
 
随意契約見直し計画 

 
平成 19 年 12 月 

国立大学法人山梨大学 
 
１．随意契約の見直し計画 

（１）平成１８年度において、締結した随意契約について点検・見直し
を行い、以下のとおり、随意契約によることが真にやむを得ないもの
を除き、直ちに一般競争入札等に移行するものとし、遅くとも２０
年度から全て一般競争入札等に移行することとした。 

【全体】 
平成１８年度実績 見直し後 

  
件数 金額（百万円） 件数 金額（百万円） 

（  9％） （  24％）事務・事業を取り止めたもの 

（１８年度限りのものを含む。） 5 250

（  29％） （  11％）
競争入札 

16 113

（  2％） （  1％）

一
般
競
争
入
札
等 

企画競争 
（  ％）

   0

（ 0％）

0 1 11

（100％） （100％） （  60％） （  64％）
随意契約 

55 1049 33 675

（100％） （100％） （100％） （100％）
合   計 

55 1049 55 1049

（注１)見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの 
（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【同一所管法人等】 
平成１８年度実績 見直し後 

  
件数 金額（百万円） 件数 金額（百万円） 

（  0％） （  0％）事務・事業を取り止めたもの 

（１８年度限りのものを含む。） 0 0

（  0％） （  0％）
競争入札 

0 0

（  0％） （  0％）

一
般
競
争
入
札
等 

企画競争 
（  0％）

        0

（  0％）

             0 0 0

（100％） （100％） （100％） （100％）
随意契約 

1 131 1 131

（100％） （100％） （100％） （100％）
合   計 

        1           131         1              1

（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの 
（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある 
 
【同一所管法人等以外の者】 

平成１８年度実績 見直し後 
  

件数 金額（百万円） 件数 金額（百万円） 

（  9％） （  27％）事務・事業を取り止めたもの 

（１８年度限りのものを含む。） 5 250

（  30％） （  13％）
競争入札 

16 113

（  2％） （  1％）

一
般
競
争
入
札
等 

企画競争 
（  ％）

   0

（ 0％）

0 1 11

（100％） （100％） （  59％） （  59％）
随意契約 

54 918 32 544

（100％） （100％） （100％） （100％）
合   計 

54 918 54 918

（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの 
（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある 
 
 
 
 



２．随意契約見直し計画の達成へ向けた具体的取り組み及び移行時期 
平成２０年１月までに、以下の措置を講じ、随意契約によること

が真にやむを得ないもの以外は、平成２０年度から一般競争入札等

による契約に移行することとする。 
 
（１）総合評価方式による契約の導入拡大 
 ① 情報システム、医療技術製品及び公共工事の設計業務など、既

に総合評価落札方式が導入されている分野に加え、研究開発、調

査研究、広報業務など、総合評価落札方式によることが必要と思

われる調達分野については、文部科学省が策定する総合評価落札

方式ガイドラインに準じて導入を図るものとする。 
 ② 総合評価方式による一般競争入札マニュアルの作成 
   総合評価方式による一般競争への移行を支援するための運用上

