
(独立行政法人名：自動車事故対策機構）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに

その所属する部局の名称
及び所在地

契約締結日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることと
した業務方法書又は
会計規程等の根拠条

文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

随意契約によらざるを
得ない事由

随意契約に
よらざるを得ない
場合の根拠区分

備　　考

本部事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日
上智学院
東京都千代田区紀尾
井町7-1

会計規程第34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）

－ 83,960,088            － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

札幌主管支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日

（社）北海道ハイヤ－協
会
北海道札幌市中央区
南8条西15丁目

会計規程第34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）

－ 7,843,500              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

函館支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日

東京海上日動火災保
険（株）
東京都千代田区丸の
内1ｰ2ｰ1

会計規程第34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）

－ 4,346,052              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

釧路支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日

（株）釧根自動車会議
所
北海道釧路市鳥取大
通6-1-1

会計規程第34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）

－ 5,092,656              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

旭川支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日

（社）北海道トラック協
会
北海道札幌市中央区
南９条西１丁目１-１０

会計規程第34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）

－ 5,997,600              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

仙台主管支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日

（社）宮城県トラック協
会
宮城県仙台市若林区
卸町5ｰ8ｰ3

会計規程第34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）

－ 6,914,880              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

福島支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日
（株）福島トヨタビル
福島県福島市栄町7-
33

会計規程第34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）

－ 6,028,992              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

【様式２】

平成２５年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの（第１/四半期分）



契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに

その所属する部局の名称
及び所在地

契約締結日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることと
した業務方法書又は
会計規程等の根拠条

文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

随意契約によらざるを
得ない事由

随意契約に
よらざるを得ない
場合の根拠区分

備　　考

岩手支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日
（株）みらい都市総研
岩手県盛岡市中ノ橋通
1-4-22

会計規程第34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）

－ 5,730,588              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

青森支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日
（株）青森県交通会館
青森県青森市大字浜
田字豊田139-21

会計規程第34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）

－ 7,341,336              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

山形支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日

住友生命保険相互会
社
大阪府大阪市中央区
城見1-4-35

会計規程第34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）

－ 5,482,512              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

秋田支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日

秋田県ﾊｲﾔｰ交通共済
協同組合
秋田県秋田市八橋大
畑2-12-53

会計規程第34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）

－ 4,140,000              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

新潟主管支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日

（社）新潟県トラック協
会
新潟県新潟市中央区
新光町６-４

会計規程第34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）

－ 13,645,800            － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

長野支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日
(社)長野県トラック協会
長野県長野市大字南
長池710-3

会計規程第34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）

－ 5,358,156              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

石川支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日
三菱地所（株）
東京都千代田区丸の
内二丁目7-3

会計規程第34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）

－ 6,077,052              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

富山支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日

（社）富山県トラック協
会
富山県富山市婦中町
島本郷１-５

会計規程第34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）

－ 5,754,420              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5



契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに

その所属する部局の名称
及び所在地

契約締結日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることと
した業務方法書又は
会計規程等の根拠条

文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

随意契約によらざるを
得ない事由

随意契約に
よらざるを得ない
場合の根拠区分

備　　考

東京主管支所事務所借上(8階
部分)

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日
（株）アルカタワーズ
東京都墨田区錦糸1-
2-1

会計規程第34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）

－ 59,007,624            － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

東京主管支所事務所借上(7階
部分)

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日
（株）荒井商店
東京都渋谷区神宮前
6-19-20第15新井ビル

会計規程第34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）

－ 16,135,308            － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

神奈川支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日

（社）神奈川県トラック
協会
神奈川県横浜市港北
区新横浜２-１１-１

会計規程第34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）

－ 19,543,728            － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

千葉支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日
三井不動産（株）
東京都中央区日本橋
室町2-1-1

会計規程第34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）

－ 13,938,264            － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

埼玉支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日
ＪＧＳ（株）
埼玉県さいたま市大宮
区上小町４８１

会計規程第34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）

－ 13,976,172            － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

茨城支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日
（株）伊勢甚本社
茨城県水戸市泉町2-
3-2

会計規程第34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）

－ 8,935,596              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

群馬支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日

高崎地区運送事業協
同組合
群馬県高崎市問屋町
4-5-4

会計規程第34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）

－ 11,540,340            － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

栃木支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日
稲葉商事（株）
栃木県宇都宮市宝木
町1-10-1

会計規程第34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）

－ 4,490,640              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5



契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに

その所属する部局の名称
及び所在地

契約締結日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることと
した業務方法書又は
会計規程等の根拠条

