【様式２】
平成２１年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの
(日本中央競馬会）

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

街頭ビジョンＧＩ実況放映業務
（メガビジョン）

契約等担当職
札幌競馬場副場長 善
平成20年3月28日
教 明(北海道札幌市中
央区北16条西16-1-1)

街頭ビジョンＧＩ実況放映業務
（ＨＩＬＯＳＨＩ）

契約等担当職
札幌競馬場副場長 善
平成20年3月28日
教 明(北海道札幌市中
央区北16条西16-1-1)

随意契約によることとし
契約の相手方の商号 た業務方法書又は会計
規程等の根拠条文及
又は名称及び住所
び理由
特定の契約相手が排
他的権利を有している
㈱メガ・コーポレーショ
ことにより、、契約の目
ン
的又は性格が競争に適
北海道札幌市中央区
さないため。（日本中央
大通西6－10-1
競馬会会計規程第３１
条）

㈱ラ・ウィル
北海道札幌市中央区
南3条西

特定の契約相手が排
他的権利を有している
ことにより、、契約の目
的又は性格が競争に適
さないため。（日本中央
競馬会会計規程第３１
条）

㈱アド東通
北海道札幌市手稲区
富丘1条5－11－8

特定の契約相手が排
他的権利を有している
ことにより、、契約の目
的又は性格が競争に適
さないため。（日本中央
競馬会会計規程第３１
条）

契約等担当職
UHB特別番組「日本ダービー展 札幌競馬場副場長 善
平成20年5月22日
望」の制作
教 明(北海道札幌市中
央区北16条西16-1-1)

㈱アド東通
北海道札幌市手稲区
富丘1条5－11－8

特定の契約相手が排
他的権利を有している
ことにより、、契約の目
的又は性格が競争に適
さないため。（日本中央
競馬会会計規程第３１
条）

開催支援業務

契約等担当職
札幌競馬場副場長 善
平成20年6月13日
教 明(北海道札幌市中
央区北16条西16-1-1)

（財）日本中央競馬会
弘済会
東京都港区新橋4－5
－4

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

札幌競馬開催に伴う電気その
他設備の保守管理業務

契約等担当職
札幌競馬場副場長 善
平成20年6月26日
教 明(北海道札幌市中
央区北16条西16-1-1)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
JRAファシリティーズ㈱ とにより、契約の目的
東京都港区新橋4-5-4 又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
UHB特別番組「皐月賞展望」の 札幌競馬場副場長 善
平成20年4月11日
教 明(北海道札幌市中
制作
央区北16条西16-1-1)
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予定価格

－

－

－

－

－

－

契約金額

1,905,750

2,199,750

2,730,000

2,730,000

2,256,700

6,754,650

落札率

－

－

－

－

－

－

再就職の
役員の数

移行困難な事由

移行予定年限

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（公募）に移行
するもの。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（公募）に移行
するもの。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
に移行するものとした。なお、仕 平成22年度
様の精度を高めること等準備に
時間を要するため、平成22年か
ら競争契約を実施する。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
に移行するものとした。なお、仕 平成22年度
様の精度を高めること等準備に
時間を要するため、平成22年か
ら競争契約を実施する。

2

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

8

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

備

考

STV「どさんこワイド」提供

契約等担当職
札幌競馬場副場長 善
平成20年7月16日
教 明(北海道札幌市中
央区北16条西16-1-1)

㈱北海道博報堂
北海道札幌市中央区
北2条西1-1

特定の契約相手が排
他的権利を有している
ことにより、、契約の目
的又は性格が競争に適
さないため。（日本中央
競馬会会計規程第３１
条）

ターフビジョン特別作業

契約等担当職
札幌競馬場副場長 善
平成20年8月8日
教 明(北海道札幌市中
央区北16条西16-1-1)

株式会社中央競馬ピー
アール・センター
東京都港区新橋4－5
－4

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

㈱アド東通
北海道札幌市手稲区
富丘1条5－11－8

特定の契約相手が排
他的権利を有している
ことにより、、契約の目
的又は性格が競争に適
さないため。（日本中央
競馬会会計規程第３１
条）

㈱アド東通
北海道札幌市手稲区
富丘1条5－11－8

特定の契約相手が排
他的権利を有している
ことにより、、契約の目
的又は性格が競争に適
さないため。（日本中央
競馬会会計規程第３１
条）

札幌競馬場案内業務

契約等担当職
札幌競馬場副場長 善
平成20年12月26日
教 明(北海道札幌市中
央区北16条西16-1-1)

競馬セキュリティサービ
ス㈱
東京都港区虎ノ門122-12

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

設備総合管理業務

契約等担当職
札幌競馬場副場長 善
平成20年12月27日
教 明(北海道札幌市中
央区北16条西16-1-1)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
JRAファシリティーズ㈱ とにより、契約の目的
東京都港区新橋4-5-4 又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
UHB特別番組「菊花賞展望」の 札幌競馬場副場長 善
平成20年10月17日
教 明(北海道札幌市中
制作
央区北16条西16-1-1)

契約等担当職
UHB特別番組「有馬記念展望」 札幌競馬場副場長 善
平成20年12月12日
教 明(北海道札幌市中
の制作
央区北16条西16-1-1)

契約等担当職
函館競馬場開催日電気その他 函館競馬場副場長 柏
平成20年5月17日
設備の保守管理業務契約
瀬達也(北海道函館市駒
場町12-2)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
JRAファシリティーズ㈱ とにより、契約の目的
東京都港区新橋4-5-4 又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）
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－

－

－

－

－

－

－

1,470,000

4,944,393

2,730,000

2,730,000

4,248,608

104,256,600

6,574,050

－

－

－

－

－

－

－

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
に移行するものとした。なお、仕 平成22年度
様の精度を高めること等準備に
時間を要するため、平成22年か
ら競争契約を実施する。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
に移行するものとした。なお、仕 平成22年度
様の精度を高めること等準備に
時間を要するため、平成22年か
ら競争契約を実施する。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
に移行するものとした。なお、仕 平成22年度
様の精度を高めること等準備に
時間を要するため、平成22年か
ら競争契約を実施する。

3

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（総合評価方
式）に移行するもの。

8

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

8

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
平成２０年度函館競馬場開催支 函館競馬場副場長 柏
平成20年6月6日
瀬達也(北海道函館市駒
援業務
場町12-2)

（財）日本中央競馬会
弘済会
東京都港区新橋4－5
－4

契約等担当職
函館競馬場ターフビジョン特別 函館競馬場副場長 柏
平成20年6月18日
瀬達也(北海道函館市駒
作業
場町12-2)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
㈱中央競馬ピーアー
とにより、契約の目的
ル・センター
又は性格が競争に適さ
東京都港区新橋4-5-4
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

設備総合管理業務

契約等担当職
函館競馬場副場長 柏
平成20年12月25日
瀬達也(北海道函館市駒
場町12-2)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
JRAファシリティーズ㈱ とにより、契約の目的
東京都港区新橋4-5-4 又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

平成20年第1回福島競馬開催
告知広告業務

契約等担当職
福島競馬場副場長 善
平成20年3月7日
波 広敬(福島県福島市
松浪町9-23)

特定の契約相手が排
他的権利を有している
㈱ジェイアール東日本
ことにより、、契約の目
企画
的又は性格が競争に適
宮城県仙台市青葉区
さないため。（日本中央
五橋１丁目１番１号
競馬会会計規程第３１
条）

契約等担当職
平成20年度福島交通バス車体 福島競馬場副場長 善
平成20年3月7日
広告業務
波 広敬(福島県福島市
松浪町9-23)

特定の契約相手が排
他的権利を有している
㈱フクコー・アド
ことにより、、契約の目
福島県福島市東浜町7 的又は性格が競争に適
－8
さないため。（日本中央
競馬会会計規程第３１
条）

第1回福島競馬実況中継番組
放送業務

契約等担当職
福島競馬場副場長 善
平成20年3月21日
波 広敬(福島県福島市
松浪町9-23)

特定の契約相手が排
他的権利を有している
㈱福島博報堂
ことにより、、契約の目
福島県福島市本町5番 的又は性格が競争に適
5号
さないため。（日本中央
競馬会会計規程第３１
条）

トータリゼータシステム関連機
器借上（新納金システム）

契約等担当職
福島競馬場副場長 善
平成20年3月22日
波 広敬(福島県福島市
松浪町9-23)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）
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－

