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）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日 行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開
平成29年5月9日現在

公益法人の場合
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

1 デジタル住宅地図の使用許諾

支出負担行為担当官 内閣衛星情報センター管理
部長 青木信義
東京都新宿区市谷本村町９－１３

H28.4.1

(株)ゼンリン
東京都千代田区西神田１－１－１

必要とする物品又はサービスの提供者が他に存在しないこ
とから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（公募）

-

108,864,000

-

2 国際地政情報の取得

支出負担行為担当官 内閣衛星情報センター管理
部長 青木信義
東京都新宿区市谷本村町９－１３

H28.4.1

(株)三菱総合研究所
東京都千代田区永田町２－１０－３

必要とする物品又はサービスの提供者が他に存在しないこ
とから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（公募）

－

75,477,960

-

3 ラヂオプレスニュース資料の取得

支出負担行為担当官 内閣衛星情報センター管理
部長 青木信義
東京都新宿区市谷本村町９－１３

H28.4.1

(財)ラヂオプレス
東京都新宿区若松町３３－８

必要とする物品又はサービスの提供者が他に存在しないこ
とから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

－

36,881,568

-

4 通信社情報の取得（時事通信社）

支出負担行為担当官 内閣衛星情報センター管理
部長 青木信義
東京都新宿区市谷本村町９－１３

H28.4.1

(株)時事通信社
東京都中央区銀座５－１５－８

必要とする物品又はサービスの提供者が他に存在しないこ
とから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

-

11,975,040

-

5 通信社情報の取得（共同通信社）

支出負担行為担当官 内閣衛星情報センター管理
部長 青木信義
東京都新宿区市谷本村町９－１３

H28.4.1

(社)共同通信社
東京都港区東新橋１－７－１

必要とする物品又はサービスの提供者が他に存在しないこ
とから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

-

10,692,000

-

6 電話交換設備の保守

支出負担行為担当官 内閣衛星情報センター管理
部長 青木信義
東京都新宿区市谷本村町９－１３

H28.4.1

日本電気(株)
東京都港区芝５－７－１

必要とする物品又はサービスの提供者が他に存在しないこ
とから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（公募）

－

11,016,000

-

7 船舶データベースサービスの使用許諾

支出負担行為担当官 内閣衛星情報センター管理
部長 青木信義
東京都新宿区市谷本村町９－１３

H28.4.1

(株)三菱総合研究所
東京都千代田区永田町２－１０－３

必要とする物品又はサービスの提供者が他に存在しないこ
とから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（公募）

－

8,910,000

-

8 ＣＮＮの受信

支出負担行為担当官 内閣衛星情報センター管理
部長 青木信義
東京都新宿区市谷本村町９－１３

H28.4.1

(株)日本ケーブルテレビジョン
東京都港区六本木１－１－１

必要とする物品又はサービスの提供者が他に存在しないこ
とから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（公募）

－

3,888,000

-

9 地球観測衛星データの購入

支出負担行為担当官 内閣衛星情報センター管理
部長 青木信義
東京都新宿区市谷本村町９－１３

H28.4.1

（株）パスコ衛星事業部
東京都中野区中野４－１０－１

公募による調達であり、許可制のため競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（公募）

-

-

※単価契約

10 地球観測衛星データの購入

支出負担行為担当官 内閣衛星情報センター管理
部長 青木信義
東京都新宿区市谷本村町９－１３

H28.4.1

日本スペースイメージング(株)
東京都中央区八重洲２－８－１

公募による調達であり、許可制のため競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（公募）

-

-

※単価契約

11 地球観測衛星データの購入

支出負担行為担当官 内閣衛星情報センター管理
部長 青木信義
東京都新宿区市谷本村町９－１３

H28.4.1

(財)リモート・センシング技術センター
東京都港区虎ノ門３－１７－１

公募による調達であり、許可制のため競争を許さないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（公募）

