトウェアの日本語
版開発業者であり、他の業者の
参入の余地はない（会計規則第
２３条第１項第１号）

見直の余地あり

競争入札若しくは企画競争に移行
（20年度契約から）

4,987,500

「日本映画情報システ
ソラン（株） 東京 ム」と外部システム連携
161 都港区三田３－１１ に連携に係るメタデータ
提供手法に関する調査研
－２４
究一式

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成19年2月5日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

「コンテンツ・ポータル
サイト」へのデータ提供
に係るインターフェース
実装と映画情報メタデー
タ及びジャンル・メタ
データの関係性に関する
調査研究一式

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成19年3月9日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

2,415,000

随意
契約

当該業者は「コンテンツ・ポー
タルサイト」の開発業者であ
り、他の業者の参入の余地はな
い（会計規則第２３条第１項第
１号）

見直の余地あり

競争入札若しくは企画競争に移行
（20年度契約から）

（株）廣済堂 東京
「日本映画情報システ
163 都港区芝４－６－１
ム」データ移行業務
２

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成19年3月2日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

1,050,000

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第４号）

見直の余地あり

競争入札に移行（価格競争）
（20年度契約から）

社団法人 国際交流
サービス協会 東京
「第63回FIAF東京会議
164 都千代田区霞が関２
2007」同時通訳業務一式
－２－１外務省庁舎
第一別館

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
平成19年3月30日
担当役 辻村哲夫
千代田区北の丸公園31

2,446,080

随意
契約

同種の契約実績が豊富であり，
資力信用ともに確実な者である
ため（会計規則第２３条第１項
第４号）

見直の余地あり

競争入札に移行（価格競争）
（20年度契約から）

（株）メロディーズ
＆メモリーズグロー
162 バル 東京都中央区
築地２－１２－８喜
津禰ビル

3,675,000

変更後の合
計額は
12,308,230
円となる

(独)国立美術館東京国
立近代美術館分任契約
エヌ・ティ・ティ番 東京国立近代美術館情報
平成19年3月30日
担当役 辻村哲夫
165
号情報（株）
案内業務
千代田区北の丸公園31

166 三精輸送機㈱

京都国立近代美術館昇降 (独)国立美術館
機設備の保全業務 一式 京都国立近代美術館

平成18年4月1日

当館の情報案内を館の職員が行った場
合，常時問い合わせの電話があること
が予想されるために通常業務に大幅な
支障を来すおそれがあるので，外部に
案内業務を委託する必要がある。
同社は，回線数も多数持っており，一
時期に大量の問い合わせがあった際に
も対応が可能である。
当館は，平成１３年度より同社に案内
業務を委託しており，国の機関であっ
た時代も含めるとそれ以前から，同社
の提供する情報案内サービス（ハロー
ダイヤル《電話番号０３－５７７７－
８６００》）を展覧会等の案内に利用
しており，一般にも広く認知されてい
る。
当該電話番号は同社しか利用権を有し その他
ていないため，情報案内業務を同社以
外の者に委託した場合，案内先の電話
番号を変更する必要があり，その再周
知に要するコストが多大になると予想
され，また，当館への直接の問い合わ
せが増大する恐れもあり，前述の案内
業務を委託する目的と相反することと
なる。
また，当館の展覧会は，新聞社や放送
局等と共催で開催することも多く，展
覧会関連の情報案内委託については，
最も効果の高い業者を選択する必要も
あり，他施設の情報案内にも多く利用
されている同社以外の者を選択するこ
とは困難である。（会計規則第２３条
第１項第１号）

4,362,498

随意
契約

1,946,700

随意契約

昇降機が該社製であり、施設管
理上、保守や部品の入手等で迅
速な対応が必要であるため。
（会計規程第23条第1項第1号）

見直しの余地あ
競争入札に移行（平成20年度より）
り

見直しの余地あ
競争入札に移行（平成20年度より）
り

随意契約によらざるを得ないもの

単価契約
8 基本料金
37,800円他

平成18年4月1日

1,392,300

随意契約

警備機器が該社製であり、施設
管理上、保守に迅速な対応が必
要である。また一般競争を実施
しても、新規業者は警備機器を
新たに取り付けなければならな
いため、価格面で公正な競争を
期待できないため。（会計規程
第23条第1項第1号）

(独)国立美術館
京都国立近代美術館

平成18年4月1日

2,937,060

随意契約

サーバーが該社製であり、保守
において迅速な対応が必要であ
その他
るため。（会計規程第23条第1項
第1号）

169 ㈱伏見工芸

「フンデルトヴァッサー
(独)国立美術館
展」看板ｻｲﾝ及び会場設
京都国立近代美術館
営 一式

平成18年4月3日

3,650,850

随意契約

過去に当館において十分な業務
実績があり、短期間で会場設
営・撤去を行うことができるた
め。（会計規程第23条第1項第4
号）

170 日本ﾊﾟﾅﾕｰｽﾞ㈱

「フンデルトヴァッサー (独)国立美術館
展」看視等業務 一式
京都国立近代美術館

平成18年4月3日

3,985,921

随意契約

過去に当館において十分な業務
実績があり、当館の業務を熟知
見直しの余地あ
競争入札に移行（平成19年度より）
した人員を用意することができ
り
るため。（会計規程第23条第1項
第4号）

171

※

美術作品

(独)国立美術館
京都国立近代美術館

平成18年4月17日

10,996,362

随意契約

所蔵作品の修復に優れた技量を
有しており、作品保管について
も安全な設備を有しているた
め。（会計規程第23条第1項第1
号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

14

172

※

美術作品

(独)国立美術館
京都国立近代美術館

平成18年7月10日

26,250,000

随意契約

相手先が一者であるため。（会
計規則第23条第1項第1号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

167 綜合警備保障㈱

168

京都国立近代美術館の警 (独)国立美術館
備業務 一式
京都国立近代美術館

日本ﾋｭｰﾚｯﾄ･ﾊﾟｯｶｰﾄﾞ HP9000Lｸﾗｽｻｰﾊﾞｰﾓﾃﾞﾙ
㈱
L2000 1台 外3点の保守

随意契約によらざるを得ないもの

18

見直しの余地あ
競争入札に移行（平成19年度より）
り

173

※

美術作品

(独)国立美術館
京都国立近代美術館

平成18年9月1日

12,600,000

随意契約

相手先が一者であるため。（会
計規則第23条第1項第1号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

174

※

美術作品

(独)国立美術館
京都国立近代美術館

平成18年9月1日

7,770,000

随意契約

相手先が一者であるため。（会
計規則第23条第1項第1号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

175

※

美術作品

(独)国立美術館
京都国立近代美術館

平成18年9月1日

5,250,000

随意契約

相手先が一者であるため。（会
計規則第23条第1項第1号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

176

※

美術作品

(独)国立美術館
京都国立近代美術館

平成18年9月4日

8,000,000

随意契約

相手先が一者であるため。（会
計規則第23条第1項第1号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

177

※

美術作品

(独)国立美術館
京都国立近代美術館

平成18年9月4日

5,040,000

随意契約

相手先が一者であるため。（会
計規則第23条第1項第1号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

178

※

美術作品

(独)国立美術館
京都国立近代美術館

平成18年9月4日

3,675,000

随意契約

相手先が一者であるため。（会
計規則第23条第1項第1号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

179

※

美術作品

(独)国立美術館
京都国立近代美術館

平成18年9月4日

7,000,000

随意契約

相手先が一者であるため。（会
計規則第23条第1項第1号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

180

※

美術作品

(独)国立美術館
京都国立近代美術館

平成18年9月6日

5,670,000

随意契約

相手先が一者であるため。（会
計規則第23条第1項第1号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

181 ㈱伏見工芸

「ﾌﾟﾗｲｽ」展4階親子ｷﾞｬﾗ (独)国立美術館
ﾘｰ会場設営等 一式
京都国立近代美術館

平成18年9月7日

3,150,000

随意契約

過去に当館において十分な業務
実績があり、短期間で会場設
営・撤去を行うことができるた
め。（会計規程第23条第1項第4
号）

見直しの余地あ
競争入札に移行（平成19年度より）
り

182

※

美術作品

(独)国立美術館
京都国立近代美術館

平成18年9月7日

7,350,000

随意契約

相手先が一者であるため。（会
計規則第23条第1項第1号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

183

※

美術作品

(独)国立美術館
京都国立近代美術館

平成18年9月29日

30,975,000

随意契約

相手先が一者であるため。（会
計規則第23条第1項第1号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

184

※

美術作品

(独)国立美術館
京都国立近代美術館

平成18年9月29日

52,500,000

随意契約

相手先が一者であるため。（会
計規則第23条第1項第1号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

「都路華香」作品4×5ｶ
ﾗｰ写真撮影65点 一式

(独)国立美術館
京都国立近代美術館

平成18年10月13日

1,023,750

随意契約

過去に当館において十分な業務
実績があり、所蔵作品の撮影に
優れた技量を有しているため。
（会計規程第23条第1項第4号）

見直しの余地あ
競争入札に移行（平成19年度より）
り

美術作品

(独)国立美術館
京都国立近代美術館

平成18年11月1日

2,573,550

随意契約

展覧会の共催者が図録作成を発
注しており、その図録を購入し
その他
たため。（会計規程第23条第1項
第4号）

185 四方邦熈

186

※

随意契約によらざるを得ないもの

14

187 日本ﾊﾟﾅﾕｰｽﾞ㈱

「都路華香」展看視等業 (独)国立美術館
務 一式
京都国立近代美術館

平成18年11月24日

3,090,255

随意契約

過去に当館において十分な業務
実績があり、当館の業務を熟知
見直しの余地あ
競争入札に移行（平成19年度より）
した人員を用意することができ
り
るため。（会計規程第23条第1項
第4号）