－

－

－

－

－

－

1,124,000

3,389,791

52,113,600

2,100,000

1,837,500

2,167,004

961,512

－

－

－

－

－

－

－

2

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

3

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

8

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（公募）に移行
するもの。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（公募）に移行
するもの。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（公募）に移行
するもの。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
平成20年度福島競馬場開催支 福島競馬場副場長 善
平成20年3月28日
波 広敬(福島県福島市
援業務
松浪町9-23)

（財）日本中央競馬会
弘済会
東京都港区新橋4－5
－4

契約等担当職
ターフビジョン放映のための特 福島競馬場副場長 善
平成20年4月4日
波 広敬(福島県福島市
別作業業務
松浪町9-23)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
㈱中央競馬ピーアー
とにより、契約の目的
ル・センター
又は性格が競争に適さ
東京都港区新橋4-5-4
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
福島競馬場副場長 善
平成20年5月9日
波 広敬(福島県福島市
松浪町9-23)

特定の契約相手が排
他的権利を有している
㈱ジェイアール東日本
ことにより、、契約の目
企画
的又は性格が競争に適
宮城県仙台市青葉区
さないため。（日本中央
五橋１丁目１番１号
競馬会会計規程第３１
条）

契約等担当職
第2回福島競馬実況中継ラジオ 福島競馬場副場長 善
平成20年6月6日
波 広敬(福島県福島市
番組放送業務
松浪町9-23)

特定の契約相手が排
他的権利を有している
ことにより、、契約の目
㈱福島博報堂
福島県福島市本町5番 的又は性格が競争に適
さないため。（日本中央
5号
競馬会会計規程第３１
条）

契約等担当職
第3回福島競馬実況中継ラジオ 福島競馬場副場長 善
平成20年12月2日
番組放送業務
波 広敬(福島県福島市
松浪町9-23)

特定の契約相手が排
他的権利を有している
㈱福島博報堂
ことにより、、契約の目
福島県福島市本町5番 的又は性格が競争に適
5号
さないため。（日本中央
競馬会会計規程第３１
条）

契約等担当職
平成21年度福島競馬場設備総 福島競馬場副場長 善
平成20年12月26日
合管理業務
波 広敬(福島県福島市
松浪町9-23)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
JRAファシリティーズ㈱ とにより、契約の目的
東京都港区新橋4-5-4 又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
平成２１年度福島競馬場案内等 福島競馬場副場長 善
平成20年12月28日
委託業務
波 広敬(福島県福島市
松浪町9-23)

競馬セキュリティサービ
ス㈱
東京都港区虎ノ門122-12

平成20年第2回福島競馬開催
告知広告業務

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）
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－

－

－

－

－

－

－

2,151,000

2,157,750

4,600,000

3,336,858

3,666,718

212,281,650

7,632,320

－

－

－

－

－

－

－

2

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

3

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（公募）に移行
するもの。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（公募）に移行
するもの。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（公募）に移行
するもの。

8

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

3

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（総合評価方
式）に移行するもの。

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

平成20年度開催支援業務

契約等担当職
新潟競馬場副場長 山
平成20年4月11日
田 文夫(新潟県新潟市
北区笹山3490)

（財）日本中央競馬会
弘済会
東京都港区新橋4－5
－4

平成20年度新潟競馬場ターフ
ビジョン特別作業

契約等担当職
新潟競馬場副場長 山
平成20年4月25日
田 文夫(新潟県新潟市
北区笹山3490)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
㈱中央競馬ピーアー
とにより、契約の目的
ル・センター
又は性格が競争に適さ
東京都港区新橋4-5-4
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

競馬場設備総合管理業務

契約等担当職
新潟競馬場副場長 山
平成20年12月26日
田 文夫(新潟県新潟市
北区笹山3490)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
JRAファシリティーズ㈱ とにより、契約の目的
東京都港区新橋4-5-4 又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

ターフビジョン特別作業

契約等担当職
中山競馬場 副場長 植
平成20年2月28日
田 克己(千葉県船橋市
古作1-1-1)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
㈱中央競馬ピーアー
とにより、契約の目的
ル・センター
又は性格が競争に適さ
東京都港区新橋4-5-4
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

ファンと騎手の集いの実施

契約等担当職
中山競馬場 副場長 植
平成20年3月21日
田 克己(千葉県船橋市
古作1-1-1)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
㈱中央競馬ピーアー
とにより、契約の目的
ル・センター
又は性格が競争に適さ
東京都港区新橋4-5-4
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

設備総合管理業務

契約等担当職
中山競馬場 副場長 植
平成20年12月26日
田 克己(千葉県船橋市
古作1-1-1)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
JRAファシリティーズ㈱ とにより、契約の目的
東京都港区新橋4-5-4 又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

中山競馬場案内集計業務

契約等担当職
中山競馬場 副場長 植
平成20年12月28日
田 克己(千葉県船橋市
古作1-1-1)

競馬セキュリティサービ
ス㈱
東京都港区虎ノ門122-12

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）
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－

－

－

－

－

－

－

5,107,000

18,782,505

205,500,000

9,157,050

9,000,000

332,116,050

10,938,720

－

－

－

－

－

－

－

2

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

3

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

8

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

3

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

3

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（総合評価方
式）に移行するもの。

8

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

3

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（総合評価方
式）に移行するもの。

中山競馬場開催支援業務

契約等担当職
中山競馬場 副場長 植
平成20年12月28日
田 克己(千葉県船橋市
古作1-1-1)

契約等担当職
平成20年度東京競馬開催時に 東京競馬場 副場長 伊
平成20年1月23日
藤 昭夫(東京都府中市
おける寝台自動車借上契約
日吉町1-1)

平成20年度開催支援業務（入
場券発売業務）

契約等担当職
東京競馬場 副場長 伊
平成20年2月1日
藤 昭夫(東京都府中市
日吉町1-1)

契約等担当職
平成２０年度東京競馬場ターフ 東京競馬場 副場長 伊
平成20年3月14日
藤 昭夫(東京都府中市
ビジョン特別作業業務
日吉町1-1)

（財）日本中央競馬会
弘済会
東京都港区新橋4－5
－4

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

研究開発に基づき開
発された原型等の調達
東京寝台自動車㈱
であり、契約の目的又
東京都文京区湯島4－
は性格が競争に適さな
9－9
いため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

（財）日本中央競馬会
弘済会
東京都港区新橋4－5
－4

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
㈱中央競馬ピーアー
とにより、契約の目的
ル・センター
又は性格が競争に適さ
東京都港区新橋4-5-4
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）
技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
東京競馬場 副場長 伊
平成20年12月26日
藤 昭夫(東京都府中市
日吉町1-1)

競馬セキュリティサービ
ス㈱
東京都港区虎ノ門122-12

契約等担当職
東京競馬場 副場長 伊
平成20年12月26日
藤 昭夫(東京都府中市
日吉町1-1)

技術的な理由から契
競馬セキュリティサービ 約相手が特定されるこ
ス㈱
とにより、契約の目的
東京都港区虎ノ門1又は性格が競争に適さ
22-12
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
平成21年度東京競馬場設備総 東京競馬場 副場長 伊
平成20年12月26日
合管理業務
藤 昭夫(東京都府中市
日吉町1-1)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
JRAファシリティーズ㈱ とにより、契約の目的
東京都港区新橋4-5-4 又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

東京競馬場案内業務

東京競馬場インフォメーション
業務
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－

－

－

－

－

－

－

2,254,000

2,037,000

5,970,000

26,950,000

20,054,272

54,504,951

547,170,645

－

－

－

－

－

－

－

2

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（公募）に移行
するもの。

2

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

3

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

3

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（総合評価方
式）に移行するもの。

3

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（総合評価方式）に移行するもの
平成22年度
とした。なお、仕様の精度を高め
ること等準備に時間を要するた
め、平成22年から競争契約を実
施する。

8

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

（財）日本中央競馬会
弘済会
東京都港区新橋4－5
－4

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

株式会社中央競馬ピー
アール・センター
東京都港区新橋4－5
－4

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

（財）日本中央競馬会
弘済会
東京都港区新橋4－5
－4

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
平成２１年度案内業務委託契約 中京競馬場副場長 中
平成20年12月25日
村 巌(愛知県豊明市間
（2回中京まで）
米町敷田1225)