-

-

※単価契約

ＮＯ

物品役務等の名称及び数量

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

再就職の
役員の数

落札率

備考
国所
公益法 管、都 応札・
人の区 道府県 応募者
分
所管の 数
区分

公益法人の場合
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

12 乗用自動車（タクシー）の供給

支出負担行為担当官 内閣衛星情報センター管理
部長 青木信義
東京都新宿区市谷本村町９－１３

H28.4.1

東京都個人タクシー(協)
東京都中野区弥生町５－６－６

許可制のため競争を許さないことから、会計法第２９条の３
第４項に該当するため。（公募）

－

-

※単価契約

13 乗用自動車（タクシー）の供給

支出負担行為担当官 内閣衛星情報センター管理
部長 青木信義
東京都新宿区市谷本村町９－１３

H28.4.1

東京四社営業委員会
東京都中央区日本橋本町４－１５－１１

許可制のため競争を許さないことから、会計法第２９条の３
第４項に該当するため。（公募）

－

-

※単価契約

14 乗用自動車（タクシー）の供給

支出負担行為担当官 内閣衛星情報センター管理
部長 青木信義
東京都新宿区市谷本村町９－１３

H28.4.1

日個連東京都営業(協)
東京都豊島区南大塚１－２－１２

許可制のため競争を許さないことから、会計法第２９条の３
第４項に該当するため。（公募）

－

-

※単価契約

15 乗用自動車（タクシー）の供給

支出負担行為担当官 内閣衛星情報センター管理
部長 青木信義
東京都新宿区市谷本村町９－１３

H28.4.1

東京無線(協)
東京都新宿区百人町２－１８－１２

許可制のため競争を許さないことから、会計法第２９条の３
第４項に該当するため。（公募）

－

-

※単価契約

16 乗用自動車（タクシー）の供給

支出負担行為担当官 内閣衛星情報センター管理
部長 青木信義
東京都新宿区市谷本村町９－１３

H28.4.1

東都タクシー無線(協)
東京都豊島区西池袋５－１３－１３

許可制のため競争を許さないことから、会計法第２９条の３
第４項に該当するため。（公募）

－

-

※単価契約

17 乗用自動車（タクシー）の供給

支出負担行為担当官 内閣衛星情報センター管理
部長 青木信義
東京都新宿区市谷本村町９－１３

H28.4.1

日の丸自動車(株)
東京都文京区後楽１－１－８

許可制のため競争を許さないことから、会計法第２９条の３
第４項に該当するため。（公募）

－

-

※単価契約

18 乗用自動車（タクシー）の供給

支出負担行為担当官 内閣衛星情報センター管理
部長 青木信義
東京都新宿区市谷本村町９－１３

H28.4.1

イーエム無線(協)
東京都中央区築地７－１０－２

許可制のため競争を許さないことから、会計法第２９条の３
第４項に該当するため。（公募）

－

-

※単価契約

19 ＥＬＮＥＴの利用

支出負担行為担当官
政策統括官（科学技術・イノベーション担当） 森本
浩一
東京都千代田区永田町１－６－１

（株）エレクトロニック・ライブラリー
H28.4.1 代表取締役社長 猫本正彦
東京都品川区西五反田８－１１－１３

公募を実施した結果、当該事業者の他に履行可能な者の申
し出がなかったことから、会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。