文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

随意契約によらざるを
得ない事由

随意契約に
よらざるを得ない
場合の根拠区分

備　　考

山梨支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日

（社）山梨県トラック協
会
山梨県笛吹市石和町
唐柏１０００-７

会計規程第34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）

－ 8,719,200              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

名古屋主管支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日
三交不動産（株）
愛知県津市丸ノ内9-18

会計規程第34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）

－ 20,814,192            － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

静岡支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日

住友生命保険相互会
社
大阪市中央区城見1-
4-35

会計規程第34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）

－ 5,754,792              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

岐阜支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日

明治安田ビルマネジメ
ント（株）中部ｾﾝﾀｰ
愛知県名古屋市中区
新栄町1-1

会計規程第34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）

－ 5,568,456              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

三重支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日

（株）ザイマックスアクシ
ス
名古屋市中区栄5-28-
12

会計規程第34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）

－ 6,843,312              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

福井支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日
星光ビル管理（株）
石川県金沢市尾山町３
－２０

会計規程第34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）

－ 4,478,412              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

大阪主管支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日

北陽電機（株）
大阪市北区曽根崎2-
1-12
（株）Ｕ・Ｇ・Ａｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ
ﾝ
大阪市中央区北久宝
寺町4-3-5

会計規程第34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）

－ 19,815,876            － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

京都支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日
（株）京都自動車会館
京都府京都市伏見区
竹田向代町51-5

会計規程第34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）

－ 10,645,296            － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5



契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに

その所属する部局の名称
及び所在地

契約締結日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることと
した業務方法書又は
会計規程等の根拠条

文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

随意契約によらざるを
得ない事由

随意契約に
よらざるを得ない
場合の根拠区分

備　　考

兵庫支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日
萬利実業（株）
兵庫県神戸市中央区
海岸通2-3-10

会計規程第34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）

－ 8,401,128              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

滋賀支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日

（社）滋賀県トラック協
会
滋賀県守山市木浜町２
２９８-４

会計規程第34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）

－ 9,598,056              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

奈良支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日
（株）小山ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
奈良県奈良市三条町
487

会計規程第34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）

－ 5,202,216              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

和歌山支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日
（株）酒直
和歌山県和歌山市十
三番丁5-5

会計規程第34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）

－ 5,191,200              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

広島主管支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日
広島菱重興産（株）
広島県広島市西区観
音新町2-4-25

会計規程第34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）

－ 16,163,040            － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

鳥取支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日

（社）鳥取県トラック協
会
鳥取県鳥取市丸山町２
１９-１

会計規程第34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）

－ 3,213,000              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

島根支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日
松江商工会議所
島根県松江市母衣町
55-4

会計規程第34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）

－ 5,756,712              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

岡山支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日

（社）岡山県トラック協
会
岡山県岡山市青江
1153-11

会計規程第34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）

－ 9,158,400              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5



契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに

その所属する部局の名称
及び所在地

契約締結日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることと
した業務方法書又は
会計規程等の根拠条

文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

随意契約によらざるを
得ない事由

随意契約に
よらざるを得ない
場合の根拠区分

備　　考

山口支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日
(有)湯田不動産管理
山口県山口市湯田温
泉2-3-26-402

会計規程第34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）

－ 8,296,476              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

高松主管支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日

（社）香川県トラック協
会
香川県高松市福岡町
3-2-3

会計規程第34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）

－ 7,824,600              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

徳島支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日

（社）徳島県トラック協
会
徳島県徳島市北田宮
2-14-50

会計規程第34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）

－ 4,964,400              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

愛媛支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日

（社）愛媛県トラック協
会
愛媛県松山市南江戸
1-6-3

会計規程第34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）

－ 3,340,575              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

高知支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日

（社）高知県トラック協
会
高知県高知市南の丸
町字西荷の丸5-17

会計規程第34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）

－ 4,825,800              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

福岡主管支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日
(有)藤島興産
福岡市博多区博多駅
南2-1-5

会計規程第34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）

－ 9,148,224              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

佐賀支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日
高取（株）
佐賀県佐賀市中の小
路4-30

会計規程第34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）

－ 3,948,840              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

長崎支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日

(有)フレア企画
長崎県長崎市小瀬戸
町448番

会計規程第34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）

－ 7,900,146              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5



契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに

その所属する部局の名称
及び所在地

契約締結日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることと
した業務方法書又は
会計規程等の根拠条

文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

随意契約によらざるを
得ない事由

随意契約に
よらざるを得ない
場合の根拠区分

備　　考

熊本支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日
（株）第一ビルディング
東京都中央区晴海1-
8-10