競馬セキュリティサービ
ス㈱
東京都港区虎ノ門122-12

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
中京競馬場馬場等施設管理業 中京競馬場副場長 中
平成20年12月26日
務
村 巌(愛知県豊明市間
米町敷田1225)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
JRAファシリティーズ㈱ とにより、契約の目的
東京都港区新橋4-5-4 又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
「第14回ファンと騎手との集い」 京都競馬場副場長 宮
平成20年4月4日
の実施
本 行一(京都府京都市
伏見区葭島渡場島町32)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
㈱中央競馬ピーアー
とにより、契約の目的
ル・センター
又は性格が競争に適さ
東京都港区新橋4-5-4
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
平成21年度京都競馬場表彰式 京都競馬場副場長 宮
平成20年11月28日
アテンド等業務委託
本 行一(京都府京都市
伏見区葭島渡場島町32)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
㈱ニッソー
とにより、契約の目的
東京都港区高輪3－26
又は性格が競争に適さ
－33
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

平成21年度日吉体育館管理・
運営業務

契約等担当職
東京競馬場 副場長 伊
平成20年12月26日
藤 昭夫(東京都府中市
日吉町1-1)

契約等担当職
中京競馬場映像情報システム
中京競馬場副場長 中
平成20年2月15日
管理運用業務（ターフビジョン関
村 巌(愛知県豊明市間
連）
米町敷田1225)

入場券発売開催支援業務

契約等担当職
中京競馬場副場長 中
平成20年12月17日
村 巌(愛知県豊明市間
米町敷田1225)
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－

－

－

－

－

－

－

3,206,700

6,046,950

1,418,000

7,380,373

10,143,000

3,500,000

4,249,600

－

－

－

－

－

－

－

2

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（総合評価方
式）に移行するもの。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

2

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

3

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（総合評価方
式）に移行するもの。

8

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

3

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（総合評価方
式）に移行するもの。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（総合評価方式）に移行するもの
平成22年度
とした。なお、仕様の精度を高め
ること等準備に時間を要するた
め、平成22年から競争契約を実
施する。

契約等担当職
平成21年度京阪電鉄駅広告看 京都競馬場副場長 宮
平成20年12月17日
本 行一(京都府京都市
板掲出業務
伏見区葭島渡場島町32)

特定の契約相手が排
他的権利を有している
㈱京阪エージェンシー ことにより、、契約の目
大阪府大阪市中央区 的又は性格が競争に適
さないため。（日本中央
大手前1－7－24
競馬会会計規程第３１
条）

契約等担当職
平成21年度京都競馬場指定席 京都競馬場副場長 宮
平成20年12月19日
本 行一(京都府京都市
発売業務
伏見区葭島渡場島町32)

中央警備保障㈱
大阪市北区芝田2-319東洋ビル

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
平成21年度京都競馬場設備総 京都競馬場副場長 宮
平成20年12月26日
本 行一(京都府京都市
合管理業務
伏見区葭島渡場島町32)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
JRAファシリティーズ㈱ とにより、契約の目的
東京都港区新橋4-5-4 又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
平成21年度京都競馬場案内業 京都競馬場副場長 宮
平成20年12月26日
本 行一(京都府京都市
務
伏見区葭島渡場島町32)

競馬セキュリティサービ
ス㈱
東京都港区虎ノ門122-12

平成21年度京都競馬場ターフ
ビジョン特別作業

契約等担当職
京都競馬場副場長 宮
平成20年12月26日
本 行一(京都府京都市
伏見区葭島渡場島町32)

契約等担当職
平成21年度京都競馬場開催支 京都競馬場副場長 宮
平成20年12月26日
援業務
本 行一(京都府京都市
伏見区葭島渡場島町32)

契約等担当職
平成20年阪神競馬場開催支援 阪神競馬場 副場長 青
平成20年2月14日
業務
柳 秀夫(兵庫県宝塚市
駒の町1-1)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
㈱中央競馬ピーアー
とにより、契約の目的
ル・センター
又は性格が競争に適さ
東京都港区新橋4-5-4
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第31条）

（財）日本中央競馬会
弘済会
東京都港区新橋4－5
－4

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

（財）日本中央競馬会
弘済会
東京都港区新橋4－5
－4

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）
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－

－

－

－

－

－

－

4,150,000

8,853,480

295,237,950

32,343,220

8,700,000

1,500,000

4,692,000

－

－

－

－

－

－

－

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（公募）に移行
するもの。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
に移行するものとした。なお、仕 平成22年度
様の精度を高めること等準備に
時間を要するため、平成22年か
ら競争契約を実施する。

8

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

3

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（総合評価方
式）に移行するもの。

3

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

2

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

2

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

平成22年度

契約等担当職
平成20年阪神競馬表彰式の進 阪神競馬場 副場長 青
平成20年2月20日
柳 秀夫(兵庫県宝塚市
行
駒の町1-1)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
㈱中央競馬ピーアー
とにより、契約の目的
ル・センター
又は性格が競争に適さ
東京都港区新橋4-5-4
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
阪神競馬場 副場長 青
平成20年2月22日
柳 秀夫(兵庫県宝塚市
駒の町1-1)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
㈱中央競馬ピーアー
とにより、契約の目的
ル・センター
又は性格が競争に適さ
東京都港区新橋4-5-4
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
平成20年阪神競馬場指定席券 阪神競馬場 副場長 青
平成20年2月28日
柳 秀夫(兵庫県宝塚市
発売業務労働者派遣契約
駒の町1-1)

中央警備保障㈱
大阪市北区芝田2-319東洋ビル

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
平成20年度「森の列車」運行業 阪神競馬場 副場長 青
平成20年2月29日
柳 秀夫(兵庫県宝塚市
務委託
駒の町1-1)

松本商事㈱
東京都港区虎ノ門122-12

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

平成20年阪神競馬場ターフビ
ジョン特別作業業務契約

契約等担当職
阪神競馬場 副場長 青
平成20年12月25日
柳 秀夫(兵庫県宝塚市
駒の町1-1)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
㈱ニッソー
とにより、契約の目的
東京都港区高輪3－26
又は性格が競争に適さ
－33
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
平成21年度阪神競馬場設備総 阪神競馬場 副場長 青
平成20年12月27日
合管理業務委託契約
柳 秀夫(兵庫県宝塚市
駒の町1-1)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
JRAファシリティーズ㈱ とにより、契約の目的
東京都港区新橋4-5-4 又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

平成２１年度阪神競馬場イン
フォメーション等業務実施

ターフビジョン特別作業

契約等担当職
小倉競馬場副場長 獅
平成20年1月11日
峯 孝弘(福岡県北九州
市小倉南区北方4-5-1)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
㈱中央競馬ピーアー
とにより、契約の目的
ル・センター
又は性格が競争に適さ
東京都港区新橋4-5-4
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）
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－

－

－

－

－

－

－

2,471,813

9,894,150

5,075,200

4,185,000

36,465,781

265,755,000

4,982,250

－

－

－

－

－

－

－

3

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（公募）に移行
するもの。

3

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
に移行するものとした。なお、仕 平成22年度
様の精度を高めること等準備に
時間を要するため、平成22年か
ら競争契約を実施する。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（公募）に移行
するもの。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（総合評価方式）に移行するもの
平成22年度
とした。なお、仕様の精度を高め
ること等準備に時間を要するた
め、平成22年から競争契約を実
施する。

8

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

3

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

契約等担当職
第２回小倉競馬開幕週イベント 小倉競馬場副場長 獅
平成20年6月11日
峯 孝弘(福岡県北九州
実施
市小倉南区北方4-5-1)

小倉競馬場案内業務

契約等担当職
小倉競馬場副場長 獅
平成20年12月4日
峯 孝弘(福岡県北九州
市小倉南区北方4-5-1)

㈱日経ラジオ社
大阪府大阪市中央区
高麗橋1－4－2

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
㈱ニッソー
とにより、契約の目的
東京都港区高輪3－26
又は性格が競争に適さ
－33
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）
技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

－

－

4,230,000

9,603,528

－

－

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（総合評価方
式）に移行するもの。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（総合評価方
式）に移行するもの。

2

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

契約等担当職
小倉競馬場入場券発売業務開 小倉競馬場副場長 獅
平成20年12月19日
峯 孝弘(福岡県北九州
催支援業務
市小倉南区北方4-5-1)

（財）日本中央競馬会
弘済会
東京都港区新橋4－5
－4

契約等担当職
小倉競馬場副場長 獅
平成20年12月25日
小倉競馬場設備総合管理業務
峯 孝弘(福岡県北九州
市小倉南区北方4-5-1)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
JRAファシリティーズ㈱ とにより、契約の目的
東京都港区新橋4-5-4 又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