の基本的な事項を定めた業務マニュアルについて検討をおこない、

仕様書の作成や予定価格の設定等の各種入札手順を作成する。 
 ③ ワーキング等の設置 
   上記の措置を実施するため、学内ワーキングを設置するととも

に、関係部局の職員との協力・連携体制を整備する。 
 
（２） 競争性等を向上させた統一的な企画競争の導入 
① 一般競争入札が馴染まない場合についても、統一的な企画競争

に移行することとし、公平性、公正性、透明性を確保するととも

に競争性を高める。 
② 公募については全て文部科学省又は国立大学法人山梨大学ホー

ムページに掲載する。 
 

（３）その他の委託契約等の取扱い 
① 委託契約等のうち随意契約によることが真にやむを得ないもの

を除いては、原則として、総合評価落札方式を含む一般競争入札

による契約へ移行する。 
② 総合評価落札方式に係る評価基準など総合評価落札方式ガイドラ

インが策定されたものについては、平成２０年４月以降、順次総

合評価落札方式による契約へ移行する。 
 
（４）複数年度契約の拡大 
① 業務内容により複数年度契約が可能な業務の洗い出しを早期に

行うものとする。 
 ② 研究開発やシステム関連等の複数年度にわたる契約や、賃貸借



及び設備、物品等の購入と不可分な関係にある保守点検業務等は、

複数年度を前提とした契約へ順次移行するもとする。 
  
（５）入札手続きの効率化 
① 多数の調達案件が一般競争入札等による契約へ移行することに

伴い、業務量が増加することから、これらに対応するための契約

事務体制の整備についての検討を行うものとする。 
 ② 一般競争入札の拡大に伴う業務量の増加を勘案し、電子入札の

拡大や公告の方法等について検討を行うものとする。 
 
（注）個別の契約の移行時期及び手順については、「随意契約の点検・

見直しの状況」に記載 



様式３－２

（法人名：国立大学法人山梨大学）

件数
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役

務等の名称及び数量

契約担当者の氏名並び
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
類型
区分

備考

1

株式会社　日本ネッ
トワークサービス
甲府ＣＡＴＶ局
甲府市富士見１－4
－24

キャンパス間接続用光
ファイバーケーブル及び
光成端箱賃貸借契約

伏見幸夫
財務管理部会計課
甲府市武田４－４－３
７

平成18年4月1日 5191200 随意
契約

（山梨大学会計規則第１７条及
び契約規程第３２条第１項第1
号）
本契約の大前提として、次の６
項目の使用目的ごとに周波数帯
域のシェア（分割）が大学側で
行える必要がある。
１一般的なキャンパス間通信
２高セキュリティレベルが必要
　な事務専用回線
３キャンパス間音声通信（内戦
　電話網）
４キャンパス間ＴＶ会議回線
５キャンパス間遠隔講義用回線
６学生が利用する教務事務シス
　テム回線
　また、今後使用目的の増加や
両キャンパスにおけるネット
ワーク環境の整備，及び運用問
題の解決等を図る過程で、周波
数帯域の拡大・縮小等の調整を
大学で自由にコントロールでき
ることが必要となる。
　これらのことを踏まえ市場調
査を行ったところ、既にインフ
ラ整備が整い、山梨県内におい
て本学の条件を満たすのは
（株）日本ネットワークサービ
スだけであったことから、随意
契約とする。

見直の余地あり 19年度からは本学が定める小額随意契約

2

新日本監査法人　公
会計本部
東京都千代田区内幸
町2－2－3

会計監査契約

中村光宏
財務管理部会計課
甲府市武田４－４－３
８

平成18年7月3日 10300500 企画競争
・公募

（山梨大学会計規則第１７条及
び契約規程第３２条第１項第1
号）
国立大学法人（平成15年法律大
112号）第15条において準用する
独立行政法人通則（平成11年法
律大103号）第40条の規定に基づ
き文部科学大臣より会計監査人
として新日本監査法人が選任を
受けているるため、随意契約と
する。

その他（引続き
企画競争・公募
を実施）

公募を実施

3
株式会社　鈴木商館
東京都板橋区舟渡1
－12－11

強磁場極低温スピン
チェーン評価装置

松下清武
財務管理部会計課
甲府市武田４－４－３
９

平成18年12月15日 45150000
随意

契約（不
落）

（山梨大学会計規則第１７条及
び契約規程第３２条第１項第8
号）
一般競争に付したが応札者な
く、再度入札に付しても落札者
がないため随意契約とする。

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

東京ガスケミカル株
式会社
東京都港区芝公園2
－4－1

燃料電池実証システムに
おける既存設備の調整及
び機能追加

伏見幸夫
財務管理部会計課
甲府市武田４－４－３
７

平成18年12月25日 15015000 随意
契約

（山梨大学会計規則第１７条及
び契約規程第３２条第１項第1
号）
本機能に関しては平成１５年度
から本研究の共同研究者でる東
京ガスにて研究開発を進めてき
たものであり（特願2005－
341841（共願））同社のみが唯
一ノウハウを有している。
また、本機能についてのエンジ
ニアリング実施者としては、同
社の子会社ある東京ガスケミカ
ルのみが唯一実施している。
さらに、山梨地区の都市ガス.
は、窒素分を含有しているた
め、これを除去する必要があり
前述２社は、この技術を有して
いることから、随意契約とす
る。

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年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況
【その他の者との契約】



様式３－２

（法人名：国立大学法人山梨大学）

件数
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役

務等の名称及び数量

契約担当者の氏名並び
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
類型
区分

備考

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況
【その他の者との契約】

5

富士通　株式会社
山梨支店
甲府市丸の内1－1－
10

財務会計システム運用支
援業務

松下清武
財務管理部会計課
甲府市武田４－４－３
９

平成19年3月22日 9055872 随意
契約

（山梨大学会計規則第17条及び
契約規則第32条第1項第1号）
本学では、富士通（株）製の財
務会計システムを導入してい
る。
同システムを運用する上で、本
学の方針に基づく各種マスタ設
定、業務フローの改善、サー
バー運用管理などが必要とな
る。また、問題が発生した場合
の対応や、今後の処理方法の変
更等に伴う機能の付与について
もプログラムの製作者である富
士通(株)にシステム運用全般に
関する支援を受ける必要があ
る。
　よって、同システムを開発し
た富士通（株）以外の業者では
対応が困難であるため、随意契
約とする。

その他
随意契約によらざるを得ないもの 14

6

エルゼビア・ビ－・
ブイ　サイエンス・
アンド・テクノロジ
－
オランダ王国アムス
テルダム市ラーダー
ヴェヒ29

サイエンス･ダイレクト
の利用

松下清武
財務管理部会計課
甲府市武田４－４－３
９

平成19年3月28日 24238282 随意
契約

（本学会計規則第１７条及び契
約規程第３２条第１項第１号）
本学が導入しようとするサイエ
ンスダイレクトは、エルゼビ
ア・サイエンスグループが発行
する約1,200タイトルのフルテキ
ストの閲覧、検索、印刷を可能
にしている。
これら最先端の高品質な技術情
報は、教育研究支援環境を整え
る上に必要なものであり、利用
者のニーズにあった資料の収集
という点から、サイエンス･ダイ
レクトを導入するものである｡
2007年版サイエンス・ダイレク
トの利用について日本国内にお
ける販売は、エルゼビア･ビー・
ブイ サイエンス・アンド・テク
ノロジーが直接おこなってい
る。以上の理由により、契約の
目的が競争を許さないものと判
断し、随意契約とする。