188 日本ﾊﾟﾅﾕｰｽﾞ㈱

「揺らぐ近代」展看視等 (独)国立美術館
業務 一式
京都国立近代美術館

平成19年1月22日

3,795,487

随意契約

過去に当館において十分な業務
実績があり、当館の業務を熟知
見直しの余地あ
競争入札に移行（平成19年度より）
した人員を用意することができ
り
るため。（会計規程第23条第1項
第4号）

189

※

美術作品

(独)国立美術館
京都国立近代美術館

平成19年2月1日

2,080,000

随意契約

展覧会の共催者が図録作成を発
注しており、その図録を購入し
その他
たため。（会計規程第23条第1項
第4号）

随意契約によらざるを得ないもの

14

190

※

美術作品

(独)国立美術館
京都国立近代美術館

平成19年2月8日

4,725,000

随意契約

相手先が一者であるため。（会
計規則第23条第1項第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

11

平成19年2月23日

2,161,582

随意契約

過去に当館において十分な業務
実績があり、当館の業務を熟知
見直しの余地あ
競争入札に移行（平成19年度より）
した人員を用意することができ
り
るため。（会計規程第23条第1項
第4号）

(独)国立美術館
京都国立近代美術館

平成19年3月1日

2,500,000

随意契約

相手先が一者であるため。（会
計規則第23条第1項第1号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

美術作品

(独)国立美術館
京都国立近代美術館

平成19年3月1日

2,835,000

随意契約

相手先が一者であるため。（会
計規則第23条第1項第1号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

美術作品

(独)国立美術館
京都国立近代美術館

平成19年3月1日

4,920,000

随意契約

相手先が一者であるため。（会
計規則第23条第1項第1号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

平成19年3月28日

1,890,000

随意契約

昇降機が該社製であり、施設管
理上、保守や部品の入手等で迅
速な対応が必要であるため。
（会計規程第23条第1項第1号）

見直しの余地あ
競争入札に移行（平成20年度より）
り

見直しの余地あ
競争入札に移行（平成20年度より）
り

191 日本ﾊﾟﾅﾕｰｽﾞ㈱

「ｱｰﾙﾃﾞｺ」展看視等業務 (独)国立美術館
一式
京都国立近代美術館

192

※

美術作品

193

※

194

※

195 三精輸送機㈱

196 綜合警備保障㈱

その他

京都国立近代美術館昇降 (独)国立美術館
機設備の保全業務 一式 京都国立近代美術館

京都国立近代美術館の警 (独)国立美術館
備業務 一式
京都国立近代美術館

平成19年3月28日

1,392,300

随意契約

警備機器が該社製であり、施設
管理上、保守に迅速な対応が必
要である。また一般競争を実施
しても、新規業者は警備機器を
新たに取り付けなければならな
いため、価格面で公正な競争を
期待できないため。（会計規程
第23条第1項第1号）

平成19年3月28日

2,890,335

随意契約

サーバーが該社製であり、保守
において迅速な対応が必要であ
その他
るため。（会計規程第23条第1項
第1号）

随意契約によらざるを得ないもの

20年以降、当該事務・事業の委託費を取止め

197

日本ﾋｭｰﾚｯﾄ･ﾊﾟｯｶｰﾄﾞ HP9000Lｸﾗｽｻｰﾊﾞｰﾓﾃﾞﾙ
㈱
L2000 1台 外3点の保守

(独)国立美術館
京都国立近代美術館

198

Ｆ･Ａ･ＢＥＲＮＥＴ
図書28冊、雑誌8冊
Ｔ･ＩＮＣ

（独）国立美術館西洋
美術館 分任契約担当
平成19年2月6日
役 青柳正規 東京都
台東区上野公園7-7

2,580,768

随意
契約

当該書店から直接注文しないと
手に入らないため（独立行政法
その他
人国立美術館会計規則第23条第1
項第1号適用）

199

(株)アイメックス･
ファインアート

（独）国立美術館西洋
「国立西洋美術館紀要Ｎ 美術館 分任契約担当
平成19年3月1日
役 青柳正規 東京都
Ｏ．１１」
台東区上野公園7-7

2,940,000

随意
契約

信用・資力があり、冊子等の印
刷物製造に実績があるため（独
立行政法人国立美術館会計規則
第23条第1項第4号適用）

見直の余地あり 競争入札若しくは企画競争に移行

18

200 (株)東京スタデオ

（独）国立美術館西洋
「イタリア・ルネサンス
美術館 分任契約担当
平成19年2月2日
の版画」展ディスプレイ
役 青柳正規 東京都
製作他 一式
台東区上野公園7-7

201 (株)コギト

国立西洋美術館年報Ｎ
Ｏ．４０

202

(株)カッシーナ・イ
１人掛けソファー等
クスシー

（独）国立美術館西洋
美術館 分任契約担当
平成19年2月19日
役 青柳正規 東京都
台東区上野公園7-7

（独）国立美術館西洋
美術館 分任契約担当
平成18年10月17日
役 青柳正規 東京都
台東区上野公園7-7

4,792,441

随意
契約

ディスプレイの製作について実
績があるため（独立行政法人国
見直の余地あり 競争入札若しくは企画競争に移行
立美術館会計規則第23条第1項第
4号適用）

2,772,000

随意
契約

信用・資力があり、冊子等の印
刷物製造に実績があるため（独
立行政法人国立美術館会計規則
第23条第1項第4号適用）

見直の余地あり 競争入札若しくは企画競争に移行

5,974,500

随意
契約

(株)カッシーナ・イクスシーに
は国内における同社製品の独占
輸入販売を行う権利が付与され
ており、契約の相手方が特定さ
れるため（独立行政法人国立美
術館会計規則第23条第1項第1号
適用）

その他

20年以降、当該事務・事業の委託費を取止め

203 昱株式会社

（独）国立美術館西洋
庶務課事務システムサー 美術館 分任契約担当
平成18年5月17日
役 青柳正規 東京都
バ他の賃借等
台東区上野公園7-7

2,019,843

随意
契約

信用・資力があり、至急の対応
も可能な地域性を有するため
（独立行政法人国立美術館会計
規則第23条第1項第4号適用）

見直の余地あり 競争入札若しくは企画競争に移行

204 昱株式会社

（独）国立美術館西洋
運営管理部事務システム
美術館 分任契約担当
平成19年3月23日
用サーバ他の賃借等 一
役 青柳正規 東京都
式
台東区上野公園7-7

2,693,124

随意
契約

信用・資力があり、至急の対応
も可能な地域性を有するため
（独立行政法人国立美術館会計
規則第23条第1項第4号適用）

見直の余地あり 競争入札若しくは企画競争に移行

1,005,480

随意
契約

当該契約で賃借する物品は、ト
イレ等の設備に配管等で接合さ
れており、機器を変更すること
は撤去工事が発生するため当館
にとって不利となるため（独立
行政法人国立美術館会計規則第
23条第1項第4号適用）

見直の余地あり 競争入札若しくは企画競争に移行

1,207,500

随意
契約

イルミネーション装飾について
実績があるため（独立行政法人
見直の余地あり 競争入札若しくは企画競争に移行
国立美術館会計規則第23条第1項
第4号適用）

見直の余地あり 競争入札若しくは企画競争に移行

205 日本カルミック(株)

206 ㈱日比谷花壇

トイレ用洗浄・脱臭
器具、消臭器具、昆
虫捕獲機の賃貸借

（独）国立美術館西洋
美術館 分任契約担当
平成18年4月1日
役 青柳正規 東京都
台東区上野公園7-7

（独）国立美術館西洋
前庭イルミネーション装 美術館 分任契約担当
役 青柳正規 東京都
飾
台東区上野公園7-7

平成18年11月17日

207 協栄ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ㈱

（独）国立美術館西洋
イタリア・ルネサンスの 美術館 分任契約担当
役 青柳正規 東京都
版画展会場等管理業務
台東区上野公園7-7

平成19年2月21日

3,389,479

随意
契約

常設展の会場管理・保安警備業
務を協栄ビルメンテナンスが請
け負っており、業務実施の際、
会場管理業務を委託している会
社に任せた方が横の連絡がス
ムーズにでき、トラブルが発生
した場合でも十分に対処できる
ため（独立行政法人国立美術館
会計規則第23条第1項第1号適
用）

208 岡崎絵画修復工房

（独）国立美術館西洋
EMILIAN SCHOOL作
美術館 分任契約担当
「ｳﾞｨｰﾅｽとｷｭｰﾋﾟｯﾄﾞ」修
役 青柳正規 東京都
復作業
台東区上野公園7-7

平成19年2月5日

2,005,500

随意
契約

絵画作品の修復に関する専門的
な知識・技術を有するため（独
立行政法人国立美術館会計規則
第23条第1項第1号適用）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

18

209 セコム㈱

（独）国立美術館西洋
国立西洋美術館機械警備 美術館 分任契約担当
役 青柳正規 東京都
業務
台東区上野公園7-7

随意
契約

同社は機械警備について信用・
実績があり、重要な美術品を保
有する当館にとって必要不可欠
であるため（独立行政法人国立
美術館会計規則第23条第1項第1
号適用）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

18

平成18年4月1日

4,284,000

1

210 セコム㈱

（独）国立美術館西洋
国立西洋美術館機械警備 美術館 分任契約担当
役 青柳正規 東京都
業務
台東区上野公園7-7

211 ㈱山武

（独）国立美術館西洋
国立西洋美術館設備等遠 美術館 分任契約担当
役 青柳正規 東京都
方監視業務
台東区上野公園7-7

212 横浜エレベーター㈱

213 横浜エレベーター㈱

214

（独）国立美術館西洋
企画展示館乗用昇降機設 美術館 分任契約担当
役 青柳正規 東京都
備保守点検
台東区上野公園7-7

（独）国立美術館西洋
企画展示館乗用昇降機設 美術館 分任契約担当
役 青柳正規 東京都
備保守点検
台東区上野公園7-7

（独）国立美術館西洋
中央工業エレベーター 企画展示館荷物用乗降機 美術館 分任契約担当
役 青柳正規 東京都
㈱
設備保守点検
台東区上野公園7-7

平成19年3月30日

平成18年4月1日

平成18年4月1日

平成19年3月30日

平成18年4月1日

3,650,220

随意
契約

同社は機械警備について信用・
実績があり、重要な美術品を保
有する当館にとって必要不可欠
であるため（独立行政法人国立
美術館会計規則第23条第1項第1
号適用）