－

157,613,400

－

8

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

－

4,392,000

－

－

機器更新時には競争契約によ
更新の際移行
り実施する。

8

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

8

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（公募）に移行
するもの。

ラップ計測装置業務

契約等担当職
競馬学校副校長 亀井 慎
平成20年12月24日
一(千葉県白井市根8351)

㈱プラスミック
東京都中央区新川29-1

契約等担当職
競馬学校設備総合管理業務委 競馬学校副校長 亀井 慎
平成20年12月26日
託
一(千葉県白井市根8351)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
JRAファシリティーズ㈱ とにより、契約の目的
東京都港区新橋4-5-4 又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
馬事公苑次長 北村正
平成20年12月26日
明(東京都世田谷区上用
賀2-1-1)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
JRAファシリティーズ㈱ とにより、契約の目的
東京都港区新橋4-5-4 又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

設備総合管理業務
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－

－

－

1,087,000

55,049,400

9,513,000

－

－

－

契約等担当職
馬事公苑次長 北村正
平成20年12月26日
明(東京都世田谷区上用
賀2-1-1)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
JRAファシリティーズ㈱ とにより、契約の目的
東京都港区新橋4-5-4 又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
競走馬総合研究所設備総合管 競走馬総合研究所 次
平成20年12月25日
長 藤井良和(栃木県宇
理業務委託契約
都宮市砥上町321-4)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
JRAファシリティーズ㈱ とにより、契約の目的
東京都港区新橋4-5-4 又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第31条）

契約等担当職
競走馬総合研究所施設保守管 競走馬総合研究所 次
平成20年12月25日
長 藤井良和(栃木県宇
理業務委託契約
都宮市砥上町321-4)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
JRAファシリティーズ㈱ とにより、契約の目的
東京都港区新橋4-5-4 又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第31条）

契約等担当職
第20回馬に親しむ日イベント運 宮崎育成牧場 場長 吉
平成20年8月13日
本 英昭(宮崎県宮崎市
営業務
花ヶ島町大原2347)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
㈱ＵＭＫエージェンシー
とにより、契約の目的
宮崎市大橋3丁目101又は性格が競争に適さ
1
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第31条）

施設保守管理業務

定期健康診断業務

契約等担当職
労務厚生課長 下平洋
平成20年3月25日
一(東京都港区西新橋11-19)

契約等担当職
永年勤続表彰記念品（旅行券） 労務厚生課長 下平洋
平成20年7月25日
の購入
一(東京都港区西新橋11-19)

新橋分館設備総合管理業務

契約等担当職
施設総務課長 熊倉 操
平成20年12月26日
(東京都港区西新橋1-119)

契約等担当職
トータリゼータシステム関連機
事業総務課長 加藤 弘
器借上（梅田西電話投票所ＰＡ
平成20年1月10日
(東京都港区西新橋1-1Ｔ情報サブシステム計算機）
19)

（財）日本予防医学協
会
東京都江東区毛利119-10

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

㈱JTB法人東京 法人
営業新宿支店
東京都新宿区西新宿
3-7-1 新宿パークタ
ワー32階

価格競争性がなく、契
約の目的又は性格が
競争に適さないため。
（日本中央競馬会会計
規程第３１条）

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
JRAファシリティーズ㈱ とにより、契約の目的
東京都港区新橋4-5-4 又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第31条）

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）
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－

－

－

－

－

－

－

－

36,574,545

39,261,600

32,788,875

2,053,895

21,743,177

7,470,000

4,139,100

1,993,368

－

－

－

－

－

－

－

－

8

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（公募）に移行
するもの。

8

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（公募）に移行
するもの。

8

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（公募）に移行
するもの。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（総合評価方
式）に移行するもの。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（総合評価方
式）に移行するもの。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（企画競争）に
移行するもの。

8

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年1月18日
阪神競馬場大型映像装置借上
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
トータリゼータシステム関連機
事業総務課長 加藤 弘
平成20年1月25日
器借上（梅田西電話投票所ＰＡ
(東京都港区西新橋1-1Ｔ情報サブシステム計算機）
19)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年1月25日
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
トータリゼータシステム関連機
事業総務課長 加藤 弘
平成20年1月31日
器借上（中京競馬場ＬＡＮシステ
(東京都港区西新橋1-1ム）
19)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

トータリゼータシステム関連機
器借上（永代電話投票所ＰＡＴ
情報サブシステム）

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年2月1日
(東京都港区西新橋1-119)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
㈱中央競馬ピーアー
とにより、契約の目的
ル・センター
又は性格が競争に適さ
東京都港区新橋4-5-4
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
映像伝送ネットワークシステム 事業総務課長 加藤 弘
平成20年2月1日
運用・保守管理業務
(東京都港区西新橋1-119)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
㈱中央競馬ピーアー
とにより、契約の目的
ル・センター
又は性格が競争に適さ
東京都港区新橋4-5-4
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年2月1日
(東京都港区西新橋1-119)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
㈱中央競馬ピーアー
とにより、契約の目的
ル・センター
又は性格が競争に適さ
東京都港区新橋4-5-4
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

場内映像業務の運用・保守及
び制作業務

調教紹介ビデオ
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－

－

－

－

－

－

－

33,887,496

2,003,760

818,412

859,524

923,259,079

636,000,000

139,588,607

－

－

－

－

－

－

－

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

3

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

3

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

3

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年2月1日
(東京都港区西新橋1-119)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
㈱中央競馬ピーアー
とにより、契約の目的
ル・センター
又は性格が競争に適さ
東京都港区新橋4-5-4
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
中央競馬レース素材編集制作 事業総務課長 加藤 弘
平成20年2月1日
(東京都港区西新橋1-1物
19)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
㈱中央競馬ピーアー
とにより、契約の目的
ル・センター
又は性格が競争に適さ
東京都港区新橋4-5-4
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
トータリゼータシステム関連機
事業総務課長 加藤 弘
平成20年2月1日
器借上（札幌場外発売所Ｂ館他
(東京都港区西新橋1-1複合投票券発行機他）
19)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

グローバルサーバID更新

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年2月22日
(東京都港区西新橋1-119)

日本ベリサイン㈱
東京都中央区八重洲
2-8-1

既存互換性を確保す
る必要から契約相手が
特定され、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

トータリゼータシステム関連機
器借上（札幌競馬場他複合投
票券発行機他）

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年3月6日
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

トータリゼータシステム関連機
器借上（横手場外発売所自動
発売機）

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年3月6日
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
トータリゼータシステム関連機
事業総務課長 加藤 弘
器借上（札幌場外勝発売所Ａ館
平成20年3月6日
(東京都港区西新橋1-1自動発売機）
19)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

映像システム用放映制作物
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－

－

－

－

－

－

－

76,344,450

22,189,650

4,638,816

2,822,400

15,638,508

4,717,788

10,006,980

－

－

－

－

－

－

－

3

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

3

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（公募）に移行
するもの。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年3月21日
福島競馬場大型映像装置借上
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年3月21日
新潟競馬場大型映像装置借上
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
トータリゼータシステム関連機
事業総務課長 加藤 弘
平成20年3月31日
器借上（総合計算センターＰＡＴ
(東京都港区西新橋1-1情報サブシステム）
19)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
Yahoo！JAPANへの春季GⅠ特 事業総務課長 加藤 弘
平成20年4月1日
集サイトの出稿
(東京都港区西新橋1-119)

ヤフー㈱
東京都港区六本木610-1

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
東京競馬場中型映像装置借上
平成20年4月16日
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
米子場外発売所中型映像装置 事業総務課長 加藤 弘
平成20年4月16日
借上
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
米子場外発売所映像情報機器 事業総務課長 加藤 弘
平成20年4月16日
借上
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

トータリゼータシステム関連機
器借上（新潟競馬場自動発売
機）

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年3月6日
(東京都港区西新橋1-119)
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7,358,064

29,260,608

25,443,588

1,099,224

27,300,000

1,823,112

1,405,560

953,976

－

－

－

－

－

－

－

－

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（総合評価方
式）に移行するもの。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
津軽場外発売所映像情報機器 事業総務課長 加藤 弘
平成20年4月16日
(東京都港区西新橋1-1借上
19)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年4月23日
ロータスノーツ・ライセンス購入
(東京都港区西新橋1-119)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
日本アイ・ビー・エム㈱
とにより、契約の目的
東京都港区六本木3又は性格が競争に適さ
2-12
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