その他
随意契約によらざるを得ないもの 12



様式３－２

（法人名：国立大学法人山梨大学）

件数
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役

務等の名称及び数量

契約担当者の氏名並び
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
類型
区分

備考

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況
【その他の者との契約】

7

富士ゼロックス山梨
株式会社山梨県甲府
市丸の内　３―３２
―１２

複写機の賃貸借契約

中村光宏
財務管理部会計課
甲府市武田４－４－３
７

平成18年3月30日 6495300 随意
契約

（山梨大学会計規則第１７条及
び契約規程第３２条第１項第1
号）
複写機の賃貸借契約に当たって
は、借料の外に保守料が占める
割合を考慮する必要がある。
ついては、次の項目を使用目的
（設置場所）ごと検討し機器を
決定した。
１利用者が複数のため使用目的
　あった利便性が整っているこ
　と。
２複写機のセキュリティレベル
　及び社員教育のモラルが徹底
　していること。
３印刷の機能が多彩なことも加
　え、使用目的あった様々な付
　加機能を有していること。
４複数枚数が多いため、耐久性
　に優れ故障がないこと
５複写機は、機能維持の保守が
　不可欠のため、保守料金が安
　価で、サービス体制が迅速に
　対応できること。
６環境対応に優れていること。
　また、将来個人情報保護や複
　写枚数の削減に向けて一括管
　理が可能なシステムを大学で
　自由にコントロールできるこ
　とが必要となる。
これらのことを踏まえ使用場所
で機器の選定を行った結果、山
梨県内において本学の条件を満
たすのは同社だけであることか
ら、随意契約とする。

見直の余地あり 一般競争入札に移行(平成20年度契約から）

賃貸
借契
約
（Ｈ
19
.4.1
～Ｈ
20.3.
31）

8

富士ゼロックス山梨
株式会社山梨県甲府
市丸の内　３―３２
―１２

複写機の保守契約

中村光宏
財務管理部会計課
甲府市武田４－４－３
７

平成18年3月30日 16455532 随意
契約

（山梨大学会計規則第１７条及
び契約規程第３２条第１項第1
号）
ゼロックス複写機保守契約の対
象となる機器の契約の相手方は
全て山梨ゼロックス株式会社で
あり、ゼロックスの複写機の賃
貸借・保守に関しては、代理店
を通さずメーカーとの直接契約
となっている。
また、常にメンテナンスや消耗
品の補充を必要とする複写機の
保守の契約は、当該機器に精通
した、機器の購入先または賃貸
借契約の相手方と締結すること
が望ましい。
なぜなら保守契約のみを別の相
手方と締結すると、故障時の責
任の所在が不明確になり無用
なトラブルを引き起こす可能性
があるためである。
さらに山梨ゼロックス株式会社
については昨年度も同様の保守
契約を締結しており、何ら問題
なく当該複写機の良好な状態を
維持することができた。
よって、今年度も契約を締結す
ることが本学にとって有利かつ
適切であると判断し、本学の条
件を満たすのは同社だけである
ことから、随意契約とする。

見直の余地あり 一般競争入札に移行(平成20年度契約から）

単価
契約
（Ｈ
19
.4.1
～Ｈ
20.3.
31）



様式３－２

（法人名：国立大学法人山梨大学）

件数
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役

務等の名称及び数量

契約担当者の氏名並び
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
類型
区分

備考

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況
【その他の者との契約】

9

Swets Information
Services BV
Heereweg 347
B,2161 CA Lisse
The Nethernands

外国雑誌（ACI
Materials Journal &
ACI Structural Journal
外）

国立大学法人山梨大学
長　貫井英明
山梨県甲府市武田4-4-
37

平成18年4月1日 25,227,718 随意
契約

外国雑誌の刊行は、毎年１月か
ら１２月号をもって１サイクル
として出版され、かつ、出版さ
れる前年の秋頃に予約をする国
際商慣習がある。２００６年版
の購入をするに当たって昨年１
０月に７業者により見積合わせ
を実施した結果、最低価格の
Swets Information Services BV
に予約をしている。以上の理由
により、契約の目的が競争を許
さないものと判断し、本学会計
規則第１７条及び契約規程第３
２条第１項第１号により、Swets
Information Services BVと随意
契約をするものである

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18

10
ユサコ（株）
東京都港区東麻布2-
17-12

2006年版Wiley
InterScience電子ジャー
ナル及び外国雑誌
（Journal of Research
in Science Teaching
外）