-

-

-

※単価契約

20 複写機（高速機）の保守及び消耗品等の供給業務

支出負担行為担当官
政策統括官（科学技術・イノベーション担当） 森本
浩一
東京都千代田区永田町１－６－１

富士ゼロックス（株）
H28.4.1 公共第一営業部長 沢辺 和浩
東京都港区六本木３－１－１

会計法第29条の3第4項
必要とするサービスの提供者が他に存在しないため

-

-

-

単価契約
保守：0.37円/枚ほか

21 FAX複合機及び複写機（中速機）の保守業務

支出負担行為担当官
政策統括官（科学技術・イノベーション担当） 森本
浩一
東京都千代田区永田町１－６－１

富士ゼロックス（株）
H28.4.1 公共第一営業部長 沢辺 和浩
東京都港区六本木３－１－１

会計法第29条の3第4項
必要とするサービスの提供者が他に存在しないため

-

-

-

単価契約
保守：0.40円/枚ほか

22 一般乗用旅客自動車（タクシー）の供給

支出負担行為担当官
政策統括官（科学技術・イノベーション担当） 森本
浩一
東京都千代田区永田町１－６－１

東京都個人タクシー協同組合
H28.4.1 理事長 木村 忠義
東京都中野区弥生町５－６－６

会計法第29条の3第4項
公募により業者を募集したところ、当該業者から応募があり、
本業務を行うことができるものと認められため。

-

-

-

-

単価契約
契約金額については
認可書に定められた
料金の額

23 一般乗用旅客自動車（タクシー）の供給

支出負担行為担当官
政策統括官（科学技術・イノベーション担当） 森本
浩一
東京都千代田区永田町１－６－１

東京四社営業委員会
H28.4.1 事務局長 牛久 恭文
東京都中央区日本橋本町４－１５－１１

会計法第29条の3第4項
公募により業者を募集したところ、当該業者から応募があり、
本業務を行うことができるものと認められため。

-

-

-

-

単価契約
契約金額については
認可書に定められた
料金の額

ＮＯ

物品役務等の名称及び数量

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

再就職の
役員の数

落札率

備考
国所
公益法 管、都 応札・
人の区 道府県 応募者
分
所管の 数
区分

公益法人の場合

ＮＯ

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

再就職の
役員の数

落札率

備考
国所
公益法 管、都 応札・
人の区 道府県 応募者
分
所管の 数
区分

24 一般乗用旅客自動車（タクシー）の供給

支出負担行為担当官
政策統括官（科学技術・イノベーション担当） 森本
浩一
東京都千代田区永田町１－６－１

日個連東京都営業協同組合
H28.4.1 理事長 中島 通
東京都豊島区南大塚１－２－１２

会計法第29条の3第4項
公募により業者を募集したところ、当該業者から応募があり、
本業務を行うことができるものと認められため。

-

-

-

-

単価契約
契約金額については
認可書に定められた
料金の額

25 一般乗用旅客自動車（タクシー）の供給

支出負担行為担当官
政策統括官（科学技術・イノベーション担当） 森本
浩一
東京都千代田区永田町１－６－１

東京無線協同組合
H28.4.1 理事長 川村 泰利
東京都新宿区百人町２－１８－１２

会計法第29条の3第4項
公募により業者を募集したところ、当該業者から応募があり、
本業務を行うことができるものと認められため。

-

-

-

-

単価契約
契約金額については
認可書に定められた
料金の額

26 一般乗用旅客自動車（タクシー）の供給

支出負担行為担当官
政策統括官（科学技術・イノベーション担当） 森本
浩一
東京都千代田区永田町１－６－１

東都タクシー協同組合
H28.4.1 理事長 宮本 繁樹
東京都豊島区西池袋５－１３－１３

会計法第29条の3第4項
公募により業者を募集したところ、当該業者から応募があり、
本業務を行うことができるものと認められため。

-

-

-

-

単価契約
契約金額については
認可書に定められた
料金の額

27 一般乗用旅客自動車（タクシー）の供給

支出負担行為担当官
政策統括官（科学技術・イノベーション担当） 森本
浩一
東京都千代田区永田町１－６－１

日の丸自動車株式会社
H28.4.1 代表取締役 富田 和孝
東京都文京区後楽１－１－８

会計法第29条の3第4項
公募により業者を募集したところ、当該業者から応募があり、
本業務を行うことができるものと認められため。

-

-

-

-

単価契約
契約金額については
認可書に定められた
料金の額

28 一般乗用旅客自動車（ハイヤー）の供給

支出負担行為担当官
政策統括官（科学技術・イノベーション担当） 森本
浩一
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