会計規程第34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）

－ 4,582,968              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

大分支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日

住友生命保険相互会
社
大阪府大阪市中央区
城見1-4-35

会計規程第34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）

－ 4,764,312              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

宮崎支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日

（社）宮崎県トラック協
会
宮崎県宮崎市恒久1-
7-21

会計規程第34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）

－ 5,478,576              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

鹿児島支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日

鹿児島県住宅供給公
社
鹿児島県鹿児島市新
屋敷町16-21

会計規程第34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）

－ 4,788,664              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

沖縄支所事務所借上

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日
沖縄ふそう自動車（株）
沖縄県浦添市字港川
495-5

会計規程第34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）

－ 6,250,915              － 0
事務所用建物の借上契約であり、
継続して契約する必要があるため
競争を許さない

5

本部　清掃業務

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日
日本ビルサービス（株）
東京都千代田区丸の
内3-3-1

会計規程第34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）

2,527,680              2,527,680              100.0% 0
入居ビル所有者の指定業者であ
るため競争を許さない

5

大阪主管支所　清掃業務

（独）自動車事故対策機構
大阪主管支所長　田村
充啓
大阪市中央区常盤町2-2-
5 大阪HUビル

平成24年4月1日
（株）フジサービス
大阪府大阪市中央区
道修町1-1-8

会計規程第34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）

1,807,656              1,807,656              100.0% 0
入居ビル所有者の指定業者であ
るため競争を許さない

5

東京主管支所　清掃業務

（独）自動車事故対策機構
東京主管支所長　栗本
久
東京都墨田区錦糸1-2-1

平成24年4月1日
（株）都市整備センター
東京都墨田区両国4-
19-2

会計規程第34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）

2,773,440              2,773,440              100.0% 0
入居ビル所有者の指定業者であ
るため競争を許さない

5



契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに

その所属する部局の名称
及び所在地

契約締結日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることと
した業務方法書又は
会計規程等の根拠条

文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

随意契約によらざるを
得ない事由

随意契約に
よらざるを得ない
場合の根拠区分

備　　考

千葉支所　清掃業務

（独）自動車事故対策機構
千葉支所長　小林　健
千葉県千葉市美浜区中瀬
2-6

平成24年4月1日

三井不動産ビルマネジ
メント（株）
千葉県千葉市美浜区
中瀬2-6

会計規程第34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）

1,368,480              1,368,480              100.0% 0
入居ビル所有者の指定業者であ
るため競争を許さない

5

千葉療護ｾﾝﾀｰ運営委託

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日
医療法人誠馨会
千葉県千葉市若葉区
加曽利町1835-1

会計規程第34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）

－ 908,651,000          － 0

当初契約において①安定的に病
院経営をしていること②高度の医
療水準を有し、かついわゆる植物
状態の者の知識経験を有してい
ること等を条件として選定したた
め競争を許さない

19
契約金
額欄は
予算額

東北療護ｾﾝﾀｰ運営委託

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日
（財）広南会
宮城県仙台市太白区
長町南4-20-6

会計規程第34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）

－ 591,923,000          － 0

当初契約において①安定的に病
院経営をしていること②高度の医
療水準を有し、かついわゆる植物
状態の者の知識経験を有してい
ること等を条件として選定したた
め競争を許さない

19
契約金
額欄は
予算額

岡山療護ｾﾝﾀｰ運営委託

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日

社会福祉法人恩賜財
団済生会支部岡山県
済生会
岡山県岡山市伊福町
1-17-18

会計規程第34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）

－ 517,913,000          － 0

当初契約において①安定的に病
院経営をしていること②高度の医
療水準を有し、かついわゆる植物
状態の者の知識経験を有してい
ること等を条件として選定したた
め競争を許さない

19
契約金
額欄は
予算額

中部療護ｾﾝﾀｰ運営委託

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日
社会医療法人厚生会
岐阜県美濃加茂市古
井町下古井630

会計規程第34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）

－ 291,871,000          － 0

当初契約において①安定的に病
院経営をしていること②高度の医
療水準を有し、かついわゆる植物
状態の者の知識経験を有してい
ること等を条件として選定したた
め競争を許さない

19
契約金
額欄は
予算額

重度後遺障害者治療及び養護
委託

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日

医療法人財団織本病
院
東京都清瀬市旭が丘
1-261

会計規程第34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）

－ 44,951,000            － 0

当初契約において①安定的に病
院経営をしていること②高度の医
療水準を有し、かついわゆる植物
状態の者の知識経験を有してい
ること等を条件として選定したた
め競争を許さない

19
契約金
額欄は
予算額



契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに

その所属する部局の名称
及び所在地

契約締結日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることと
した業務方法書又は
会計規程等の根拠条