国立大学法人山梨大学
長　貫井英明
山梨県甲府市武田4-4-
37

平成18年4月1日 5,186,471 随意
契約

外国雑誌の刊行については、毎
年１月から１２月号をもって１
サイクルとして出版され、出版
される前年の秋頃に予約をする
国際商慣習がある。ついては、
Wiley社の電子ジャーナルと冊子
体（外国雑誌）は取り扱う代理
店を統一することにより、冊子
体料金が特別価格（定価の１
０％）で購入可能となるため
に、昨年１１月、６業者による
電子ジャーナルと外国雑誌を
セットにした見積り合せを実施
し、最低価格のユサコ株式会社
を契約予定業者とした。以上の
理由により、契約の目的が競争
を許さないものと判断し、本学
会計規則第１７条及び契約規程
第３２条第１項第１号により、
２ ０ ０ ６ 年 版 Wiley
InterScience電子ジャーナルの
サービス及びWiley社の外国雑誌
の納入について、ユサコ株式会
社と随意契約をするものであ
る。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18

11

甲府市水道事業管理
者 山梨県甲府市丸
の内　３―３２―１
２

上水道
土屋　豊
医学部　中央市下河東
１１１０

４・５月分 5,916,012 随意
契約

山梨大学会計規則第１７条及び
契約規程第３２条第１項第6号
山梨大学医学部の所在地である
中央市の上水道は、「甲府市水
道事業」として供給することが
甲府市の条例により定められて
いるため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

12

甲府市水道事業管理
者 山梨県甲府市丸
の内　３―３２―１
２

上水道
土屋　豊
医学部　中央市下河東
１１１０

６・７月分 6,155,579 随意
契約

山梨大学会計規則第１７条及び
契約規程第３２条第１項第6号
山梨大学医学部の所在地である
中央市の上水道は、「甲府市水
道事業」として供給することが
甲府市の条例により定められて
いるため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

13

甲府市水道事業管理
者 山梨県甲府市丸
の内　３―３２―１
２

上水道
土屋　豊
医学部　中央市下河東
１１１０

８・９月分 6,359,928 随意
契約

山梨大学会計規則第１７条及び
契約規程第３２条第１項第6号
山梨大学医学部の所在地である
中央市の上水道は、「甲府市水
道事業」として供給することが
甲府市の条例により定められて
いるため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8
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平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況
【その他の者との契約】

14

甲府市水道事業管理
者 山梨県甲府市丸
の内　３―３２―１
２

上水道
土屋　豊
医学部　中央市下河東
１１１０

10・11月分 5,636,965 随意
契約

山梨大学会計規則第１７条及び
契約規程第３２条第１項第6号
山梨大学医学部の所在地である
中央市の上水道は、「甲府市水
道事業」として供給することが
甲府市の条例により定められて
いるため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

15

甲府市水道事業管理
者 山梨県甲府市丸
の内　３―３２―１
２

上水道
土屋　豊
医学部　中央市下河東
１１１０

12・１月分 5,873,390 随意
契約

山梨大学会計規則第１７条及び
契約規程第３２条第１項第6号
山梨大学医学部の所在地である
中央市の上水道は、「甲府市水
道事業」として供給することが
甲府市の条例により定められて
いるため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

16

甲府市水道事業管理
者 山梨県甲府市丸
の内　３―３２―１
２

上水道
土屋　豊
医学部　中央市下河東
１１１０

２・３月分 5,924,099 随意
契約

山梨大学会計規則第１７条及び
契約規程第３２条第１項第6号
山梨大学医学部の所在地である
中央市の上水道は、「甲府市水
道事業」として供給することが
甲府市の条例により定められて
いるため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

17中央市役所水道課所
中央市成島２２６６

下水道
土屋　豊
医学部　中央市下河東
１１１０

10・11月分 5,014,149 随意
契約

山梨大学会計規則第１７条及び
契約規程第３２条第１項第6号
山梨大学医学部の所在地である
中央市の下水道は、「中央市下
水道事業」として使用すること
が中央市の条例により定められ
ているため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

18中央市役所水道課所
中央市成島２２６６

下水道
土屋　豊
医学部　中央市下河東
１１１０

２・３月分 5,259,177 随意
契約

山梨大学会計規則第１７条及び
契約規程第３２条第１項第6号
山梨大学医学部の所在地である
中央市の下水道は、「中央市下
水道事業」として使用すること
が中央市の条例により定められ
ているため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

19

中巨摩地区広域事務
組合 　中巨摩郡昭
和町河東中島２０３
８－３

一般廃棄物処理
古屋峰夫
医学部　中央市下河東
１１１０

平成19年3月30日 6,086,880 随意
契約

山梨大学会計規則第１７条及び
契約規程第３２条第１項第1号
山梨大学医学部の所在地である
中央市の廃棄物処理は、「中巨
摩地区広域事務組合清掃セン
ターごみ処理場」を使用するこ
とが、「中巨摩地区広域事務組
合規約」により定められている
ため。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 4
単価
１６
円/㎏
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20
富士ゼロックス山梨
㈱　甲府市国母１－
３－７