3,780,000

随意
契約

同社は当館の建物管理を請け
負っており、業務を速やかに遂
行でき、且つ信用・実績がある
ため（独立行政法人国立美術館
会計規則第23条第1項第4号適
用）

随意
契約

本業務の対象設備は横浜エレベー
ター(株)の製品であり、機器据付、試
験調整もすべて同社が施工し、現場
の状況、制御機能にもよく精通して
いる。また、対象設備は一般の来館
者も使用することから、故障が発生
した場合、補給部品の供給や修理
見直の余地あり 競争入札若しくは企画競争に移行
に必要な技術者の派遣等に迅速か
つ効率的に対応し得ることが必要で
あり、同社が他の業者では提供でき
ない技術的知見及び保守実施体制
を有しているため。（独立行政法人
国立美術館会計規則第23条第1項
第1号適用）

随意
契約

本業務の対象設備は横浜エレベー
ター(株)の製品であり、機器据付、試
験調整もすべて同社が施工し、現場
の状況、制御機能にもよく精通して
いる。また、対象設備は一般の来館
者も使用することから、故障が発生
した場合、補給部品の供給や修理
見直の余地あり 競争入札若しくは企画競争に移行
に必要な技術者の派遣等に迅速か
つ効率的に対応し得ることが必要で
あり、同社が他の業者では提供でき
ない技術的知見及び保守実施体制
を有しているため。（独立行政法人
国立美術館会計規則第23条第1項
第1号適用）

随意
契約

本業務の対象設備は中央エレベー
ター工業(株)の製品であり、機器据
付、試験調整もすべて同社が施工
し、現場の状況、制御機能にもよく
精通している。また、対象設備は主
に美術作品の運搬に使用すること
から、故障が発生した場合、補給部
見直の余地あり 競争入札若しくは企画競争に移行
品の供給や修理に必要な技術者の
派遣等に迅速かつ効率的に対応し
得ることが必要であり、同社が他の
業者では提供できない技術的知見
及び保守実施体制を有しているた
め。（独立行政法人国立美術館会計
規則第23条第1項第1号適用）

1,764,000

1,738,800

1,247,400

その他

随意契約によらざるを得ないもの

見直の余地あり 競争入札に移行（19年度執行分より）

18

215

216

（独）国立美術館西洋
中央工業エレベーター 企画展示館荷物用乗降機 美術館 分任契約担当
役 青柳正規 東京都
㈱
設備保守点検
台東区上野公園7-7

三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞ 企画展示館ｴｽｶﾚｰﾀｰ設備
ｽ㈱
保守点検

（独）国立美術館西洋
美術館 分任契約担当
役 青柳正規 東京都
台東区上野公園7-7

平成19年3月30日

平成18年4月1日

1,247,400

1,159,200

随意
契約

本業務の対象設備は中央エレベー
ター工業(株)の製品であり、機器据
付、試験調整もすべて同社が施工
し、現場の状況、制御機能にもよく
精通している。また、対象設備は主
に美術作品の運搬に使用すること
から、故障が発生した場合、補給部
見直の余地あり 競争入札若しくは企画競争に移行
品の供給や修理に必要な技術者の
派遣等に迅速かつ効率的に対応し
得ることが必要であり、同社が他の
業者では提供できない技術的知見
及び保守実施体制を有しているた
め。（独立行政法人国立美術館会計
規則第23条第1項第1号適用）

随意
契約

本業務の対象設備の保守を行うに
あたっては、一般の観覧者が使用す
ることから、故障が発生した場合、
構成機器類の仕様、性能等を熟知
し、補給部品の供給や修理に必要
な技術者の派遣等に迅速かつ効率
見直の余地あり 競争入札若しくは企画競争に移行
的に対応し得ることが必要であり、
同社が他の業者では提供できない
技術的知見及び保守実施体制を有
しているため。（独立行政法人国立
美術館会計規則第23条第1項第1号
適用）

（独）国立美術館西洋
美術館 分任契約担当
役 青柳正規 東京都
台東区上野公園7-7

平成19年3月30日

1,159,200

随意
契約

本業務の対象設備の保守を行うに
あたっては、一般の観覧者が使用す
ることから、故障が発生した場合、
構成機器類の仕様、性能等を熟知
し、補給部品の供給や修理に必要
な技術者の派遣等に迅速かつ効率
見直の余地あり 競争入札若しくは企画競争に移行
的に対応し得ることが必要であり、
同社が他の業者では提供できない
技術的知見及び保守実施体制を有
しているため。（独立行政法人国立
美術館会計規則第23条第1項第1号
適用）

218 三洋ｺﾏｰｼｬﾙｻｰﾋﾞｽ㈱

（独）国立美術館西洋
国立西洋美術館吸収式冷 美術館 分任契約担当
役 青柳正規 東京都
温水機設備保守点検
台東区上野公園7-7

平成18年4月1日

3,444,000

随意
契約

当該機の納品業者であり、製品
の仕様に精通しているため（独
立行政法人国立美術館会計規則
第23条第1項第1号適用）

見直の余地あり 競争入札若しくは企画競争に移行

219 三洋ｺﾏｰｼｬﾙｻｰﾋﾞｽ㈱

（独）国立美術館西洋
国立西洋美術館吸収式冷 美術館 分任契約担当
役 青柳正規 東京都
温水機設備保守点検
台東区上野公園7-7

平成19年3月30日

3,444,000

随意
契約

当該機の納品業者であり、製品
の仕様に精通しているため（独
立行政法人国立美術館会計規則
第23条第1項第1号適用）

見直の余地あり 競争入札若しくは企画競争に移行

（独）国立美術館西洋
ル・コルビジェ関係資料 美術館 分任契約担当
役 青柳正規 東京都
翻訳業務一式
台東区上野公園7-7

平成18年4月3日

1,793,400

随意
契約

同協会は外務省の外郭団体とし
て信用・実績があるため（独立
行政法人国立美術館会計規則第
23条第1項第4号適用）

見直の余地あり 競争入札若しくは企画競争に移行

（独）国立美術館西洋
美術館 分任契約担当
役 青柳正規 東京都
台東区上野公園7-7

平成19年2月20日

2,098,320

随意
契約

同社が保守対象となるソフト
ウェアの開発者であるため（独
立行政法人国立美術館会計規則
第23条第1項第1号適用）

その他

217

220

三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞ 企画展示館ｴｽｶﾚｰﾀｰ設備
ｽ㈱
保守点検

（社）国際交流サービ
ス協会

221 （株）紀伊國屋書店

図書館ｼｽﾃﾑLVZ
（Libvision3)ｿﾌﾄｳｪｱ及
びﾊｰﾄﾞｳｪｱ保守管理

随意契約によらざるを得ないもの

18

（独）国立美術館西洋
美術館 分任契約担当
役 青柳正規 東京都
台東区上野公園7-7

平成18年10月18日

2,558,329

随意
契約

常設展の会場管理・保安警備業
務を協栄ビルメンテナンスが請
け負っており、業務実施の際、
会場管理業務を委託している会
社に任せた方が横の連絡がス
ムーズにでき、トラブルが発生
した場合でも十分に対処できる
ため（独立行政法人国立美術館
会計規則第23条第1項第1号適
用）

223

（独）国立美術館西洋
日本写真印刷(株)東京 収蔵品管理システム機能 美術館 分任契約担当
役 青柳正規 東京都
支社
追加等業務 一式
台東区上野公園7-7

平成18年8月31日

8,085,000

随意
契約

収蔵品管理システムの開発者で
あり、同システムに精通してい
るため（独立行政法人国立美術
館会計規則第23条第1項第1号適
用）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

18

224

（株）ＮＨＫエデュケー
ショナル

（独）国立美術館西洋
国立西洋美術館「映像ガ 美術館 分任契約担当
役 青柳正規 東京都
イド」の制作
台東区上野公園7-7

平成18年9月5日

3,000,000

随意
契約

映像ガイドの主たる内容となる
ＮＨＫ番組の素材を提供できる
ため（独立行政法人国立美術館
会計規則第23条第1項第1号適
用）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

18

当該業務を達成するために不可
欠な特定の情報について、当該
情報を提供することが可能であ
るため（独立行政法人国立美術
館会計規則第23条第1項第1号適
用）

見直の余地あり 競争入札若しくは企画競争に移行

222 協栄ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ㈱

見直の余地あり 競争入札若しくは企画競争に移行

（独）国立美術館西洋
「ｲﾀﾘｱ･ﾙﾈｻﾝｽの版画展」 美術館 分任契約担当
役 青柳正規 東京都
広告掲載費
台東区上野公園7-7

平成19年2月28日

1,050,000

随意
契約

（独）国立美術館西洋
伊藤忠テクノソリューソ ファイアーウォールシス 美術館 分任契約担当
役 青柳正規 東京都
ンズ（株）
テム等保守管理
台東区上野公園7-7