会計法第29条の3第4項
公募により業者を募集したところ、当該業者から応募があり、
本業務を行うことができるものと認められため。

-

-

-

-

単価契約
契約金額については
認可書に定められた
料金の額

29 タクシーの供給契約

支出負担行為担当官
内閣府経済社会総合研究所次長 杉原 茂
東京都千代田区永田町１－６－１

会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号
タクシー運送役務については認可運賃が適用されており、競
争の余地がないため（公募）

-

-

-

契約金額は認可の料
金

30 タクシーの供給契約

支出負担行為担当官
内閣府経済社会総合研究所次長 杉原 茂
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

東京四社営業委員会
東京都中央区日本橋本町4－15－11

会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号
タクシー運送役務については認可運賃が適用されており、競
争の余地がないため（公募）

-

-

-

契約金額は認可の料
金

31 タクシーの供給契約

支出負担行為担当官
内閣府経済社会総合研究所次長 杉原 茂
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

東京無線協同組合
東京都新宿区百人町2－18－12

会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号
タクシー運送役務については認可運賃が適用されており、競
争の余地がないため（公募）

-

-

-

契約金額は認可の料
金

32 タクシーの供給契約

支出負担行為担当官
内閣府経済社会総合研究所次長 杉原 茂
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

東都タクシー無線協同組合
東京都豊島区西池袋5－13－13

会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号
タクシー運送役務については認可運賃が適用されており、競
争の余地がないため（公募）

-

-

-

契約金額は認可の料
金

33 新聞等の購入

支出負担行為担当官
内閣府経済社会総合研究所次長 杉原 茂
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

丸の内新聞事業協同組合
東京都千代田区内幸町1－7－10

-

-

-

34 料金後納郵便役務

支出負担行為担当官
内閣府経済社会総合研究所次長 杉原 茂
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

日本郵便（株）銀座郵便局
東京都中央区銀座8－20－26

会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号
必要とするサービスの提供者が他に存在しないため

-

-

-

35 経済社会総合研究所関連資料の保管業務

支出負担行為担当官
内閣府経済社会総合研究所次長 杉原 茂
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

三菱倉庫（株）東京支店
東京都中央区新川1-28-24

会計法第29条の3第5項、予決令第99条第8号
保管・運搬につき最も好適な条件を有するものであるため

-

-

-

株式会社日の丸リムジン
代表取締役 富田 和宏

東京都個人タクシー協同組合
H28.4.1 東京都中野区弥生町5－6－6

会計法第29条の3第4項、予決令第99条第18号
事業協同組合から直接に物件を買い入れるため

※単価契約

契約金額は内国郵便
約款及び国際郵便約
款に定められた料金

※単価契約

公益法人の場合

ＮＯ

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

再就職の
役員の数

落札率

36 複写機の保守及び複写機に必要な消耗品の供給

支出負担行為担当官
内閣府経済社会総合研究所次長 杉原 茂
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

富士ゼロックス（株）
東京都港区六本木3-1-1

会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号
特定の供給者によってのみ供給が可能なため

-

4,200,000

-

37 サイエンス・ダイレクトの使用

支出負担行為担当官
内閣府経済社会総合研究所次長 杉原 茂
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号
エルゼビア・ビー・ブイ
オランダ王国アムステルダム市ラーダーヴィヒ29 特定の供給者によってのみ供給が可能なため

5,023,373

5,023,373

100.0

38 平成２８年度分世界貿易分析協会年会費

支出負担行為担当官
内閣府経済社会総合研究所次長 杉原 茂
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1 PURDUE UNIVERSITY