電子複写機賃貸借料　一
式

野中富美香
医学部　中央市下河東
１１１０

平成19年3月30日 6,393,600 随意
契約

（山梨大学会計規則第１７条及
び契約規程第３２条第１項第1
号）
複写機の賃貸借契約に当たって
は、借料の外に保守料が占める
割合を考慮する必要がある。
ついては、次の項目を使用目的
（設置場所）ごと検討し機器を
決定した。
１利用者が複数のため使用目的
　あった利便性が整っているこ
　と。
２複写機のセキュリティレベル
　及び社員教育のモラルが徹底
　していること。
３印刷の機能が多彩なことも加
　え、使用目的あった様々な付
　加機能を有していること。
４複数枚数が多いため、耐久性
　に優れ故障がないこと
５複写機は、機能維持の保守が
　不可欠のため、保守料金が安
　価で、サービス体制が迅速に
　対応できること。
６環境対応に優れていること。
　また、将来個人情報保護や複
　写枚数の削減に向けて一括管
　理が可能なシステムを大学で
　自由にコントロールできるこ
　とが必要となる。
これらのことを踏まえ使用場所
で機器の選定を行った結果、山
梨県内において本学の条件を満
たすのは同社だけであることか
ら、随意契約とする。

見直しの余地あ
り

一般競争入札に移行
（20年度契約から）

21
富士ゼロックス山梨
㈱　甲府市国母１－
３－７

電子複写機保守契約　一
式

野中富美香
医学部　中央市下河東
１１１０

平成19年3月30日 13,414,707 随意
契約

（山梨大学会計規則第１７条及
び契約規程第３２条第１項第1
号）
ゼロックス複写機保守契約の対
象となる機器の契約の相手方は
全て山梨ゼロックス株式会社で
あり、ゼロックスの複写機の賃
貸借・保守に関しては、代理店
を通さずメーカーとの直接契約
となっている。
また、常にメンテナンスや消耗
品の補充を必要とする複写機の
保守の契約は、当該機器に精通
した、機器の購入先または賃貸
借契約の相手方と締結すること
が望ましい。
なぜなら保守契約のみを別の相
手方と締結すると、故障時の責
任の所在が不明確になり無用
なトラブルを引き起こす可能性
があるためである。
さらに山梨ゼロックス株式会社
については昨年度も同様の保守
契約を締結しており、何ら問題
なく当該複写機の良好な状態を
維持することができた。
よって、今年度も契約を締結す
ることが本学にとって有利かつ
適切であると判断し、本学の条
件を満たすのは同社だけである
ことから、随意契約とする。

見直しの余地あ
り

一般競争入札に移行
（20年度契約から）
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22
三井住友銀リース㈱
新宿区西新宿１－２
０－２　１２Ｆ

ゲート式職員駐車場設備
一式

古屋峰夫
医学部　中央市下河東
１１１０

平成18年10月1日 25,641,000 随意
契約

山梨大学会計規則第１７条及び
契約規程第３２条第１項第1号
駐車場委託業務を大学の直接管
理とし、大学が委託業者の複数
年契約を引継ぐため

その他 随意契約によらざるを得ないもの 14

23

(有)山梨地域医療研
究所
中央市下河東１１１
０

「元気生活ナビゲー
ター」ソフト　一式

海老名　庸
医学部　中央市下河東
１１１０

平成18年12月5日 5,000,000 随意
契約

山梨大学会計規則第１７条及び
契約規程第３２条第１項第1号
研究を推進するうえで活用でき
るシステムが他に存在せず、直
接販売であるため

その他 随意契約によらざるを得ないもの 12

24（株）子ども企画
中央市成島１５３０

どんぐり保育園管理運営
業務　一式

岡　智昭
医学部　中央市下河東
１１１０

平成19年3月30日 41,364,000 企画競争
・公募

山梨大学会計規則第１７条及び
契約規程第３２条第１項第1号
山梨大学事業所内保育園設置に
伴う運営業務委託業者選定委員
会要項の第３条により公募のた
め

その他 随意契約によらざるを得ないもの 14

25

ジーイー横河メディ
カルシステム（株）
山梨営業所
山梨県甲府市飯田２
－４－１

全身用Ｘ線コンピュータ
断層撮影装置修理（管球
交換）一式

石原正人
医学部 中央市下河東
１１１０

平成19年3月23日 9,977,100 随意契約

山梨大学会計規則第１７条及び
契約規程第３２条第１項第1号
契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。
装置の販売業者であり，県内唯
一の保守・点検・修理を行う業
者であること。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 14

26

ジーイー横河メディ
カルシステム（株）
山梨営業所
山梨県甲府市飯田２
－４－１

全身用コンピュータ断層
撮影装置修理一式

石原正人
医学部 中央市下河東
１１１０

平成18年5月26日 17,849,942 随意契約

山梨大学会計規則第１７条及び
契約規程第３２条第１項第1号
契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。
装置の販売業者であり，県内唯
一の保守・点検・修理を行う業
者であること。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 14

27

ジーイー横河メディ
カルシステム（株）
山梨営業所
山梨県甲府市飯田２
－４－１

全身用コンピュータ断層
撮影装置修理一式

石原正人
医学部 中央市下河東
１１１０

平成18年9月15日 8,310,188 随意契約

山梨大学会計規則第１７条及び
契約規程第３２条第１項第1号
契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。
装置の販売業者であり，県内唯
一の保守・点検・修理を行う業
者であること。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 14