平成19年3月12日

1,125,243

随意
契約

同社が保守対象となるソフト
ウェアの開発者であるため（独
立行政法人国立美術館会計規則
第23条第1項第1号適用）

その他

3,570,000

随意
契約

同社は当館の建物管理を請け
負っており、業務を速やかに遂
行でき、且つ信用・実績がある
ため（独立行政法人国立美術館
会計規則第23条第1項第4号適
用）

見直の余地あり 競争入札若しくは企画競争に移行

3,591,000

随意
契約

同社は当館の建物管理を請け
負っており、業務を速やかに遂
行でき、且つ信用・実績がある
ため（独立行政法人国立美術館
会計規則第23条第1項第4号適
用）

見直の余地あり 競争入札若しくは企画競争に移行

2,708,307

随意
契約

同社は当館の建物管理を請け
負っており、業務を速やかに遂
行でき、且つ信用・実績がある
ため（独立行政法人国立美術館
会計規則第23条第1項第4号適
用）

見直の余地あり 競争入札若しくは企画競争に移行

1,862,490

随意
契約

当該業務を達成するために不可
欠な特定の情報について、当該
情報を提供することが可能であ
るため（独立行政法人国立美術
館会計規則第23条第1項第1号適
用）

見直の余地あり 競争入札若しくは企画競争に移行

見直の余地あり 競争入札若しくは企画競争に移行

（株）和光エージェン
225
シー

226

ｳｪﾙ.com美術館ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
管理業務 一式

227 （株）山武

（独）国立美術館西洋
企画展示館蓄電池設備触 美術館 分任契約担当
役 青柳正規 東京都
媒栓交換
台東区上野公園7-7

228 （株）山武

（独）国立美術館西洋
美術館 分任契約担当
企画展示館煙感知器更新
役 青柳正規 東京都
台東区上野公園7-7

229 （株）山武

消防設備改修作業

（独）国立美術館西洋
美術館 分任契約担当
役 青柳正規 東京都
台東区上野公園7-7

230 協立広告（株）

（独）国立美術館西洋
イタリア・ルネサンスの 美術館 分任契約担当
版画展」交通広告掲出料 役 青柳正規 東京都
台東区上野公園7-7

平成19年3月1日

平成19年3月12日

平成19年2月26日

平成19年3月15日

随意契約によらざるを得ないもの

（株）和光エージェン
シー

（独）国立美術館西洋
「ｲﾀﾘｱ･ﾙﾈｻﾝｽの版画展」 美術館 分任契約担当
役 青柳正規 東京都
新聞掲載料
台東区上野公園7-7

平成19年3月1日

2,100,000

随意
契約

当該業務を達成するために不可
欠な特定の情報について、当該
情報を提供することが可能であ
るため（独立行政法人国立美術
館会計規則第23条第1項第1号適
用）

232 ㈱ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾁｭｱ

（独）国立美術館西洋
美術館情報システム等の 美術館 分任契約担当
役 青柳正規 東京都
運用管理支援業務
台東区上野公園7-7

平成18年4月1日

4,914,000

随意
契約

情報システムサポート業務に実
競争入札に移行
績があるため（独立行政法人国
見直の余地あり
（１９年度契約から一般競争に移行）
立美術館会計規則第23条第1項第
4号適用）

231

18

233

（独）国立美術館西洋
国立西洋美術館サイト
美術館 分任契約担当
ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ通
（ホームページ）管理運
役 青柳正規 東京都
信㈱
用業務
台東区上野公園7-7

平成18年4月1日

1,320,169

随意
契約

公開していたホームページの制
作会社であるため（独立行政法
その他
人国立美術館会計規則第23条第1
項第1号適用）

随意契約によらざるを得ないもの

（独）国立美術館西洋
国立西洋美術館所蔵作品
美術館 分任契約担当
データベース テキスト
役 青柳正規 東京都
データ変換・入力
台東区上野公園7-7

平成18年5月17日

1,470,000

随意
契約

業務内容に精通し、信用と実績
があるため（独立行政法人国立
美術館会計規則第23条第1項第4
号適用）

見直の余地あり

競争入札に移行
（１９年度契約から一般競争に移行）

（独）国立美術館西洋
国立西洋美術館所蔵作品
美術館 分任契約担当
日本写真印刷㈱東京
データベース 画像デー
役 青柳正規 東京都
支社
タコンバート等
台東区上野公園7-7

平成18年5月17日

4,935,000

随意
契約

業務内容に精通し、信用と実績
があるため（独立行政法人国立
美術館会計規則第23条第1項第4
号適用）

見直の余地あり

競争入札に移行
（１９年度契約から一般競争に移行）

（独）国立美術館西洋
美術館 分任契約担当
役 青柳正規 東京都
台東区上野公園7-7

平成18年7月18日

1,061,568

随意
契約

現地の事情に精通し、かつ信用
があるため（独立行政法人国立
美術館会計規則第23条第1項第7
号適用）

その他

20年以降、当該事務・事業の委託費を取止め

234 ㈱ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾁｭｱ
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236 RUBEO ALESSANDRO

レンタカー代

18

237

Arch.Adriana
Tripoli

（独）国立美術館西洋
建築遺構測量・図面作成 美術館 分任契約担当
役 青柳正規 東京都
（第１回）
台東区上野公園7-7

平成18年5月27日

1,037,152

随意
契約

現地の事情に精通し、かつ信用
があるため（独立行政法人国立
美術館会計規則第23条第1項第7
号適用）

その他

20年以降、当該事務・事業の委託費を取止め

238

Arch.Adriana
Tripoli

（独）国立美術館西洋
建築遺構測量・図面作成 美術館 分任契約担当
役 青柳正規 東京都
（第２回）
台東区上野公園7-7

平成18年5月27日

1,037,152

随意
契約

現地の事情に精通し、かつ信用
があるため（独立行政法人国立
美術館会計規則第23条第1項第7
号適用）

その他

20年以降、当該事務・事業の委託費を取止め

239

Arch.Adriana
Tripoli

（独）国立美術館西洋
建築遺構測量・図面作成 美術館 分任契約担当
役 青柳正規 東京都
（第３回）
台東区上野公園7-7

平成18年5月27日

1,382,868

随意
契約

現地の事情に精通し、かつ信用
があるため（独立行政法人国立
美術館会計規則第23条第1項第7
号適用）

その他

20年以降、当該事務・事業の委託費を取止め

240

（独）国立美術館西洋
ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ通 国立西洋美術館ｻｲﾄ(ﾎｰﾑ 美術館 分任契約担当
役 青柳正規 東京都
信㈱
ﾍﾟｰｼﾞ)更新等業務
台東区上野公園7-7

平成18年4月1日

1,865,377

随意
契約

公開していたホームページの制
作会社であるため（独立行政法
その他
人国立美術館会計規則第23条第1
項第1号適用）

随意契約によらざるを得ないもの

単価契
18 約:20,700円
他

随意
契約

知名度が高く、信用・実績があ
り、利用者に対して丁寧な案内
業務を遂行でき、同サービスに
おいて代替できる業者がいない
ため（独立行政法人国立美術館
会計規則第23条第1項第1号適
用）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

単価契
8 約:37,800円
他

その他

随意契約によらざるを得ないもの

単価契
8 約:37,800円
他

（独）国立美術館西洋
ﾊﾛｰﾀﾞｲﾔﾙ「国立西洋美術 美術館 分任契約担当
241 ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ番号情報㈱
役 青柳正規 東京都
館」情報案内業務
台東区上野公園7-7

平成18年4月3日

（独）国立美術館西洋
ﾊﾛｰﾀﾞｲﾔﾙ「国立西洋美術 美術館 分任契約担当
242 ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ番号情報㈱
役 青柳正規 東京都
館」情報案内業務
台東区上野公園7-7

※19年度執行のた
平成19年3月7日 め金額の記載は不
可能

随意
契約

知名度が高く、信用・実績があ
り、利用者に対して丁寧な案内
業務を遂行でき、同サービスに
おいて代替できる業者がいない
ため（独立行政法人国立美術館
会計規則第23条第1項第1号適
用）

（独）国立美術館西洋
庶務課業務労働者派遣業 美術館 分任契約担当
役 青柳正規 東京都
務（館長秘書）
台東区上野公園7-7

※19年度執行のた
平成19年3月23日 め金額の記載は不
可能

随意
契約

館長秘書という職務上、業務の
習熟・継続が必要であるため契
約の性質・目的からいって競争
見直の余地あり 競争入札若しくは企画競争に移行
になじまないため（独立行政法
人国立美術館会計規則第23条第1
項第4号適用）

243 ﾃﾝﾌﾟｽﾀｯﾌ㈱

1,130,976

単価契
約:2,289円
他

244 清水建設(株)

（独）国立美術館西洋
国立西洋美術館本館デジ
美術館 分任契約担当
平成18年7月20日
タルギャラリー他改修工
役 青柳正規 東京都
事
台東区上野公園7-7

245 花国技研(株)

（独）国立美術館西洋
１９世紀ホール彫刻台座 美術館 分任契約担当
平成18年10月10日
役 青柳正規 東京都
免震化工事
台東区上野公園7-7

246 清水建設(株)

（独）国立美術館西洋
本館東側外部倉庫囲い工 美術館 分任契約担当
平成18年10月16日
役 青柳正規 東京都
事
台東区上野公園7-7

247 (株)アイハラ

（独）国立美術館西洋
彫刻修復室排気設備取設 美術館 分任契約担当
平成19年2月5日
役 青柳正規 東京都
工事
台東区上野公園7-7

248 (株)アイハラ

（独）国立美術館西洋
国立西洋美術館本館地階 美術館 分任契約担当
平成19年1月11日
役 青柳正規 東京都
機械室空調機改修工事
台東区上野公園7-7

随意
契約

同社は本館の施工業者であり、
建物の内部構造を熟知してた
め、業務を速やかに施工でき、
且つ信用・実績があるため（独
立行政法人国立美術館会計規則
第23条第1項第4号適用）

その他

6,930,000

随意
契約

同社は現在前庭に展示されてい
る彫刻の免震化工事の経験者で
あり、一連の工事に精通してお
り信用・実績があるため（独立
行政法人国立美術館会計規則第
23条第1項第1号適用）

見直の余地あり 競争入札若しくは企画競争に移行

4,830,000

随意
契約

同社は本館の施工業者であり、
建物の構造を熟知しているた
め、業務を速やかに施工でき、
且つ信用・実績があるため（独
立行政法人国立美術館会計規則
第23条第1項第4号適用）

