
別紙様式４

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名

称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由
（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

備　　考

人事給与システム保守

分任契約担当役
吉川　稔

国立大学法人宇都宮大学
財務部経理課長

栃木県宇都宮市峰町350

平成25年4月1日

東京都港区赤坂1-12-32
株式会社ﾜｰｸｽｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
ｽﾞ

宇都宮大学会計規程第２６条第１項第１号及び契約事務
取扱細則第９条の第５号による。（契約の性質又は目的
が競争を許さないため。）

－ 2,362,500円 － －

更新講習管理システム運用代行
サービス等の利用契約

分任契約担当役
吉川　稔

国立大学法人宇都宮大学
財務部経理課長

栃木県宇都宮市峰町350

平成25年4月1日

東京都品川区東品川４－
１２－７
株式会社日立ソリュー
ションズ

宇都宮大学会計規程第２６条第１項第１号及び契約事務
取扱細則第９条の第５号による。（契約の性質又は目的
が競争を許さないため。）

－ 2,520,000円 － －

SciVerse® ScienceDirect® の利
用

契約担当役
西尾　修

国立大学法人宇都宮大学
財務部長

栃木県宇都宮市峰町350

平成25年3月29日

オランダ王国アムステル
ダム市
ラーダーヴェヒ　29
エルゼビア・ビー・ブイ

SciVerse® ScienceDirect®の著作権等排他的権利を有し
ている業者で，同社以外提供者はなく，同社は本学と直
接契約する方針である。宇都宮大学会計規程第26条第1項
第1号、宇都宮大学契約事務取扱細則第9条第2号に該当す
る。

－ 28,722,041円 － －

平成25年度データベース利用契
約（SciFinder(Academic)の利
用）

分任契約担当役
市川　雅一

国立大学法人宇都宮大学
学術研究部図書課長

栃木県宇都宮市峰町350

平成25年3月28日

東京都文京区本駒込 6-
25-4
中居ビル
米国 CAS 総代理店
一般社団法人 化学情報
協会

SciFinder(Academic)の供給及び契約を国内で唯一行って
いる業者で，他社との契約は不可能で競争を許さないた
め。宇都宮大学会計規程第26条第1項第1号、宇都宮大学
契約事務取扱細則第9条第2号に該当する。

－ 4,189,000円 － －

平成25年度外国雑誌
Architectural record 外42点

契約担当役
西尾　修

国立大学法人宇都宮大学
財務部長

栃木県宇都宮市峰町350

平成25年3月29日
さいたま市大宮区吉敷町
1-41
丸善株式会社大宮営業部

会計規程第26条第1項第1号および宇都宮大学契約事務取扱細則第9条第5号
外国雑誌は暦年単位で発行されるため、契約前年の10月頃までに購読代理
店を通して予約し、代理店が前金で購読代金を支払う必要がある。このた
め、本学では2013年発行外国雑誌購入契約に向けて、昨年10月に出版社別
の少額の山を単位として参考見積り合わせを実施しており、この結果によ
り「Architectural record 外42点」の外国雑誌購入については、既に契約
先に予約の請負を依頼しているため、他業者との契約は不可能である。

－ 5,762,200円 － －

平成25年度外国雑誌 Modern
steel construction 外66点

契約担当役
西尾　修

国立大学法人宇都宮大学
財務部長

栃木県宇都宮市峰町350

平成25年3月29日
宇都宮市馬場通り 3-1-1
株式会社紀伊國屋書店宇
都宮営業所

会計規程第26条第1項第1号および宇都宮大学契約事務取扱細則第9条第5号
外国雑誌は暦年単位で発行されるため、契約前年の10月頃までに購読代理
店を通して予約し、代理店が前金で購読代金を支払う必要がある。このた
め、本学では2013年発行外国雑誌購入契約に向けて、昨年10月に出版社別
の少額の山を単位として参考見積り合わせを実施しており、この結果によ
り「Modern steel construction 外66点」の外国雑誌購入については、既
に契約先に予約の請負を依頼しているため、他業者との契約は不可能であ
る。