28

東芝メディカルシス
テムズ（株）山梨支
店
山梨県甲府市相生
２ー４ー２０

Ｘ線ＣＴ装置用管球交換
一式

石原正人
医学部 中央市下河東
１１１０

平成18年6月9日 18,837,000 随意契約

山梨大学会計規則第１７条及び
契約規程第３２条第１項第1号
契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。
装置の販売業者であり，県内唯
一の保守・点検・修理を行う業
者であること。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 14

29

東芝メディカルシス
テムズ（株）山梨支
店
山梨県甲府市相生
２ー４ー２０

血管撮影装置修理一式
石原正人
医学部 中央市下河東
１１１０

平成18年10月5日 5,355,000 随意契約

山梨大学会計規則第１７条及び
契約規程第３２条第１項第1号
契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。
装置の販売業者であり，県内唯
一の保守・点検・修理を行う業
者であること。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 14

30

シーメンス旭メディ
テック（株）西東京
営業所
東京都品川区東五反
田3-2-14　高輪パー
クタワー

心臓血管連続撮影装置
「BICOR T.o.P]修理一式

石原正人
医学部 中央市下河東
１１１０

平成18年9月13日 18,375,000 随意契約

山梨大学会計規則第１７条及び
契約規程第３２条第１項第1号
契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。
装置の販売業者であり，県内唯
一の保守・点検・修理を行う業
者であること。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 14
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平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況
【その他の者との契約】

31

（株）Varian ME
メディカルシステム
ズ
東京都中央区日本橋
富沢町10-16　MY
ARK 日本橋ビル

三菱医用ライナック外保
守契約一式

石原正人
医学部 中央市下河東
１１１０

平成18年4月1日 12,862,500 随意契約

山梨大学会計規則第１７条及び
契約規程第３２条第１項第1号
契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。
装置の販売業者であり，県内唯
一の保守・点検・修理を行う業
者であること。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 14

32

シーメンス旭メディ
テック（株）西東京
営業所
東京都品川区東五反
田3-2-14　高輪パー
クタワー

心臓血管連続撮影装置保
守一式

石原正人
医学部 中央市下河東
１１１０

平成18年4月1日 8,812,991 随意契約

山梨大学会計規則第１７条及び
契約規程第３２条第１項第1号
契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。
装置の販売業者であり，県内唯
一の保守・点検・修理を行う業
者であること。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 14

33

東芝メディカルシス
テムズ（株）山梨支
店
山梨県甲府市相生
２ー４ー２０

CTスキャナ装置保守一式
石原正人
医学部 中央市下河東
１１１０

平成18年4月1日 5,402,250 随意契約

山梨大学会計規則第１７条及び
契約規程第３２条第１項第1号
契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。
装置の販売業者であり，県内唯
一の保守・点検・修理を行う業
者であること。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 14

34

（株）エスアールエ
ル
東京都立川市曙町２
－４１－１９

臨床検査委託料
木村美那
医学部 中央市下河東
１１１０

平成18年4月1日 62,303,768 随意契約

契約規程第32条第1項第１号
契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。
「臨床検査委託業者選定委員
会」において，緊急に大量の検
体検査が出来ること，またデー
タの継続性が必要であることに
よる。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 14単価
2,194

35
（株）ビーエムエル
東京都渋谷区千駄ケ
谷５－２１－３

臨床検査委託料
木村美那
医学部 中央市下河東
１１１０

平成18年4月1日 11,432,766 随意契約

山梨大学会計規則第１７条及び
契約規程第３２条第１項第1号
契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。
「臨床検査委託業者選定委員
会」において，緊急に大量の検
体検査が出来ること，またデー
タの継続性が必要であることに
よる。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 14単価
1,050

36

（株）三菱化学ビー
シーエル
東京都板橋区志村
３－３０－１

臨床検査委託料
木村美那
医学部 中央市下河東
１１１０

平成18年4月1日 17,013,068 随意契約

山梨大学会計規則第１７条及び
契約規程第３２条第１項第1号
契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。
「臨床検査委託業者選定委員
会」において，緊急に大量の検
体検査が出来ること，またデー
タの継続性が必要であることに
よる。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 14単価
1,659

37

山梨県赤十字血液セ
ンター
山梨県甲府市池田
１ー６ー１

血液製剤及び血液成分製
剤

大澤正弘
医学部 中央市下河東
１１１０

平成18年4月1日 116,762,316 随意契約

山梨大学会計規則第１７条及び
契約規程第３２条第１項第1号
契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。
「臨床検査委託業者選定委員
会」において，緊急に大量の検
体検査が出来ること，またデー
タの継続性が必要であることに
よる。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 14単価
5,752

38

山梨県赤十字血液セ
ンター
山梨県甲府市池田
１ー６ー１

血漿分画製剤
大澤正弘
医学部 中央市下河東
１１１０

平成18年4月1日 20,894,139 随意契約

山梨大学会計規則第１７条及び
契約規程第３２条第１項第1号
契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。
契約の相手が唯一であること。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 14単価
6,300
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【その他の者との契約】