その他

20年以降、当該事務・事業の委託費を取止め

3,675,000

随意
契約

同社は当館の機械設備の設置を
多数手掛けており、速やかに業
務を施工でき且つ信用・実績が
あるため（独立行政法人国立美
術館会計規則第23条第1項第4号
適用）

その他

20年以降、当該事務・事業の委託費を取止め

随意
契約

同社は当館の機械設備の設置を
多数手掛けており、速やかに業
務を施工でき且つ信用・実績が
あるため（独立行政法人国立美
術館会計規則第23条第1項第4号
適用）

その他

競争入札若しくは企画競争に移行

その他

20年以降、当該事務・事業の委託費を取止め

3,097,500

4,515,000

21,273,345

随意
契約

現地の事情に精通し、作業員・
資材の確保、安全管理、堀削作
業の運営、残土の処分、調査後
の遺跡保全作業等に信用・実績
があるため（独立行政法人国立
美術館会計規則第23条第1項第7
号適用）

20年以降、当該事務・事業の委託費を取止め

249 C.E.RE.S.s.r.l

遺跡修復工事

（独）国立美術館西洋
美術館 分任契約担当
平成18年6月26日
役 青柳正規 東京都
台東区上野公園7-7

250

※

美術作品

（独）国立美術館西洋
美術館 分任契約担当
役 青柳正規 東京都
台東区上野公園7-7

平成18年6月10日

42,314,400

随意
契約

当該美術品は１つしかないため
（独立行政法人国立美術館会計
規則第23条第1項第1号適用）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

17

251

※

美術作品

（独）国立美術館西洋
美術館 分任契約担当
役 青柳正規 東京都
台東区上野公園7-7

平成18年7月14日

6,112,080

随意
契約

当該美術品は１つしかないため
（独立行政法人国立美術館会計
規則第23条第1項第1号適用）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

252

※

美術作品

（独）国立美術館西洋
美術館 分任契約担当
役 青柳正規 東京都
台東区上野公園7-7

平成18年7月14日

3,291,120

随意
契約

当該美術品は１つしかないため
（独立行政法人国立美術館会計
規則第23条第1項第1号適用）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

253

※

美術作品

（独）国立美術館西洋
美術館 分任契約担当
役 青柳正規 東京都
台東区上野公園7-7

平成18年6月28日

2,800,000

随意
契約

当該美術品は１つしかないため
（独立行政法人国立美術館会計
規則第23条第1項第1号適用）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

254

※

美術作品

（独）国立美術館西洋
美術館 分任契約担当
役 青柳正規 東京都
台東区上野公園7-7

平成19年2月14日

47,949,000

随意
契約

当該美術品は１つしかないため
（独立行政法人国立美術館会計
規則第23条第1項第1号適用）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

17

255

※

美術作品

（独）国立美術館西洋
美術館 分任契約担当
役 青柳正規 東京都
台東区上野公園7-7

平成19年2月14日

47,949,000

随意
契約

当該美術品は１つしかないため
（独立行政法人国立美術館会計
規則第23条第1項第1号適用）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

17

256

※

美術作品

（独）国立美術館西洋
美術館 分任契約担当
役 青柳正規 東京都
台東区上野公園7-7

平成19年2月14日

6,689,650

随意
契約

当該美術品は１つしかないため
（独立行政法人国立美術館会計
規則第23条第1項第1号適用）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

257

※

美術作品

（独）国立美術館西洋
美術館 分任契約担当
役 青柳正規 東京都
台東区上野公園7-7

平成19年2月5日

2,333,520

随意
契約

当該美術品は１つしかないため
（独立行政法人国立美術館会計
規則第23条第1項第1号適用）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

258

※

美術作品

（独）国立美術館西洋
美術館 分任契約担当
役 青柳正規 東京都
台東区上野公園7-7

平成19年3月8日

1,850,000

随意
契約

当該美術品は１つしかないため
（独立行政法人国立美術館会計
規則第23条第1項第1号適用）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

見直の余地あり

一般競争入札に移行
（１９年度契約から）

(独)国立美術館国立国
外 際美術館分任契約担当
平成19年3月14日
役 建畠 晢 大阪市
北区中之島4-2-55

3,030,195

(独)国立美術館国立国
照明器具ウオールウォッ
㈱伏見工芸
際美術館分任契約担当
平成19年2月23日
260 京都市伏見区桃山町 シャタイプ １５台 外
役 建畠 晢 大阪市
２点
見附町１１
北区中之島4-2-55

4,012,050

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

見直の余地あり 一般競争入札又は企画競争に移行

(独)国立美術館国立国
「大阪コレクションズ」
㈱朝日新聞社
際美術館分任契約担当
平成18年12月22日
261 大阪市北区中之島３ 図録渉外用買取1,000部
役 建畠 晢 大阪市
外１点
－２－４
北区中之島4-2-55

1,913,760

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。供給者が一者のみ
（会計規程第２３条第１項第１
号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

18

(独)国立美術館国立国
際美術館分任契約担当
平成18年10月2日
役 建畠 晢 大阪市
北区中之島4-2-55

1,306,000

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

18

263

(独)国立美術館国立国
アクティオ㈱大阪支
特別展「ジグマー・ポル
際美術館分任契約担当
店
平成18年4月11日
ケ」受付案内及び看視業
役 建畠 晢 大阪市
大阪市住之江区南港
務委託契約
北区中之島4-2-55
北1-14-16

4,597,950

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

見直の余地あり

一般競争入札に移行
（１９年度契約から）

264

(独)国立美術館国立国
アクティオ㈱大阪支
「三つの個展」受付案内
際美術館分任契約担当
店
平成18年6月26日
看視等業務「金子潤展」
役 建畠 晢 大阪市
大阪市住之江区南港
展示室案内看視業務
北区中之島4-2-55
北1-14-16

8,118,600

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

見直の余地あり

一般競争入札に移行
（１９年度契約から）

265

(独)国立美術館国立国
アクティオ㈱大阪支
国立国際美術館看視業務
際美術館分任契約担当
店
平成18年9月28日
等委託業務（企画展「小
役 建畠 晢 大阪市
大阪市住之江区南港
川信治」）
北区中之島4-2-55
北1-14-16

4,473,830

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

見直の余地あり

一般競争入札に移行
（１９年度契約から）

266

アクティオ㈱大阪支
店
大阪市住之江区南港
北1-14-16

(独)国立美術館国立国
際美術館分任契約担当
平成18年9月28日
役 建畠 晢 大阪市
北区中之島4-2-55

4,748,320

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

見直の余地あり

一般競争入札に移行
（１９年度契約から）

267

(独)国立美術館国立国
アクティオ㈱大阪支
国立国際美術館看視業務
際美術館分任契約担当
店
平成18年12月26日
委託契約（大阪コレク
役 建畠 晢 大阪市
大阪市住之江区南港
ションズ）
北区中之島4-2-55
北1-14-16

3,349,500

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

見直の余地あり

一般競争入札に移行
（１９年度契約から）

契約にかかる予定価格が５００
企画競争・
万円を超えないとき。（会計規
公募
程第２３条第１項第４号）

見直の余地あり

一般競争入札に移行
（１９年度契約から）

京栄社㈱
プロジェクター２台
259 大阪市都島区東野田
１６点
町４－６－１８

谷村博美
所蔵品修復「造形01262 大阪府豊能郡能勢町
15」１点 外43点
平通１０１－６９３

国立国際美術館看視業務
等委託契約（特別展
「エッセンシャル・ペイ
ンテンイング」）

(独)国立美術館国立国
特別展「エッセンシャ
㈱伏見工芸
際美術館分任契約担当
平成18年9月11日
268 京都市伏見区桃山町 ル・ペインティング」会
役 建畠 晢 大阪市
場設営作業業務委託
見附町１１
北区中之島4-2-55

4,704,357

契約にかかる予定価格が５００
企画競争・
万円を超えないとき。（会計規
公募
程第２３条第１項第４号）

(独)国立美術館国立国
企画展「小川信治」常設
㈱伏見工芸
際美術館分任契約担当
平成18年9月1日
269 京都市伏見区桃山町 展「コレクション３」会
役 建畠 晢 大阪市
場設営業務
見附町１１
北区中之島4-2-55

2,898,000

契約にかかる予定価格が５００
企画競争・
万円を超えないとき。（会計規
公募
程第２３条第１項第４号）

見直の余地あり

一般競争入札に移行
（１９年度契約から）

(独)国立美術館国立国
特別展「三つの個展：伊
㈱伏見工芸
際美術館分任契約担当
平成18年5月30日
270 京都市伏見区桃山町 藤存、今村源、須田悦
役 建畠 晢 大阪市
弘」会場設営業務
見附町１１
北区中之島4-2-55

3,669,750

契約にかかる予定価格が５００
企画競争・
万円を超えないとき。（会計規
公募
程第２３条第１項第４号）

見直の余地あり

一般競争入札に移行
（１９年度契約から）

(独)国立美術館国立国
㈱電通 関西支社
ラジオ・インターネット 際美術館分任契約担当
平成18年4月1日
271 大阪市北区堂島２－
役 建畠 晢 大阪市
等広報外部委託業務
４－５
北区中之島4-2-55

9,550,000

(独)国立美術館国立国
際美術館分任契約担当
平成18年8月2日
役 建畠 晢 大阪市
北区中之島4-2-55

3,097,500

契約にかかる予定価格が５００
企画競争・
万円を超えないとき。（会計規
公募
程第２３条第１項第４号）

見直の余地あり

2,100,000

契約にかかる予定価格が５００
企画競争・
万円を超えないとき。（会計規
公募
程第２３条第１項第４号）

見直の余地あり １９年度以降、当該事業の委託費を取り止め

契約にかかる予定価格が５００
企画競争・
万円を超えないとき。（会計規
公募
程第２３条第１項第４号）

見直の余地あり

一般競争入札に移行
（１９年度契約から）

近鉄ビルサービス㈱
272 大阪市中央区難波２ 空調用フィルタ取替
－２－３

(独)国立美術館国立国
共催展「大阪コレクショ
㈱ヘミングウェイ
際美術館分任契約担当
平成19年1月10日
273 大阪市西区京町堀１ ンズ」広報宣伝活動に関
役 建畠 晢 大阪市
わるイベント経費
－９－５
北区中之島4-2-55