佐賀競馬場設備借上

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年4月30日
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

トータリゼータシステム関連機
器借上（福島競馬場複合投票
券発行機他）

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年4月30日
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

トータリゼータシステム関連機
器借上（函館競馬場複合投票
券発行機他）

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年4月30日
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
トータリゼータシステム関連機
事業総務課長 加藤 弘
器借上（札幌場外券発売所Ａ館
平成20年4月30日
(東京都港区西新橋1-1他払戻機）
19)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年4月30日
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
トータリゼータシステム関連機
事業総務課長 加藤 弘
器借上（札幌場外発売所Ａ館他
平成20年4月30日
(東京都港区西新橋1-1自動発売機他）
19)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

トータリゼータシステム関連機
器借上（福島競馬場他自動発
売機）
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992,352

7,065,652

3,519,720

800,964

4,727,472

1,172,544

2,064,036

12,417,048
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6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（公募）に移行
するもの。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

契約等担当職
トータリゼータシステム関連機
事業総務課長 加藤 弘
平成20年4月30日
器借上（札幌場外発売所Ａ館他
(東京都港区西新橋1-1自動発売機他）
19)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年4月30日
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
後楽園場外発売所中型映像装 事業総務課長 加藤 弘
平成20年5月22日
(東京都港区西新橋1-1置借上
19)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
JARISⅢ開発用コピー機保守契 事業総務課長 加藤 弘
平成20年5月23日
(東京都港区西新橋1-1約の更新
19)

キヤノンマーケティング
ジャパン㈱
東京都港区港南2-166

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
トータリゼータシステム関連機 事業総務課長 加藤 弘
平成20年5月30日
器借上（函館競馬場発売機他） (東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年5月30日
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
トータリゼータシステム関連機
事業総務課長 加藤 弘
器借上（総合計算センターＰＡＴ
平成20年6月30日
(東京都港区西新橋1-1投票システム）
19)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年6月30日
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

トータリゼータシステム関連機
器借上（札幌競馬場他自動発
売機他）

トータリゼータシステム関連機
器借上（京都競馬場複合投票
券自動発売機他）

トータリゼータシステム関連機
器借上（札幌競馬場他払戻機
他）
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4,784,988

53,272,524

2,309,472

1,260,000

2,445,540

9,653,916

1,364,016

9,918,204
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－
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6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態に移行するも
の。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年6月30日
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年7月11日
函館競馬場大型映像装置借上
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

トータリゼータシステム関連機
器借上（札幌競馬場他自動発
売機他）

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年7月31日
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

トータリゼータシステム関連機
器借上（京都競馬場複合投票
券自動発売機他）

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年7月31日
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
東京競馬場大型映像装置借上
平成20年8月15日
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
中山競馬場大型映像装置借上
平成20年8月15日
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
京都競馬場大型映像装置借上
平成20年8月15日
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年8月29日
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

トータリゼータシステム関連機
器借上（京都競馬場複合投票
券自動発売機他）

トータリゼータシステム関連機
器借上（東京競馬場他複合投
票券発行機他）
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10,228,500

26,407,668

1,385,520

10,944,972

3,278,232

55,322,760

3,364,092

8,048,976

－

－

－

－

－

－

－

－

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

トータリゼータシステム関連機
器借上（京都競馬場複合投票
券自動発売機他）

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年8月29日
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

トータリゼータシステム関連機
器借上（新潟競馬場他複合投
票券自動払戻機）

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年8月29日
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

トータリゼータシステム関連機
器借上（新潟競馬場他複合投
票券自動払戻機）

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年8月29日
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

トータリゼータシステム関連機
器借上（名古屋場外発売所他
複合投票券自動払戻機）

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年8月29日
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
トータリゼータシステム関連機
事業総務課長 加藤 弘
器借上（札幌場外発売所Ｂ館他
平成20年8月29日
(東京都港区西新橋1-1複合投票券自動払戻機）
19)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年8月29日
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
トータリゼータシステム関連機
事業総務課長 加藤 弘
器借上（神戸場外発売所Ａ館複
平成20年8月29日
(東京都港区西新橋1-1合投票券自動払戻機）
19)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
トータリゼータシステム関連機
事業総務課長 加藤 弘
器借上（神戸場外発売所Ｂ館複
平成20年8月29日
(東京都港区西新橋1-1合投票券自動払戻機）
19)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

トータリゼータシステム関連機
器借上（福島競馬場他複合投
票券自動払戻機）
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10,603,488

1,024,512

2,049,000

1,707,504

3,073,176

1,707,492

1,536,768

1,366,008
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6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

トータリゼータシステム関連機
器借上（福島競馬場他複合投
票券自動払戻機）

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年8月29日
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

トータリゼータシステム関連機
器借上（札幌競馬場他自動発
売機他）

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年9月30日
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

トータリゼータシステム関連機
器借上（新白河場外発売所他
複合投票券自動払戻機他）

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年9月30日
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

中京競馬場大型映像装置（箱
体）借上

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年10月8日
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

総合計算センター映像情報機
器借上

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年10月8日
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

関西映像センター映像情報機
器借上

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年10月8日
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
札幌場外発売所Ａ館映像情報 事業総務課長 加藤 弘
平成20年10月8日
機器借上
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
札幌場外発売所Ｂ館映像情報 事業総務課長 加藤 弘
平成20年10月8日
機器借上
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）
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1,365,984

870,228

64,768,488

1,891,968

1,013,304

1,007,628

1,016,664
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6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

契約等担当職
静内場外発売所映像情報機器 事業総務課長 加藤 弘
平成20年10月8日
(東京都港区西新橋1-1借上
19)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
釧路場外発売所映像情報機器 事業総務課長 加藤 弘
平成20年10月8日
(東京都港区西新橋1-1借上
19)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
室蘭場外発売所映像情報機器 事業総務課長 加藤 弘
平成20年10月8日
(東京都港区西新橋1-1借上
19)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
新白河場外発売所映像情報機 事業総務課長 加藤 弘
平成20年10月8日
(東京都港区西新橋1-1器借上
19)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
横手場外発売所映像情報機器 事業総務課長 加藤 弘
平成20年10月8日
借上
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年10月8日
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
銀座通り場外発売所映像情報 事業総務課長 加藤 弘
平成20年10月8日
機器リース
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
後楽園場外発売所映像情報機 事業総務課長 加藤 弘
平成20年10月8日
器借上
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

総合計算センター他映像情報
機器借上
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6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

契約等担当職
錦糸町場外発売所西館映像情 事業総務課長 加藤 弘
平成20年10月8日
(東京都港区西新橋1-1報機器借上
19)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
浅草場外発売所映像情報機器 事業総務課長 加藤 弘
平成20年10月8日
(東京都港区西新橋1-1借上
19)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
新橋場外発売所映像情報機器 事業総務課長 加藤 弘
平成20年10月8日
(東京都港区西新橋1-1借上
19)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
新宿場外発売所映像情報機器 事業総務課長 加藤 弘
平成20年10月8日
(東京都港区西新橋1-1借上
19)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
渋谷場外発売所映像情報機器 事業総務課長 加藤 弘
平成20年10月8日
借上
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
立川場外発売所Ａ館映像情報 事業総務課長 加藤 弘
平成20年10月8日
機器借上
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
田無場外発売所映像情報機器 事業総務課長 加藤 弘
平成20年10月8日
借上
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
横浜場外発売所Ａ館映像情報 事業総務課長 加藤 弘
平成20年10月8日
機器借上
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）
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6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

契約等担当職
石和場外発売所映像情報機器 事業総務課長 加藤 弘
平成20年10月8日
(東京都港区西新橋1-1借上
19)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年10月8日
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
名古屋場外発売所映像情報機 事業総務課長 加藤 弘
平成20年10月8日
(東京都港区西新橋1-1器借上
19)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
京都場外発売所映像情報機器 事業総務課長 加藤 弘
平成20年10月8日
(東京都港区西新橋1-1借上
19)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
難波場外発売所映像情報機器 事業総務課長 加藤 弘
平成20年10月8日
借上
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
道頓堀場外発売所映像情報機 事業総務課長 加藤 弘
平成20年10月8日
器借上
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
梅田場外発売所Ｂ館映像情報 事業総務課長 加藤 弘
平成20年10月8日
機器借上
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
神戸場外発売所Ａ館映像情報 事業総務課長 加藤 弘
平成20年10月8日
機器借上
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