39

国立大学附属病院長
会議事務局
東京都文京区本郷３
－２５－１３　グラ
ン　フォークスＶ本
郷ビル７Ｆ

平成18年度国立大学附属
病院損害賠償責任保険料

今井　桂
医学部 中央市下河東
１１１０

平成18年4月13日 17,319,706 随意契約

山梨大学会計規則第１７条及び
契約規程第３２条第１項第1号
契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。
契約の相手が唯一であること。
独自で行うより有利であるこ
と。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 14

40

マコト医科精機
（株）
山梨県甲府市飯田
１ー３ー３４

人工呼吸器一式賃貸借
石原正人
医学部 中央市下河東
１１１０

平成18年3月28日 5,233,794 随意契約

山梨大学会計規則第１７条及び
契約規程第３２条第１項第1号
契約の性質又は目的が競争を許
さないとき。
賃貸借について県内唯一の代理
店であり，保守・点検・修理を
行う業者であること。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 14

41
東京電力（株）甲府
支社
甲府市住吉5-15-1

電気料(工学部)４月分
望月　眞樹
財務管理部会計課
甲府市武田4-3-11

平成18年4月1日 5,021,661 随意
契約

平成１８年度以前に契約を締結
した長期継続契約(予算決算及び
会計令第１０２条の２第１号）
であり、このため以前の契約種
別が一定条件のもと、引き続き
適用されており、このことによ
り本来の契約種別と比較し、よ
り有利な金額であると判断し随
意契約とした。

見直の余地あり 競争入札若しくは企画競争に移行

42
東京電力（株）甲府
支社
甲府市住吉5-15-1

電気料(工学部)６月分
望月　眞樹
財務管理部会計課
甲府市武田4-3-11

平成18年6月1日 5,435,235 随意
契約

平成１８年度以前に契約を締結
した長期継続契約(予算決算及び
会計令第１０２条の２第１号）
であり、このため以前の契約種
別が一定条件のもと、引き続き
適用されており、このことによ
り本来の契約種別と比較し、よ
り有利な金額であると判断し随
意契約とした。

見直の余地あり 競争入札若しくは企画競争に移行

43
東京電力（株）甲府
支社
甲府市住吉5-15-1

電気料(工学部)７月分
望月　眞樹
財務管理部会計課
甲府市武田4-3-11

平成18年7月1日 6,286,231 随意
契約

平成１８年度以前に契約を締結
した長期継続契約(予算決算及び
会計令第１０２条の２第１号）
であり、このため以前の契約種
別が一定条件のもと、引き続き
適用されており、このことによ
り本来の契約種別と比較し、よ
り有利な金額であると判断し随
意契約とした。

見直の余地あり 競争入札若しくは企画競争に移行

44
東京電力（株）甲府
支社
甲府市住吉5-15-1

電気料(工学部)８月分
望月　眞樹
財務管理部会計課
甲府市武田4-3-11

平成18年8月1日 6,330,874 随意
契約

平成１８年度以前に契約を締結
した長期継続契約(予算決算及び
会計令第１０２条の２第１号）
であり、このため以前の契約種
別が一定条件のもと、引き続き
適用されており、このことによ
り本来の契約種別と比較し、よ
り有利な金額であると判断し随
意契約とした。

見直の余地あり 競争入札若しくは企画競争に移行

45
東京電力（株）甲府
支社
甲府市住吉5-15-1

電気料(工学部)９月分
望月　眞樹
財務管理部会計課
甲府市武田4-3-11

平成18年9月1日 5,804,917 随意
契約

平成１８年度以前に契約を締結
した長期継続契約(予算決算及び
会計令第１０２条の２第１号）
であり、このため以前の契約種
別が一定条件のもと、引き続き
適用されており、このことによ
り本来の契約種別と比較し、よ
り有利な金額であると判断し随
意契約とした。

見直の余地あり 競争入札若しくは企画競争に移行

46
東京電力（株）甲府
支社
甲府市住吉5-15-1

電気料(工学部)１０月分
望月　眞樹
財務管理部会計課
甲府市武田4-3-11

平成18年10月1日 5,367,107 随意
契約

平成１８年度以前に契約を締結
した長期継続契約(予算決算及び
会計令第１０２条の２第１号）
であり、このため以前の契約種
別が一定条件のもと、引き続き
適用されており、このことによ
り本来の契約種別と比較し、よ
り有利な金額であると判断し随
意契約とした。

見直の余地あり 競争入札若しくは企画競争に移行
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47
東京電力（株）甲府
支社
甲府市住吉5-15-1

電気料(工学部)１１月分
望月　眞樹
財務管理部会計課
甲府市武田4-3-11

平成18年11月1日 5,464,107 随意
契約

平成１８年度以前に契約を締結
した長期継続契約(予算決算及び
会計令第１０２条の２第１号）
であり、このため以前の契約種
別が一定条件のもと、引き続き
適用されており、このことによ
り本来の契約種別と比較し、よ
り有利な金額であると判断し随
意契約とした。