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

見直の余地あり １９年度以降、当該事業の委託費を取り止め

一般競争入札に移行
（１９年度契約から）

274

(独)国立美術館国立国
三菱ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝ
平成１８年度非常用発電 際美術館分任契約担当
ｸﾞ㈱西日本支部
平成19年3月5日
役 建畠 晢 大阪市
大阪市淀川区宮原５ 機保守点検
北区中之島4-2-55
－１－１８

1,312,500

275

㈱阪急アドエージェ
阪急梅田駅１階看板
ンシー
大阪市北区芝田１－ No.122Cの設備使用契約
４－８

(独)国立美術館国立国
際美術館分任契約担当
平成18年4月1日
役 建畠 晢 大阪市
北区中之島4-2-55

2,646,000

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

5

276

(独)国立美術館国立国
㈱阪急アドエージェ
阪急三宮駅３階下りホー
際美術館分任契約担当
ンシー
平成18年4月27日
ムボード看板No.101の設
役 建畠 晢 大阪市
大阪市北区芝田１－
備使用契約
北区中之島4-2-55
４－８

1,023,965

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

5

277

(独)国立美術館国立国
㈱京阪エージェン
京阪淀屋橋駅ホーム電照 際美術館分任契約担当
シー
平成18年4月1日
役 建畠 晢 大阪市
大阪市中央区大手前 看板広告
北区中之島4-2-55
１－７－２４

1,680,000

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

5

278

(独)国立美術館国立国
ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本ｺﾐｭﾆ
JR大阪駅桜橋口コリドー
際美術館分任契約担当
ｹｰｼｮﾝｽﾞ
平成18年4月1日
内看板No.５６１の設備
役 建畠 晢 大阪市
大阪市北区梅田２－
使用契約
北区中之島4-2-55
５－２

1,675,800

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

5

(独)国立美術館国立国
岡村印刷工業㈱
特別展「三つの個展」図 際美術館分任契約担当
平成18年4月25日
279 奈良県高市郡高取町
録2400冊×３種 外３点 役 建畠 晢 大阪市
大字車木２１５
北区中之島4-2-55

2,992,500

契約にかかる予定価格が５００
企画競争・
万円を超えないとき。（会計規
公募
程第２３条第１項第４号）

見直の余地あり

一般競争入札に移行
（１９年度契約から）

(独)国立美術館国立国
特別展「エッセンシャル
日本写真印刷㈱
際美術館分任契約担当
平成18年8月31日
280 大阪市中央区安土町 ペインティング」図録
役 建畠 晢 大阪市
3000部 外１点
２－３－１３
北区中之島4-2-55

4,908,750

契約にかかる予定価格が５００
企画競争・
万円を超えないとき。（会計規
公募
程第２３条第１項第４号）

見直の余地あり

一般競争入札に移行
（１９年度契約から）

(独)国立美術館国立国
セコム㈱
国立国際美術館機械警備 際美術館分任契約担当
平成18年4月1日
281 東京都渋谷区神宮前
役 建畠 晢 大阪市
料
１－５－１
北区中之島4-2-55

1,071,000

282

㈱日立システムアン
ドサービス関西支社
情報システム保守管理
大阪市浪速区難波中
２－１０－７０

(独)国立美術館国立国
際美術館分任契約担当
平成18年4月1日
役 建畠 晢 大阪市
北区中之島4-2-55

2,611,516

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

契約にかかる予定価格が５００
企画競争・
万円を超えないとき。（会計規
公募
程第２３条第１項第４号）

見直の余地あり 機械警備機器自体を更新する際は一般競争入札に移行する

見直の余地あり

一般競争入札に移行
（２０年度契約から）

単価
50,221円

㈱キューコーリース
283 福岡市中央区高砂２ 機械警備設備賃貸借料
－１０－１

(独)国立美術館国立国
際美術館分任契約担当
平成18年4月1日
役 建畠 晢 大阪市
北区中之島4-2-55

2,293,200

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

見直の余地あり

平成２３年３月まで複数年契約を締結しているため、終了後は一般
競争入札に移行する。

日本パナユーズ㈱
284 大阪市港区築港３－ 庶務課業務請負
５－１２

(独)国立美術館国立国
際美術館分任契約担当
平成18年4月1日
役 建畠 晢 大阪市
北区中之島4-2-55

1,972,705

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

問題あり

１９年度以降、当該事業の委託費を取り止め

単価
9,072円

(独)国立美術館国立国
日本パナユーズ㈱
情報システム管理補助業 際美術館分任契約担当
平成18年4月1日
285 大阪市港区築港３－
役 建畠 晢 大阪市
務
５－１２
北区中之島4-2-55

3,131,700

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

問題あり

１９年度以降、当該事業の委託費を取り止め

単価
12,000円

(独)国立美術館国立国
際美術館分任契約担当
平成18年4月1日
役 建畠 晢 大阪市
北区中之島4-2-55

1,149,818

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

見直の余地あり 複数年にわたる一般競争入札への移行を検討する。

大阪市教育委員会
287 大阪市北区中之島１ 美術館土地借料
丁目３－２０

(独)国立美術館国立国
際美術館分任契約担当
平成18年4月1日
役 建畠 晢 大阪市
北区中之島4-2-55

44,781,908

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

5

288

※

美術作品

(独)国立美術館国立国
際美術館分任契約担当
平成18年7月18日
役 建畠 晢 大阪市
北区中之島4-2-55

2,992,500

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

289

※

美術作品

(独)国立美術館国立国
際美術館分任契約担当
平成18年7月18日
役 建畠 晢 大阪市
北区中之島4-2-55

13,020,000

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

290

※

美術作品

(独)国立美術館国立国
際美術館分任契約担当
平成18年7月18日
役 建畠 晢 大阪市
北区中之島4-2-55

8,820,000

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

291

※

美術作品

(独)国立美術館国立国
際美術館分任契約担当
平成18年8月2日
役 建畠 晢 大阪市
北区中之島4-2-55

34,125,000

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

292

※

美術作品

(独)国立美術館国立国
際美術館分任契約担当
平成18年8月2日
役 建畠 晢 大阪市
北区中之島4-2-55

86,100,000

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

293

※

美術作品

(独)国立美術館国立国
際美術館分任契約担当
平成18年7月18日
役 建畠 晢 大阪市
北区中之島4-2-55

1,890,000

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

294

※

美術作品

(独)国立美術館国立国
際美術館分任契約担当
平成18年7月18日
役 建畠 晢 大阪市
北区中之島4-2-55

3,990,000

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

295

※

美術作品

(独)国立美術館国立国
際美術館分任契約担当
平成18年8月2日
役 建畠 晢 大阪市
北区中之島4-2-55

21,000,000

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

296

※

美術作品

(独)国立美術館国立国
際美術館分任契約担当
平成19年2月26日
役 建畠 晢 大阪市
北区中之島4-2-55

2,583,000

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

286

キャノンマーケティ
ングジャパン㈱
フルカラー複合機保守
大阪市北区梅田３－
３－１０

297

※

美術作品

(独)国立美術館国立国
際美術館分任契約担当
平成19年2月26日
役 建畠 晢 大阪市
北区中之島4-2-55

5,250,000

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

298

※

美術作品

(独)国立美術館国立国
際美術館分任契約担当
平成19年2月26日
役 建畠 晢 大阪市
北区中之島4-2-55

2,940,000

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

299

※

美術作品

(独)国立美術館国立国
際美術館分任契約担当
平成19年2月26日
役 建畠 晢 大阪市
北区中之島4-2-55

5,565,000

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

11

関西電力（株）
300 大阪市北区中之島３ 電力料（４月分）
－６－１６

(独)国立美術館国立国
際美術館分任契約担当
平成18年4月1日
役 建畠 晢 大阪市
北区中之島4-2-55

2,652,077

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

関西電力（株）
301 大阪市北区中之島３ 電力料（５月分）
－６－１６

(独)国立美術館国立国
際美術館分任契約担当
平成18年4月1日
役 建畠 晢 大阪市
北区中之島4-2-55

2,803,674

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

関西電力（株）
302 大阪市北区中之島３ 電力料（６月分）
－６－１６

(独)国立美術館国立国
際美術館分任契約担当
平成18年4月1日
役 建畠 晢 大阪市
北区中之島4-2-55

2,866,737

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

関西電力（株）
303 大阪市北区中之島３ 電力料（７月分）
－６－１６

(独)国立美術館国立国
際美術館分任契約担当
平成18年4月1日
役 建畠 晢 大阪市
北区中之島4-2-55

3,535,985

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

関西電力（株）
304 大阪市北区中之島３ 電力料（８月分）
－６－１６

(独)国立美術館国立国
際美術館分任契約担当
平成18年4月1日
役 建畠 晢 大阪市
北区中之島4-2-55

3,638,475

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

関西電力（株）
305 大阪市北区中之島３ 電力料（９月分）
－６－１６

(独)国立美術館国立国
際美術館分任契約担当
平成18年4月1日
役 建畠 晢 大阪市
北区中之島4-2-55

3,171,191

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

関西電力（株）
306 大阪市北区中之島３ 電力料（１０月分）
－６－１６

(独)国立美術館国立国
際美術館分任契約担当
平成18年4月1日
役 建畠 晢 大阪市
北区中之島4-2-55

2,887,975

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

関西電力（株）
307 大阪市北区中之島３ 電力料（１１月分）
－６－１６

(独)国立美術館国立国
際美術館分任契約担当
平成18年4月1日
役 建畠 晢 大阪市
北区中之島4-2-55

2,786,231

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

関西電力（株）
308 大阪市北区中之島３ 電力料（１２月分）
－６－１６

(独)国立美術館国立国
際美術館分任契約担当
平成18年4月1日
役 建畠 晢 大阪市
北区中之島4-2-55

2,592,587

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

関西電力（株）
309 大阪市北区中之島３ 電力料（１月分）
－６－１６

(独)国立美術館国立国
際美術館分任契約担当
平成18年4月1日
役 建畠 晢 大阪市
北区中之島4-2-55

2,773,445

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

関西電力（株）
310 大阪市北区中之島３ 電力料（２月分）
－６－１６

(独)国立美術館国立国
際美術館分任契約担当
平成18年4月1日
役 建畠 晢 大阪市
北区中之島4-2-55

2,896,183

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

関西電力（株）
311 大阪市北区中之島３ 電力料（３月分）
－６－１６

312 株式会社イトーキ

長焦点レンズほか

鹿島建物総合管理株
２トン積構内トレーラ
313
式会社

314 株式会社アクセス

高所作業車ほか

株式会社スタンダー
業務用簡易無線機
315
ド

316 株式会社ユーエン

コンテナ搬入ほか

(独)国立美術館国立国
際美術館分任契約担当
平成18年4月1日
役 建畠 晢 大阪市
北区中之島4-2-55
(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2
(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2
(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2
(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2
(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