総合計算センター他映像情報
機器借上
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6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

契約等担当職
神戸場外発売所Ｂ館映像情報 事業総務課長 加藤 弘
平成20年10月8日
(東京都港区西新橋1-1機器借上
19)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
広島場外発売所映像情報機器 事業総務課長 加藤 弘
平成20年10月8日
(東京都港区西新橋1-1借上
19)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
高松場外発売所映像情報機器 事業総務課長 加藤 弘
平成20年10月8日
(東京都港区西新橋1-1借上
19)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
八幡場外発売所映像情報機器 事業総務課長 加藤 弘
平成20年10月8日
(東京都港区西新橋1-1借上
19)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
札幌競馬場大型映像装置借上
平成20年10月8日
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
伊勢佐木場外発売所映像情報 事業総務課長 加藤 弘
平成20年10月8日
機器借上
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
小倉競馬場大型映像装置借上
平成20年10月31日
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
錦糸町場外発売所東館映像情 事業総務課長 加藤 弘
平成20年10月31日
報機器借上
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）
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6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

トータリゼータシステム関連機
器借上（電話投票所ＰＡＴ情報
サブシステム）

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年10月31日
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

新聞広告製版・入稿

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年12月12日
(東京都港区西新橋1-119)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
㈱広研アドバタイジング
とにより、契約の目的
大阪府大阪市北区梅
又は性格が競争に適さ
田1-2-2
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

電話投票加入者管理業務

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年12月26日
(東京都港区西新橋1-119)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
ＪＲＡオフィシャルホームページ 事業総務課長 加藤 弘
平成20年12月26日
(東京都港区西新橋1-1動画配信業務
19)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
㈱中央競馬ピーアー
とにより、契約の目的
ル・センター
又は性格が競争に適さ
東京都港区新橋4-5-4
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
トータリゼータシステム関連機
事業総務課長 加藤 弘
器借上（関西計算センターＰＡＴ
平成20年12月26日
(東京都港区西新橋1-1情報サブシステム）
19)

ＪＲＡシステムサービス
㈱
東京都江東区永代１－
14－５

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

食堂売店管理業務

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年12月29日
(東京都港区西新橋1-119)

（財）競馬共助会
東京都港区西新橋11-19

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

電話投票銀行事務取扱契約

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年12月30日
(東京都港区西新橋1-119)

㈱三井住友銀行
東京都千代田区有楽
町1－1－2

代替性がなく、契約相
手が特定されることに
より、契約の目的又は
性格が競争に適さない
ため。（日本中央競馬
会会計規程第３１条）
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824,388

3,796,884

353,795,400

126,784,035

1,066,416

39,600,000

908,869,416

－

－

－

－

－

－

－

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態に移行するも
の。

6

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

3

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

6

本契約は再リース契約であり、
引き続き使用することが経費面
において有利である。なお、機器 更新の際移行
更新時には競争契約により調達
する予定である。

3

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（公募）に移行
するもの。

代替性がなく、契約相
手が特定されることに
より、契約の目的又は
性格が競争に適さない
ため。（日本中央競馬
会会計規程第３１条）

電話投票銀行事務取扱契約

契約等担当職
事業総務課長 加藤 弘
平成20年12月30日
(東京都港区西新橋1-119)

㈱三菱東京UFJ銀行
東京都千代田区丸の
内2－7－1

ラジオ放送業務（熊本放送）

契約等担当職
広報総務課長 加藤 弘
平成20年2月20日
(東京都港区西新橋1-119)

特定の契約相手が排
他的権利を有している
㈱広研アドバタイジング ことにより、、契約の目
大阪府大阪市北区梅 的又は性格が競争に適
さないため。（日本中央
田1-2-2
競馬会会計規程第３１
条）

「中央競馬のあらまし」版下制
作

契約等担当職
広報総務課長 加藤 弘
平成20年3月21日
(東京都港区西新橋1-119)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
㈱中央競馬ピーアー
とにより、契約の目的
ル・センター
又は性格が競争に適さ
東京都港区新橋4-5-4
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第31条）

テレビ放送業務

契約等担当職
広報総務課長 加藤 弘
平成20年3月28日
(東京都港区西新橋1-119)

㈱ケービーエス京都プ
ロジェクト
京都府京都市上京区
烏丸通一条下ル龍前
町600-1

ラジオ放送業務

契約等担当職
広報総務課長 加藤 弘
平成20年3月28日
(東京都港区西新橋1-119)

特定の契約相手が排
他的権利を有している
㈱広研アドバタイジング
ことにより、契約の目的
大阪府大阪市北区梅
又は性格が競争に適さ
田1-2-2
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第31条）

契約等担当職
ラジオ放送業務（山陽・西日本・ 広報総務課長 加藤 弘
平成20年3月28日
山口・中国・ラジオ大阪・長崎） (東京都港区西新橋1-119)

㈱電通関西支社
大阪府大阪市北区堂
島2－4－5

特定の契約相手が排
他的権利を有している
ことにより、、契約の目
的又は性格が競争に適
さないため。（日本中央
競馬会会計規程第３１
条）

契約等担当職
テレビ番組提供（タイガースナイ 広報総務課長 加藤 弘
平成20年3月31日
ター）
(東京都港区西新橋1-119)

㈱ケービーエス京都プ
ロジェクト
京都府京都市上京区
烏丸通一条下ル龍前
町600-1

特定の契約相手が排
他的権利を有している
ことにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第31条）

㈱朝日広告社大阪支
社
大阪府大阪市北区中
之島3-2-4

特定の契約相手が排
他的権利を有している
ことにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第31条）

屋外広告放送業務

契約等担当職
広報総務課長 加藤 弘
平成20年4月1日
(東京都港区西新橋1-119)

特定の契約相手が排
他的権利を有している
ことにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第31条）
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1,453,002,351

1,801,800

2,180,000

517,177,477

166,173,756

98,903,097

15,939,000

3,969,000

－

－

－

－

－

－

－

－

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（公募）に移行
するもの。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（公募）に移行
するもの。

3

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（総合評価方
式）に移行するもの。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（公募）に移行
するもの。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（公募）に移行
するもの。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（公募）に移行
するもの。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
に移行するものとした。なお、仕 平成22年度
様の精度を高めること等準備に
時間を要するため、平成22年か
ら競争契約を実施する。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（公募）に移行
するもの。

契約等担当職
平成20年度第2四半期U局競馬 広報総務課長 加藤 弘
平成20年4月2日
(東京都港区西新橋1-1中継放送
19)

海外競馬放映物製作

契約等担当職
広報総務課長 加藤 弘
平成20年4月25日
(東京都港区西新橋1-119)

契約等担当職
京王電鉄における東京競馬場 広報総務課長 加藤 弘
平成20年5月9日
(東京都港区西新橋1-1開催レースの告知
19)

㈱マイプラン
東京都新宿区三栄町
28－10

特定の契約相手が排
他的権利を有している
ことにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第31条）

㈱ＮＨＫ情報ネットワー
ク
東京都渋谷区神山町４
－14

特定の契約相手が排
他的権利を有している
ことにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第31条）

特定の契約相手が排
他的権利を有している
㈱京王エージェンシー
ことにより、契約の目的
東京都新宿区西新宿1
又は性格が競争に適さ
－9－1
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第31条）

契約等担当職
広報総務課長 加藤 弘
平成20年5月21日
(東京都港区西新橋1-119)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
㈱中央競馬ピーアー
とにより、契約の目的
ル・センター
又は性格が競争に適さ
東京都港区新橋4-5-4
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第31条）

契約等担当職
テレビ競馬中継の実施（北海道 広報総務課長 加藤 弘
平成20年6月25日
文化放送：6月28日・10月4日） (東京都港区西新橋1-119)

㈱博報堂
東京都港区芝浦3－4
－1

特定の契約相手が排
他的権利を有している
ことにより、、契約の目
的又は性格が競争に適
さないため。（日本中央
競馬会会計規程第３１
条）

契約等担当職
平成20年度第3回四半期U局競 広報総務課長 加藤 弘
平成20年7月4日
馬中継放送
(東京都港区西新橋1-119)

㈱マイプラン
東京都新宿区三栄町
28－10

特定の契約相手が排
他的権利を有している
ことにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第31条）