見直の余地あり 競争入札若しくは企画競争に移行

48
東京電力（株）甲府
支社
甲府市住吉5-15-1

電気料(工学部)１２月分
望月　眞樹
財務管理部会計課
甲府市武田4-3-11

平成18年12月1日 5,667,921 随意
契約

平成１８年度以前に契約を締結
した長期継続契約(予算決算及び
会計令第１０２条の２第１号）
であり、このため以前の契約種
別が一定条件のもと、引き続き
適用されており、このことによ
り本来の契約種別と比較し、よ
り有利な金額であると判断し随
意契約とした。

見直の余地あり 競争入札若しくは企画競争に移行

49
東京電力（株）甲府
支社
甲府市住吉5-15-1

電気料(工学部)１月分
望月　眞樹
財務管理部会計課
甲府市武田4-3-11

平成19年1月1日 5,694,115 随意
契約

平成１８年度以前に契約を締結
した長期継続契約(予算決算及び
会計令第１０２条の２第１号）
であり、このため以前の契約種
別が一定条件のもと、引き続き
適用されており、このことによ
り本来の契約種別と比較し、よ
り有利な金額であると判断し随
意契約とした。

見直の余地あり 競争入札若しくは企画競争に移行

50
東京電力（株）甲府
支社
甲府市住吉5-15-1

電気料(工学部)２月分
望月　眞樹
財務管理部会計課
甲府市武田4-3-11

平成19年2月1日 5,810,542 随意
契約

平成１８年度以前に契約を締結
した長期継続契約(予算決算及び
会計令第１０２条の２第１号）
であり、このため以前の契約種
別が一定条件のもと、引き続き
適用されており、このことによ
り本来の契約種別と比較し、よ
り有利な金額であると判断し随
意契約とした。

見直の余地あり 競争入札若しくは企画競争に移行

51
㈱千代田
東京都杉並区南荻窪
3丁目29番12号

山梨大学下河東団地医療
ガス設備保全業務

中村光宏
施設企画課
山梨県中央市下河東
1110

平成18年8月25日 5,806,500 随意契約

病院の特殊性から24時間体制の
保守管理が必要であり、かつ本
学使用製品の県内唯一の代理店
であるため

見直の余地あり
競争入札に移行
（平成19年度契約から）

52
㈱東洋製作所
東京都品川区東品川
4丁目11番34号

山梨大学下河東団地冷温
水発生機設備保全業務

中村光宏
施設企画課
山梨県中央市下河東
1110

平成19年3月26日 7,770,000 随意契約

本設備の製造会社は三菱重工㈱
であり、施工及び保守管理はす
べて契約の相手方が行っている
ため。

見直の余地あり
競争入札に移行
（平成20年度契約から）

53
旭建工㈱
兵庫県尼崎市浜田町
一丁目29番地

山梨大学緑ヶ丘宿舎・成
島宿舎C棟石綿含有吹付
材除去その他工事

中村光宏
施設企画課
山梨県中央市下河東
1110

平成18年6月2日 43,050,000 不落隋契

一般競争に付したが応札者な
く、再度入札に付しても落札者
がないため随意契約とする。
（山梨大学会計規則第１７条及
び契約規程第３２条第１項第8
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

54
池田建設㈱
東京都港区芝浦二丁
目3番31号

山梨大学総合研究棟（Ｂ
1号館）Ⅱ期改修工事

中村光宏
施設企画課
山梨県中央市下河東
1110

平成18年8月11日 141,750,000 不落隋契

一般競争に付したが応札者な
く、再度入札に付しても落札者
がないため随意契約とする。
（山梨大学会計規則第１７条及
び契約規程第３２条第１項第9
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

合計 918,356,099

（注５）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）「契約担当者の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地」には、原則として契約時の担当者等を記載するが、これにより難い場合は適宜の時点の担当者名として差し支えない。

（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（各国立大学法人の定める少額随契限度額以下のものを除く）のうち、「同一所管公益法人等」（「特殊法人等」、「独立行政法人等」、「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。）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。「公益法人等」には、医療法人、学校法人、社会福祉法人、特定非営利法人、中間法人、協同組合は含まない。

（注３）単価契約の場合は、契約金額欄に調達総額（複数年契約の場合は、契約期間全体の調達総（予定）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。複数品目等を１契約にて調達している場合は、代
表

（注２）平成18年度より前に契約を締結した長期継続契約（18年度には支払いのみが生じており、契約行為がないもの）については、以下のとおり整理する。
　　　　電気、ガス、水道、電話通信役務・・・調査対象（１回の支払につき１件とする）
　　　　複数年契約のリース契約、コピー機の保守役務等・・・18年度に契約していなければ、調査対象外



様式３－２

（法人名：国立大学法人山梨大学）

件数
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役

務等の名称及び数量

契約担当者の氏名並び
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
類型
区分

備考

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況
【その他の者との契約】

（注６）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７）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。引き続き「企画競争・公募」とする場合は、「その他（引き続き企画競争・公募を実施）」と記載する。

（注８）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、（　）で移行時期等を
　　　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９）「類型区分」欄には、「講ずる措置」欄において「（競争性のない）随意契約によらざるを得ないもの」としたものについて、別添の「随意契約事由別　類型早見表」の類型区分(１～12)に該当する場合はその番
号、
　該当しない場合には以下のいずれかに区分の上、該当番号を記載する。
　　　・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の類型区分に分類できないものについては「18」