日本ビクター株式会 館内案内ディスプレイ
317
社
表示ソフトウェア

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

三幸ファシリー
318
ティーズ株式会社

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

319

ベンチほか

株式会社清和ビジネ
商品陳列台ほか
ス

アイ・スタイラーズ
ベンチ（展示室）
320
株式会社

321 株式会社きんでん

紫外線吸収膜付蛍光灯

322 タキヤ株式会社

結界ほか

323 株式会社印象社

開館記念展鑑賞
ガイドブック

株式会社丹青ディス
開館記念展展示台作成
324
プレイ

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2
(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2
(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2
(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2
(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2
(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

2,921,932

随意契約

契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。（会計規程第２３
条第１項第１号）

その他

随意契約によらざるを得ないもの

平成18年8月7日

3,446,625

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項４号
国において定める随意契約の限
度額を超える契約で法人の定め
る限度額を下回る契約

見直の余地あり 20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

平成18年9月15日

2,019,150

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項４号
国において定める随意契約の限
度額を超える契約で法人の定め
る限度額を下回る契約

見直の余地あり 20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

平成18年11月10日

4,987,500

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項４号
国において定める随意契約の限
度額を超える契約で法人の定め
る限度額を下回る契約

見直の余地あり 20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

平成18年11月28日

3,255,000

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項４号
国において定める随意契約の限
度額を超える契約で法人の定め
る限度額を下回る契約

見直の余地あり 20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

平成18年11月9日

2,472,750

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項４号
国において定める随意契約の限
度額を超える契約で法人の定め
る限度額を下回る契約

見直の余地あり 20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

平成19年1月9日

4,557,000

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項４号
国において定める随意契約の限
度額を超える契約で法人の定め
る限度額を下回る契約

見直の余地あり 20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

平成18年12月15日

4,986,660

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項４号
国において定める随意契約の限
度額を超える契約で法人の定め
る限度額を下回る契約

見直の余地あり 20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

平成18年12月25日

4,845,697

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項４号
国において定める随意契約の限
度額を超える契約で法人の定め
る限度額を下回る契約

見直の余地あり 20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

平成19年2月8日

2,441,250

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項４号
国において定める随意契約の限
度額を超える契約で法人の定め
る限度額を下回る契約

見直の余地あり 20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

平成18年8月7日

4,914,000

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項４号
国において定める随意契約の限
度額を超える契約で法人の定め
る限度額を下回る契約

見直の余地あり 20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

平成18年11月27日

4,488,225

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項４号
国において定める随意契約の限
度額を超える契約で法人の定め
る限度額を下回る契約

見直の余地あり 20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

平成18年11月15日

2,362,500

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項４号
国において定める随意契約の限
度額を超える契約で法人の定め
る限度額を下回る契約

見直の余地あり 20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

4,594,380

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項４号
国において定める随意契約の限
度額を超える契約で法人の定め
る限度額を下回る契約

見直の余地あり 20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

平成18年12月1日

8

325 幸和商事株式会社

326 株式会社イトーキ

327 幸和商事株式会社

カーテンほか

テラス用什器一式

置型式案内板ほか

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2
(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2
(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

鹿島・大成・松村特
328 定建設工事共同企業 ４階資料室改修工事
体

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

鹿島・大成・松村特
329 定建設工事共同企業 ４階館長室改修工事
体

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

330 株式会社イトーキ

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
電動バトン設備追加工事 当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
沖ウィンテック株式 音声自動応答装置設置等 当役 林田英樹
331
会社
作業
港区六本木7-22-2

東陶エンジニアリン
WL・多目的トイレ工事
332
グ株式会社

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

カフェ・レストランの
フィルム工事

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

333 内木ガラス商会

平成18年12月11日

2,863,938

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項４号
国において定める随意契約の限
度額を超える契約で法人の定め
る限度額を下回る契約

見直の余地あり 20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

平成19年2月2日

4,449,396

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項４号
国において定める随意契約の限
度額を超える契約で法人の定め
る限度額を下回る契約

見直の余地あり 20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

平成19年2月23日

4,435,200

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項４号
国において定める随意契約の限
度額を超える契約で法人の定め
る限度額を下回る契約

見直の余地あり 20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

平成18年5月12日

3,671,850

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項3号ホ

見直の余地あり 20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

平成18年4月17日

4,987,500

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項3号ホ

見直の余地あり 20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

平成19年1月29日

3,410,400

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項４号
国において定める随意契約の限
度額を超える契約で法人の定め
る限度額を下回る契約

見直の余地あり 20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

平成19年2月28日

4,989,600

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項４号
国において定める随意契約の限
度額を超える契約で法人の定め
る限度額を下回る契約

見直の余地あり 20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

平成19年2月15日

3,937,500

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項４号
国において定める随意契約の限
度額を超える契約で法人の定め
る限度額を下回る契約

見直の余地あり 20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

平成19年3月7日

4,882,500

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項４号
国において定める随意契約の限
度額を超える契約で法人の定め
る限度額を下回る契約

見直の余地あり 20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

5,352,690

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項１号
タクシー運賃については、関東
地区においては関東運輸局の認
可運賃に基づいており、現在の
ところ各社とも同一の認可運賃
となっており、タクシーの借り
上げにあたっては各事業者間に
おける競争性が存在しないた
め、利用実績及び保有台数の多
い東京都個人タクシー組合と随
意契約するのもである。

平成18年10月1日

3,841,450

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項４号
国において定める随意契約の限
度額を超える契約で法人の定め
る限度額を下回る契約

平成18年4月3日

2,906,862

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項１号
複写機が同社の製品であり、同
社以外迅速かつ適切な保守対応
をすることが困難なため

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

334

東京都個人タクシー
タクシー利用料金
協同組合

335 大和自動車交通

336

乗用自動車専属雇上げ

富士ゼロックス株式
電子複写機保守料金
会社

平成18年4月3日

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2
(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

その他

単価契約
初 乗 運 賃
２キロメー
トルまで６
５０円
加 算 運 賃
２８０メー
トルまでを
増すごとに
８０円ほか

公募に移行
（20年度契約から）

単価契約
基本料金
８時間又は
走行１２０
ｋｍまで２
８，８００

見直の余地あり 20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

その他

随意契約によらざるを得ないもの

14

単価契約
１枚につき
5.29円
（10,000枚
まで）ほか

337 株式会社アデコ

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

派遣業務

平成18年4月3日

5,052,518

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項４号
国において定める随意契約の限
度額を超える契約で法人の定め
る限度額を下回る契約

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

338

エヌ・ティ・ティ・
ハローダイヤル
番号情報

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
株式会社日本スタデ 開館記念展駅ばり広告媒 当役 林田英樹
339
オ
体料
港区六本木7-22-2

340 株式会社廣済堂

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
設備・備品システム構築 当役 林田英樹
港区六本木7-22-2
(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

株式会社図書館流通
配架業務
341
センター

342 株式会社廣済堂

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
展覧会情報収集・提供シ 当役 林田英樹
ステム構築
港区六本木7-22-2

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
鹿島建物総合管理株 別館防虫フィルム貼り作 当役 林田英樹
343
式会社
業
港区六本木7-22-2
(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
株式会社丹青ディス 開館記念展 会場装飾作 当役 林田英樹
344
プレイ
業（コーネリア）
港区六本木7-22-2

鹿島建物総合管理株
審査室E防音壁設置作業
345
式会社

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
六本木商店街新興組 六本木ストリートフラッ 当役 林田英樹
346
合
グ掲出
港区六本木7-22-2

「Double
347 Huntington T.Block
険料

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
Dinner」等保 当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

株式会社図書館流通
閲覧業務
348
センター

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

単価契約
1,950円／ｈ
超過勤務
2,437円/ｈ

見直の余地あり 20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

平成18年7月6日

2,940,918

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項１号
他の国立美術館等の情報案内
サービスも行っており、豊富な
実績を有しており，回線数も多
数持っていることから一時期に
大量の問い合わせがあった際に
も対応が可能であることから、
随意契約を行うものとする

平成18年8月28日

2,356,200

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項４号
国において定める随意契約の限
度額を超える契約で法人の定め
る限度額を下回る契約

見直の余地あり 20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

平成18年10月2日

3,281,250

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項４号
国において定める随意契約の限
度額を超える契約で法人の定め
る限度額を下回る契約

見直の余地あり 20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

平成18年10月23日

1,172,807

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項４号
国において定める随意契約の限
度額を超える契約で法人の定め
る限度額を下回る契約

見直の余地あり 20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

平成18年11月1日

3,937,500

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項４号
国において定める随意契約の限
度額を超える契約で法人の定め
る限度額を下回る契約

見直の余地あり 20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

平成18年11月2日

1,932,000

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項４号
国において定める随意契約の限
度額を超える契約で法人の定め
る限度額を下回る契約

見直の余地あり 20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

平成18年11月6日

3,924,060

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項４号
国において定める随意契約の限
度額を超える契約で法人の定め
る限度額を下回る契約

見直の余地あり 20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

平成18年12月8日

1,995,000

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項４号
国において定める随意契約の限
度額を超える契約で法人の定め
る限度額を下回る契約