－ 12,595,800円 － －

平成２５年度
監査契約

契約担当役
西尾　修

国立大学法人宇都宮大学
財務部長

栃木県宇都宮市
峰町350

平成25年7月31日
東京都新宿区津久戸町1
番2号
有限責任あずさ監査法人

宇都宮大学会計規程第２６条第１項第１号及び契約事務
取扱細則第９条の第５号による。（契約の性質又は目的
が競争を許さないため。）

－ 5,670,000円 － －

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
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仮想化サーバ増強および設定変
更作業　一式

分任契約担当役
吉川　稔

国立大学法人宇都宮大学
財務部経理課長

栃木県宇都宮市峰町350

平成25年10月23日

東京都品川区大井１－４
７－１
株式会社ニッセイコム

宇都宮大学会計規程第２６条第１項第１号及び契約事務
取扱細則第９条の第５号による。（契約の性質又は目的
が競争を許さないため。）

－ 4,938,150円 － －

業務継続システム拡張作業

契約担当役
西尾　修

国立大学法人宇都宮大学
財務部長

栃木県宇都宮市峰町350

平成25年10月23日

東京都品川区大井１－４
７－１
株式会社ニッセイコム

宇都宮大学会計規程第２６条第１項第１号及び契約事務
取扱細則第９条の第５号による。（契約の性質又は目的
が競争を許さないため。）

－ 6,045,900円 － －

平成26年度個別学力検査問題等
印刷

分任契約担当役
吉川　稔

国立大学法人宇都宮大学
財務部経理課長

栃木県宇都宮市峰町350

平成25年12月25日
東京都港区虎ノ門2-2-4
独立行政法人国立印刷局

印刷物が試験問題という性質上極秘扱いを必要とするも
のであり，競争を許さないため，宇都宮大学会計規程第
２６条第１項第１号及び契約事務取扱細則第９条第１項
第１号による。

－ 4,788,705円 － -

2014年 Wiley Online Library
の利用

契約担当役
西尾　修

国立大学法人宇都宮大学
財務部長

栃木県宇都宮市峰町350

平成25年12月4日

栃木県宇都宮市馬場通り
3-1-1
株式会社紀伊國屋書店宇
都宮営業所

宇都宮大学会計規程24条第1項および宇都宮大学契約事務
取扱細則第12条第2項により一般競争入札を行ったが，落
札者がいなかったため，最低価格入札者から見積書を徴
取し，宇都宮大学契約事務取扱細則第13条第1項により随
意契約した。

－ 6,435,619円 － －

2014年 American Chemical
Society 電子ジャーナルの利用

分任契約担当役
市川　雅一

国立大学法人宇都宮大学
学術研究部図書課長

栃木県宇都宮市峰町350

平成25年12月4日
埼玉県さいたま市大宮区
吉敷町 1-41
丸善株式会社大宮営業部

宇都宮大学会計規程24条第1項および宇都宮大学契約事務
取扱細則第12条第2項により一般競争入札を行ったが，落
札者がいなかったため，最低価格入札者から見積書を徴
取し，宇都宮大学契約事務取扱細則第13条第1項により随
意契約した。

－ 3,306,344円 － －

2014年 SpringerLink 電子
ジャーナル利用

分任契約担当役
市川　雅一

国立大学法人宇都宮大学
学術研究部図書課長

栃木県宇都宮市峰町350

平成25年12月24日

Haberstrasse 7, 69126
Heidelberg, Germany
Springer Customer
Service Center GmbH

SpringerLinkの著作権を保持している業者で，同社以外
提供者はなく，同社は本学と直接契約する方針である。
宇都宮大学会計規程第26条第1項第1号，宇都宮大学契約
事務取扱細則第9条第2号に該当する。

－ 3,290,002円 － －