文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

随意契約によらざるを
得ない事由

随意契約に
よらざるを得ない
場合の根拠区分

備　　考

委託療護病床施設委託費

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日

医療法人医仁会中村
記念病院
北海道札幌市中央区
南1条西14丁目

会計規程第34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）

－ 123,726,000          － 0

当初契約において総合評価方式
による一般競争入札により選定し
た相手と締結したものであり、当
施設において継続的に委託する
ことを前提として契約したものであ
ることから、競争を許さない

19
契約金
額欄は
予算額

委託療護病床施設委託費

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年4月1日

医療法人雪ノ聖母会聖
マリア病院
福岡県久留米市津福
本町422

会計規程第34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）

－ 144,654,000          － 0

当初契約において総合評価方式
による一般競争入札により選定し
た相手と締結したものであり、当
施設において継続的に委託する
ことを前提として契約したものであ
ることから、競争を許さない

19
契約金
額欄は
予算額

平成24年度自動車アセスメント
試験用車両の購入
(トヨタ AQUA S 3台)

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年6月7日

東京トヨペット（株）
麹町店
東京都千代田区麹町
4-2-7

会計規程第34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）

5,370,000              5,280,000              98.3% 0

自動車アセスメントのための試験
車両の購入にあたっては、身分を
明かさずに自動車ディ－ラ－等の
展示車又は在庫車を即時購入
し、その場で車体及び試験対象関
係部位にペイントでマ－キングす
ることにより、購入車両に対する
自動車メ－カ－の関与を排除し、
公正性・中立性を確保しているこ
とから随意契約により購入せざる
を得ない

19

平成24年度自動車アセスメント
試験用車両の購入
(ホンダ NBOX G Lパッケージ 3
台)

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年6月14日
（株）ホンダカーズ千葉
千葉県千葉市中央区
都町2-8-11

会計規程第34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）

4,051,500              3,960,000              97.7% 0

自動車アセスメントのための試験
車両の購入にあたっては、身分を
明かさずに自動車ディ－ラ－等の
展示車又は在庫車を即時購入
し、その場で車体及び試験対象関
係部位にペイントでマ－キングす
ることにより、購入車両に対する
自動車メ－カ－の関与を排除し、
公正性・中立性を確保しているこ
とから随意契約により購入せざる
を得ない

19

平成24年度自動車アセスメント
試験用車両の購入
(トヨタ 86 GT 3台)

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年6月14日

東京トヨペット（株）
麹町店
東京都千代田区麹町
4-2-7

会計規程第34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）

8,370,000              8,280,000              98.9% 0

自動車アセスメントのための試験
車両の購入にあたっては、身分を
明かさずに自動車ディ－ラ－等の
展示車又は在庫車を即時購入
し、その場で車体及び試験対象関
係部位にペイントでマ－キングす
ることにより、購入車両に対する
自動車メ－カ－の関与を排除し、
公正性・中立性を確保しているこ
とから随意契約により購入せざる
を得ない

19



契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに

その所属する部局の名称
及び所在地

契約締結日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることと
した業務方法書又は
会計規程等の根拠条

文及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

随意契約によらざるを
得ない事由

随意契約に
よらざるを得ない
場合の根拠区分

備　　考

平成24年度自動車アセスメント
試験用車両の購入
(スバル インプレッサ SPORT 3
台)

（独）自動車事故対策機構
理事長職務代行　尾澤
克之
東京都千代田区麹町6-1-
25

平成24年6月21日

東京スバル（株）
立川店
東京都立川市富士見
町7-37-25

会計規程第34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）

5,134,500              4,621,050              90.0% 0

自動車アセスメントのための試験
車両の購入にあたっては、身分を
明かさずに自動車ディ－ラ－等の
展示車又は在庫車を即時購入
し、その場で車体及び試験対象関
係部位にペイントでマ－キングす
ることにより、購入車両に対する
自動車メ－カ－の関与を排除し、
公正性・中立性を確保しているこ
とから随意契約により購入せざる
を得ない

19

〔記載要領〕
１．本表は、「随意契約見直し計画」の対象となっている契約を対象とすること。

４．「随意契約によらざるを得ない事由」欄は、可能な限り具体的に記載する。「随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分」欄は、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」
　　　・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については「１８」
　　　・その他、類型区分に分類できないものについては「１９」

３．本表は、「公共調達の適正化について」（平成18年8月25日付財計第2017号）記３．の記載方法に準じて記載すること。

２．本表は、平成24年度に締結した契約のうち、平成25年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないものについて、当該契約ごとに記載すること。