見直の余地あり 20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

平成18年12月11日

2,520,000

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項１号
特定の者以外に契約できないた
め

その他

随意契約によらざるを得ないもの

12

平成19年1月5日

2,262,697

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項１号
特定の者以外に契約できないた
め

その他

随意契約によらざるを得ないもの

18

平成19年1月5日

2,845,405

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項４号
国において定める随意契約の限
度額を超える契約で法人の定め
る限度額を下回る契約

その他

随意契約によらざるを得ないもの

見直の余地あり 20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

8

単価契約
基本料
31,935円ほ
か

単価契約
10,500円／
人ほか

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
鹿島建物総合管理株
開館記念式典運営業務費 当役 林田英樹
349
式会社
港区六本木7-22-2

350 株式会社ひらまつ

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
開館記念式典、祝賀会飲 当役 林田英樹
食提供業務
港区六本木7-22-2

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
ヤマトロジスティク
バックヤード等管理業務 当役 林田英樹
351
ス株式会社
港区六本木7-22-2

The Museum of
352
Modern Art

作品保険料ほか

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

(独)国立美術館 国立
開館記念展図書・カタロ 新美術館 分任契約担
有限責任中間法人美
グ、ガイドブック等著作 当役 林田英樹
353
術著作権協会
港区六本木7-22-2
権使用料

354 東京電力株式会社

電気料

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

平成19年1月9日

4,987,500

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項４号
国において定める随意契約の限
度額を超える契約で法人の定め
る限度額を下回る契約

見直の余地あり 20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

平成19年1月10日

4,950,000

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項４号
国において定める随意契約の限
度額を超える契約で法人の定め
る限度額を下回る契約

見直の余地あり 20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの

平成19年1月16日

3,683,925

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項４号
国において定める随意契約の限
度額を超える契約で法人の定め
る限度額を下回る契約

見直の余地あり 企画競争を実施(１９年度より）

平成19年3月16日

3,232,639

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項１号
特定の者以外に契約できないた
め

その他

随意契約によらざるを得ないもの

18

平成19年1月10日

1,374,224

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項１号
特定の者以外に契約できないた
め

その他

随意契約によらざるを得ないもの

12

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項１号
特定の者以外に契約できないた
め

見直の余地あり 随意契約によらざるを得ないもの

8

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項１号
特定の者以外に契約できないた
め

見直の余地あり 随意契約によらざるを得ないもの

8

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項１号
特定の者以外に契約できないた
め

見直の余地あり 随意契約によらざるを得ないもの

8

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項１号
特定の者以外に契約できないた
め

見直の余地あり 随意契約によらざるを得ないもの

8

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項１号
特定の者以外に契約できないた
め

見直の余地あり 随意契約によらざるを得ないもの

8

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項１号
特定の者以外に契約できないた
め

見直の余地あり 随意契約によらざるを得ないもの

8

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項１号
特定の者以外に契約できないた
め

見直の余地あり 随意契約によらざるを得ないもの

8

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項１号
特定の者以外に契約できないた
め

見直の余地あり 随意契約によらざるを得ないもの

8

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項１号
特定の者以外に契約できないた
め

見直の余地あり 随意契約によらざるを得ないもの

8

平成18年6月23日
7,574,078

355 東京電力株式会社

電気料

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

平成18年7月23日
11,384,791

356 東京電力株式会社

電気料

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

平成18年8月23日
13,111,300

357 東京電力株式会社

電気料

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

平成18年9月23日
17,784,039

358 東京電力株式会社

電気料

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

平成18年10月23日
16,108,831

359 東京電力株式会社

電気料

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

平成18年11月23日
11,507,418

360 東京電力株式会社

電気料

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

平成18年12月23日
11,854,341

361 東京電力株式会社

電気料

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

平成19年1月23日
13,679,100

362 東京電力株式会社

電気料

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

平成19年2月28日
14,567,748

363 東京電力株式会社

電気料

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

平成19年3月23日

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項１号
特定の者以外に契約できないた
め

見直の余地あり 随意契約によらざるを得ないもの

8

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項１号
特定の者以外に契約できないた
め

見直の余地あり 随意契約によらざるを得ないもの

8

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項１号
特定の者以外に契約できないた
め

見直の余地あり 随意契約によらざるを得ないもの

8

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項１号
特定の者以外に契約できないた
め

見直の余地あり 随意契約によらざるを得ないもの

8

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項１号
特定の者以外に契約できないた
め

見直の余地あり 随意契約によらざるを得ないもの

8

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項１号
特定の者以外に契約できないた
め

見直の余地あり 随意契約によらざるを得ないもの

8

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項１号
特定の者以外に契約できないた
め

見直の余地あり 随意契約によらざるを得ないもの

8

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項１号
特定の者以外に契約できないた
め

見直の余地あり 随意契約によらざるを得ないもの

8

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項１号
特定の者以外に契約できないた
め

見直の余地あり 随意契約によらざるを得ないもの

8

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項１号
特定の者以外に契約できないた
め

見直の余地あり 随意契約によらざるを得ないもの

8

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項１号
特定の者以外に契約できないた
め

見直の余地あり 随意契約によらざるを得ないもの

8

13,253,744

364 東京ガス株式会社

ガス料金

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

平成18年7月5日
2,724,631

365 東京ガス株式会社

ガス料金

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

平成18年8月3日
4,044,222

366 東京ガス株式会社

ガス料金

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

平成18年9月5日
7,404,492

367 東京ガス株式会社

ガス料金

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

平成18年10月5日
10,881,455

368 東京ガス株式会社

ガス料金

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

平成18年11月7日
9,056,708

369 東京ガス株式会社

ガス料金

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

平成18年12月6日
5,966,601

370 東京ガス株式会社

ガス料金

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

平成19年1月10日
10,911,161

371 東京ガス株式会社

ガス料金

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

平成19年2月6日
9,973,014

372 東京ガス株式会社

ガス料金

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

平成19年3月6日
8,710,056

373 東京ガス株式会社

ガス料金

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

平成19年3月31日
9,129,522

374 東京都水道局

375 東京都水道局

376 東京都水道局

水道代

水道代

水道代

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2
(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2
(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

平成19年7月11日

1,121,365

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項１号
特定の者以外に契約できないた
め

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

平成19年8月8日

1,349,892

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項１号
特定の者以外に契約できないた
め

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

平成19年9月7日

1,861,632

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項１号
特定の者以外に契約できないた
め

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

377 東京都水道局

378 東京都水道局

379 東京都水道局

380 東京都水道局

381 東京都水道局

382 東京都水道局

383 東京都水道局

水道代

水道代

水道代

水道代

水道代

水道代

水道代

(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2
(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2
(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2
(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2
(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2
(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2
(独)国立美術館 国立
新美術館 分任契約担
当役 林田英樹
港区六本木7-22-2

平成19年10月6日

2,651,306

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項１号
特定の者以外に契約できないた
め

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

平成19年11月8日

1,339,453

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項１号
特定の者以外に契約できないた
め

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

平成19年12月6日

1,199,259

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項１号
特定の者以外に契約できないた
め

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

平成19年1月12日

1,783,276

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項１号
特定の者以外に契約できないた
め

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

平成19年2月19日

2,449,179

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項１号
特定の者以外に契約できないた
め

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

平成19年3月9日

3,476,931

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項１号
特定の者以外に契約できないた
め

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

平成19年3月31日

3,971,921

随意
契約

独立行政法人国立美術館会計規
則第２３条一項１号
特定の者以外に契約できないた
め

その他

随意契約によらざるを得ないもの

8

合計

2,200,467,454

※は、美術作品・映画フィルムのため、契約の相手方の商号又は名称及び住所は非公開
（注１）本表は、平成18年度に締結した支出原因契約であって随意契約（予定価格が少額である場合（予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第99条第二号、第三号、第四号又は第七号の金額を超えないもの）を除
く。）のうち、「特殊法人等」、「独立行政法人」、「当該独立行政法人の主務省と同一の所管に属する公益法人」及び「再就職者がいる民間法人」以外の者（その他の公益法人、民間法人等）との契約を記載する。
なお、特殊法人等とは、特殊法人又は認可法人を指し、独立行政法人等とは、独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第１項に規定する独立行政法人又は国立大学法人法（平成15年法律第112号）
第２条第１項及び第３項に規定する法人を指す。
（注２）単価契約の場合は、契約金額欄に調達総額を記載し、備考欄に単価契約である旨及び単価を記載する。
（注３）随意契約によることとした理由は、説明責任を十分に果たせるよう具体的かつ詳細に記載すること。
（注４）契約種類は、競争性のない随意契約については「随意契約」、企画競争又は公募による随意契約については「企画競争・公募」と記載すること。
（注５）見直しの結果は、「問題あり」、「見直しの余地あり」又は「その他」に分類すること。
（注６）講ずる措置は、「20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの」、「競争入札に移行」、「企画競争を実施」、「公募を実施」又は「随意契約によらざるを得ないもの」に分類し、（
補足すること。ただし、見直すことは決まっているが現段階で確定的に記載できない場合は、「競争入札若しくは企画競争に移行」等の記載とすることができる。
なお、平成18年度に不落・不調随意契約であったものについては、「20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの」に該当する場合を除き、「競争入札に移行」に分類すること。
（注７）「類型区分」欄には、別添の「随意契約事由別 類型早見表」の類型区分(１～12)の番号を記載する。その他以下に該当する番号を記載する。
・緊急の必要により競争に付することができない場合「１３」
・競争に付することが不利と認められる場合「１４」
・秘密の保持が必要とされている場合「１５」
・競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がない場合「１６」
・特例政令に相当する規定に該当する場合「１７」
・その他、１から１７並びに１９及び２０の類型区分に分類できないものについては「１８」
・見直し後においても、なお、国において定める随意契約の限度額を超える契約で法人の定める限度額を下回る契約とする場合については「１９」
・見直し後においても、なお、包括条項（バスケットクローズ）に該当する契約とする場合については「２０」

）で移行時期等を