㈱三晃社
愛知県名古屋市中区
丸の内3－20－9

特定の契約相手が排
他的権利を有している
ことにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第31条）

「新種牡馬銘鑑」版下制作

テレビ放送業務（三重テレビ）

契約等担当職
広報総務課長 加藤 弘
平成20年7月18日
(東京都港区西新橋1-119)

契約等担当職
テレビ競馬中継の実施（テレビ 広報総務課長 加藤 弘
平成20年7月24日
北海道：7月27日）
(東京都港区西新橋1-119)

特定の契約相手が排
他的権利を有している
㈱中央競馬ピーアー
ことにより、契約の目的
ル・センター
又は性格が競争に適さ
東京都港区新橋4-5-4
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第31条）
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216,549,772

29,988,000

9,555,000

5,911,500

7,812,000

197,309,805

30,779,059

3,287,550

－

－

－

－

－

－

－

－

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（公募）に移行
するもの。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（公募）に移行
するもの。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（公募）に移行
するもの。

3

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（公募）に移行するものとした。な 平成22年度
お、仕様の精度を高めること等
準備に時間を要するため、平成
22年から競争契約を実施する。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（公募）に移行
するもの。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（公募）に移行
するもの。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（公募）に移行
するもの。

3

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（公募）に移行
するもの。

契約等担当職
テレビ競馬中継の実施（北海道 広報総務課長 加藤 弘
平成20年8月22日
(東京都港区西新橋1-1文化放送：8月23日）
19)

㈱博報堂
東京都港区芝浦3－4
－1

特定の契約相手が排
他的権利を有している
ことにより、、契約の目
的又は性格が競争に適
さないため。（日本中央
競馬会会計規程第３１
条）

契約等担当職
平成20年度第4回四半期U局競 広報総務課長 加藤 弘
平成20年10月3日
(東京都港区西新橋1-1馬中継放送
19)

㈱マイプラン
東京都新宿区三栄町
28－10

特定の契約相手が排
他的権利を有している
ことにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第31条）

（社）農林放送事業団
東京都港区赤坂1－9
－13

特定の契約相手が排
他的権利を有している
ことにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第31条）

（社）農林放送事業団
東京都港区赤坂1－9
－13

特定の契約相手が排
他的権利を有している
ことにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第31条）

㈱中央アド新社
東京都中央区築地39-9

特定の契約相手が排
他的権利を有している
ことにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第31条）

契約等担当職
「世界の人と馬の文化」シリーズ 広報総務課長 加藤 弘
平成20年10月24日
(東京都港区西新橋1-1（広報記録映画）の放送実施
19)

テレビ番組提供（フジテレビ系
列「東日本女子駅伝」）

契約等担当職
広報総務課長 加藤 弘
平成20年11月6日
(東京都港区西新橋1-119)

新宿アルタビジョンにおける実
況放映実施

契約等担当職
広報総務課長 加藤 弘
平成20年12月10日
(東京都港区西新橋1-119)

テレビ番組提供（年間・その他
局各局）

契約等担当職
広報総務課長 加藤 弘
平成20年12月26日
(東京都港区西新橋1-119)

㈱三晃社
東京都港区西新橋116-3

特定の契約相手が排
他的権利を有している
ことにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第31条）

ラジオ番組提供（藤川京子
ビューティフル競馬）

契約等担当職
広報総務課長 加藤 弘
平成20年12月26日
(東京都港区西新橋1-119)

㈱中央アド新社
東京都中央区築地39-9

特定の契約相手が排
他的権利を有している
ことにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第31条）

㈱電通
東京都港区東新橋18-1

特定の契約相手が排
他的権利を有している
ことにより、、契約の目
的又は性格が競争に適
さないため。（日本中央
競馬会会計規程第３１
条）

契約等担当職
テレビ番組提供（年間・テレビ東 広報総務課長 加藤 弘
平成20年12月26日
京系列各局）
(東京都港区西新橋1-119)

27/32

－

－

－

－

－

－

－

－
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201,061,138
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平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（公募）に移行
するもの。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（公募）に移行
するもの。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
に移行するものとした。なお、仕 平成22年度
様の精度を高めること等準備に
時間を要するため、平成22年か
ら競争契約を実施する。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
に移行するものとした。なお、仕 平成22年度
様の精度を高めること等準備に
時間を要するため、平成22年か
ら競争契約を実施する。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（公募）に移行
するもの。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
に移行するものとした。なお、仕 平成22年度
様の精度を高めること等準備に
時間を要するため、平成22年か
ら競争契約を実施する。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（公募）に移行
するもの。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
に移行するものとした。なお、仕 平成22年度
様の精度を高めること等準備に
時間を要するため、平成22年か
ら競争契約を実施する。

（社）農林放送事業団
東京都港区赤坂1－9
－13

特定の契約相手が排
他的権利を有している
ことにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第31条）

（社）農林放送事業団
東京都港区赤坂1－9
－13

特定の契約相手が排
他的権利を有している
ことにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第31条）

㈱博報堂
東京都港区芝浦3－4
－1

特定の契約相手が排
他的権利を有している
ことにより、、契約の目
的又は性格が競争に適
さないため。（日本中央
競馬会会計規程第３１
条）

テレビ番組提供（年間・その他
放送局）

契約等担当職
広報総務課長 加藤 弘
平成20年12月26日
(東京都港区西新橋1-119)

㈱博報堂
東京都港区芝浦3－4
－1

特定の契約相手が排
他的権利を有している
ことにより、、契約の目
的又は性格が競争に適
さないため。（日本中央
競馬会会計規程第３１
条）

テレビ番組提供（年間・その他
放送局）

契約等担当職
広報総務課長 加藤 弘
平成20年12月26日
(東京都港区西新橋1-119)

特定の契約相手が排
他的権利を有している
ことにより、、契約の目
㈱中央競馬ピーアー
的又は性格が競争に適
ル・センター
東京都港区新橋4-5-4 さないため。（日本中央
競馬会会計規程第３１
条）

テレビ番組提供（年間・その他
放送局）

契約等担当職
広報総務課長 加藤 弘
平成20年12月26日
(東京都港区西新橋1-119)

ラジオ競馬中継

契約等担当職
広報総務課長 加藤 弘
平成20年12月26日
(東京都港区西新橋1-119)

契約等担当職
テレビ番組提供（年間・フジテレ 広報総務課長 加藤 弘
平成20年12月26日
(東京都港区西新橋1-1ビ系列各局）
19)

契約等担当職
平成19年度競馬成績公報CD業務課長 小林 哲也(東 平成20年6月12日
ROMの作成業務
京都港区西新橋1-1-19)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
JRAファシリティーズ㈱ とにより、契約の目的
東京都港区新橋4-5-4 又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第31条）

契約等担当職
馬ウイルス性動脈炎不活性化 馬事総務課長 宮里浩
平成20年7月24日
ワクチンの調達
司(東京都港区西新橋11-19)

研究開発に基づき開
発された原型等の調達
JRAファシリティーズ㈱ であり、契約の目的又
東京都港区新橋4-5-4 は性格が競争に適さな
いため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）
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平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
に移行するものとした。なお、仕 平成22年度
様の精度を高めること等準備に
時間を要するため、平成22年か
ら競争契約を実施する。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
に移行するものとした。なお、仕 平成22年度
様の精度を高めること等準備に
時間を要するため、平成22年か
ら競争契約を実施する。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
に移行するものとした。なお、仕 平成22年度
様の精度を高めること等準備に
時間を要するため、平成22年か
ら競争契約を実施する。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
に移行するものとした。なお、仕 平成22年度
様の精度を高めること等準備に
時間を要するため、平成22年か
ら競争契約を実施する。

3

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
に移行するものとした。なお、仕 平成22年度
様の精度を高めること等準備に
時間を要するため、平成22年か
ら競争契約を実施する。

8

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態に移行するも
の。

8

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態に移行するも
の。

契約等担当職
中山競馬場場外勝馬投票券発 ウインズ活性化会議 上
平成20年1月4日
席調査役 尾池 尚史(東
売所清掃等業務
京都港区西新橋1-1-19)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
JRAファシリティーズ㈱ とにより、契約の目的
東京都港区新橋4-5-4 又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

ウインズ名古屋館内清掃請負
業務

契約等担当職
ウインズ活性化会議 上
平成20年1月4日
席調査役 尾池 尚史(東
京都港区西新橋1-1-19)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
JRAファシリティーズ㈱ とにより、契約の目的
東京都港区新橋4-5-4 又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

ウインズ佐世保場外発売日館
内及び構内清掃業務

契約等担当職
ウインズ活性化会議 上
平成20年1月4日
席調査役 尾池 尚史(東
京都港区西新橋1-1-19)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
JRAファシリティーズ㈱ とにより、契約の目的
東京都港区新橋4-5-4 又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

ウインズ八幡場外発売日館内
及び構内清掃業務

契約等担当職
ウインズ活性化会議 上
平成20年1月4日
席調査役 尾池 尚史(東
京都港区西新橋1-1-19)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
JRAファシリティーズ㈱ とにより、契約の目的
東京都港区新橋4-5-4 又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

ウインズ小郡場外発売日館内
及び構内清掃業務

契約等担当職
ウインズ活性化会議 上
平成20年1月4日
席調査役 尾池 尚史(東
京都港区西新橋1-1-19)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
JRAファシリティーズ㈱ とにより、契約の目的
東京都港区新橋4-5-4 又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
ウインズ立川施設案内CF放映 ウインズ活性化会議 上
平成20年2月21日
の実施
席調査役 尾池 尚史(東
京都港区西新橋1-1-19)

特定の契約相手が排
他的権利を有している
立川シティビジョン㈱
ことにより、、契約の目
東京都立川市曙町２－ 的又は性格が競争に適
６－１
さないため。（日本中央
競馬会会計規程第３１
条）

契約等担当職
ウインズ立川施設案内CF放映 ウインズ活性化会議 上
平成20年2月21日
の実施
席調査役 尾池 尚史(東
京都港区西新橋1-1-19)

特定の契約相手が排
他的権利を有している
㈱エージェーシー・ルク
ことにより、、契約の目
ス
的又は性格が競争に適
東京都中央区日本橋
さないため。（日本中央
人形町2－18－9
競馬会会計規程第３１
条）

平成21年度ウインズ渋谷案内
等業務

契約等担当職
ウインズ活性化会議 上
平成20年12月25日
席調査役 尾池 尚史(東
京都港区西新橋1-1-19)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
㈱ニッソー
とにより、契約の目的
東京都港区高輪3－26
又は性格が競争に適さ
－33
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）
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8

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態に移行するも
の。

8

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態に移行するも
の。

8

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態に移行するも
の。

8

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態に移行するも
の。

8

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態に移行するも
の。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（公募）に移行
するもの。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（公募）に移行
するもの。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（総合評価方
式）に移行するもの。

ウインズ難波案内業務契約

契約等担当職
ウインズ活性化会議 上
平成20年12月26日
席調査役 尾池 尚史(東
京都港区西新橋1-1-19)

関西警備保障㈱
大阪府大阪市天王寺
区上本町1-1-18

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

ウインズ錦糸町案内等業務

契約等担当職
ウインズ活性化会議 上
平成20年12月26日
席調査役 尾池 尚史(東
京都港区西新橋1-1-19)

セントラル綜合サービ
ス㈱
東京都千代田区飯田
橋1-5-9

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

平成21年度ウインズ浅草案内
等業務

契約等担当職
ウインズ活性化会議 上
平成20年12月26日
席調査役 尾池 尚史(東
京都港区西新橋1-1-19)

タイショウ警備保障㈱
東京都江東区住吉27-2

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

ウインズ静内交通警備業務

契約等担当職
ウインズ活性化会議 上
平成20年12月26日
席調査役 尾池 尚史(東
京都港区西新橋1-1-19)

㈱東洋実業
北海道札幌市中央区
北６条西22-2-7

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

平成21年度ウインズ神戸来場
者案内業務

契約等担当職
ウインズ活性化会議 上
平成20年12月26日
席調査役 尾池 尚史(東
京都港区西新橋1-1-19)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
㈱ニッソー
とにより、契約の目的
東京都港区高輪3－26
又は性格が競争に適さ
－33
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

平成21年度ウインズ新橋案内
業務

契約等担当職
ウインズ活性化会議 上
平成20年12月26日
席調査役 尾池 尚史(東
京都港区西新橋1-1-19)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
㈱ニッソー
とにより、契約の目的
東京都港区高輪3－26
又は性格が競争に適さ
－33
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

契約等担当職
平成21年度高崎場外お客様送 ウインズ活性化会議 上
平成20年12月26日
迎用無料シャトルバス運行委託 席調査役 尾池 尚史(東
京都港区西新橋1-1-19)

ひかり観光㈱
群馬県富岡市富岡
1435

追加の建設サービス
等を調達する必要か
ら、現に契約履行中以
外の者をして履行させ
ることが不利と認めら
れるため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

廣島ケイソウ㈱
広島市南区的場町14-8

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

広島場外勝馬投票券発売所
ファンエリア等清掃業務

契約等担当職
ウインズ活性化会議 上
平成20年12月26日
席調査役 尾池 尚史(東
京都港区西新橋1-1-19)

30/32

－

－

－

－

－

－

－

－
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1,009,728
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平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（総合評価方
式）に移行するもの。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（総合評価方
式）に移行するもの。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（総合評価方
式）に移行するもの。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態に移行するも
の。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（総合評価方
式）に移行するもの。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（総合評価方
式）に移行するもの。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態に移行するも
の。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態に移行するも
の。

平成21年度ウインズ立川案内
等業務

契約等担当職
ウインズ活性化会議 上
平成20年12月26日
席調査役 尾池 尚史(東
京都港区西新橋1-1-19)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
㈱ニッソー
とにより、契約の目的
東京都港区高輪3－26
又は性格が競争に適さ
－33
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

平成21年度ウインズ横浜案内
等業務

契約等担当職
ウインズ活性化会議 上
平成20年12月27日
席調査役 尾池 尚史(東
京都港区西新橋1-1-19)

協栄総合警備保障㈱
東京都目黒区鷹番314-4 グリーンヒルズ
206号

平成21年度ウインズ銀座案内
業務

契約等担当職
ウインズ活性化会議 上
平成20年12月28日
席調査役 尾池 尚史(東
京都港区西新橋1-1-19)

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
㈱ニッソー
とにより、契約の目的
東京都港区高輪3－26
又は性格が競争に適さ
－33
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

ウインズ立川駐車場業務運営
及び総合管理業務

契約等担当職
ウインズ活性化会議 上
平成20年12月28日
席調査役 尾池 尚史(東
京都港区西新橋1-1-19)

（財）日本中央競馬会
弘済会
東京都港区新橋4－5
－4

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

ウインズ名古屋案内業務契約

契約等担当職
ウインズ活性化会議 上
平成20年12月29日
席調査役 尾池 尚史(東
京都港区西新橋1-1-19)

オールジャパンガード
㈱
愛知県名古屋市中区
大須2－11－22

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

ウインズ名古屋案内業務契約

契約等担当職
ウインズ活性化会議 上
平成20年12月29日
席調査役 尾池 尚史(東
京都港区西新橋1-1-19)

㈱コアズ
愛知県名古屋市中区
錦1－7－34

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

ウインズ石和案内等業務

契約等担当職
ウインズ活性化会議 上
平成20年12月29日
席調査役 尾池 尚史(東
京都港区西新橋1-1-19)

㈱センティス21
山梨県甲府市後屋町
363番

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）
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2,860,896

4,673,498

1,350,786
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平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（総合評価方
式）に移行するもの。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（総合評価方
式）に移行するもの。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（総合評価方
式）に移行するもの。

2

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り競争性の高い契約形態
（総合評価方式）に移行するもの
平成22年度
とした。なお、仕様の精度を高め
ること等準備に時間を要するた
め、平成22年から競争契約を実
施する。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（総合評価方
式）に移行するもの。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（総合評価方
式）に移行するもの。

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（総合評価方
式）に移行するもの。

契約等担当職
ウインズ札幌エクセルフロア案 ウインズ活性化会議 上
平成20年12月29日
席調査役 尾池 尚史(東
内業務
京都港区西新橋1-1-19)

北陽警備保障㈱
北海道札幌市豊平区
美園4条8-1-7

技術的な理由から契
約相手が特定されるこ
とにより、契約の目的
又は性格が競争に適さ
ないため。（日本中央競
馬会会計規程第３１条）
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2,381,088

－

－

平成20年まで競争性のない随
意契約に整理していたが、見直
しを図り平成21年度より競争性 平成21年度
の高い契約形態（総合評価方
式）に移行するもの。