会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号
特定の供給者によってのみ供給が可能なため

2,452,200.0

2,452,200

100.0

39 平成２8年度原子力災害現地対策本部における複合機の保守について

内閣府政策統括官（原子力防災担当）
平井興宣
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

会計法第２９条の３第４項
契約の目的又は性質が競争を許さないもの

-

-

※単価契約

40 平成２８年度原子力災害現地対策本部に設置のノートパソコン他賃借

内閣府政策統括官（原子力防災担当）
平井興宣
東京都千代田区永田町１－６－１

会計法第２９条の３第４項
契約の目的又は性質が競争を許さないもの

-

7,737,144

-

会計法第２９条の３第４項
契約の目的又は性質が競争を許さないもの

-

6,503,328

-

株式会社 リコ－
東京都大田区中馬込1-3-6

株式会社レンタルサポート福島
H28.4.1 福島県郡山市安席町日出山２－４

ＫＤＤＩ株式会社
東京都千代田区大手町一丁目8番1号

備考
国所
公益法 管、都 応札・
人の区 道府県 応募者
分
所管の 数
区分
※単価契約
契約金額は予定調達
総額

41

内閣府政策統括官（原子力防災担当）
平成２８年度内閣府政策統括官（原子力防災担当）に係る通信回線の賃
平井興宣
借
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

42

平成２８年度内閣府政策統括官(原子力防災担当)ＴＶ会議システム等の
保守点検業務

内閣府政策統括官（原子力防災担当）
平井興宣
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

東芝ＩＴサービス株式会社
東京都港区芝浦四丁目９番２５号

会計法第２９条の３第４項
契約の目的又は性質が競争を許さないもの

-

2,493,115

-

43

平成２８年度原子力災害現地対策本部ＥＴＣカードの使用に関する請負
契約

内閣府政策統括官（原子力防災担当）
平井興宣
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

トヨタファイナンス株式会社
東京都江東区東陽六丁目３番２号

会計法第２９条の３第４項
契約の目的又は性質が競争を許さないもの

-

-

-

44 平成２８年度スクリーニング・除染拠点における傷病者対応業務

内閣府政策統括官（原子力防災担当）
平井興宣
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

株式会社パソナメデイカル
東京都千代田区大手町２－６－４

公募により業者を募集したところ、当該業者から応募があり、
本業務を行うことが出来るものと認められることから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため

-

25,695,290

-

45 子ども・子育て本部における一般乗用旅客自動車（タクシー）の供給

支出負担行為担当官
子ども・子育て本部児童手当管理室長 三好 圭
東京都千代田区霞が関１－２－２

H28.4.1

東京四社営業委員会
東京都中央区日本橋本町４－１５－１１

公募を行い、申込みのあった要件を満たす全ての者と契約
を締結するものであるため、契約相手方の選定を許さない。

-

-

-

-

契約金額については
認可書に定められた
料金の額

46 子ども・子育て本部における一般乗用旅客自動車（タクシー）の供給

支出負担行為担当官
子ども・子育て本部児童手当管理室長 三好 圭
東京都千代田区霞が関１－２－２

H28.4.1

東京都個人タクシー協同組合
東京都中野区弥生町５－６－６

公募を行い、申込みのあった要件を満たす全ての者と契約
を締結するものであるため、契約相手方の選定を許さない。

-

-

-

-

契約金額については
認可書に定められた
料金の額

47 子ども・子育て本部における一般乗用旅客自動車（タクシー）の供給

支出負担行為担当官
子ども・子育て本部児童手当管理室長 三好 圭
東京都千代田区霞が関１－２－２

H28.4.1

イーエム無線協同組合
東京都中央区築地７－１０－２

公募を行い、申込みのあった要件を満たす全ての者と契約
を締結するものであるため、契約相手方の選定を許さない。

-

-

-

-

契約金額については
認可書に定められた
料金の額

公益法人の場合

ＮＯ

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

再就職の
役員の数

落札率

備考
国所
公益法 管、都 応札・
人の区 道府県 応募者
分
所管の 数
区分

48 子ども・子育て本部における一般乗用旅客自動車（タクシー）の供給

支出負担行為担当官
子ども・子育て本部児童手当管理室長 三好 圭
東京都千代田区霞が関１－２－２

H28.4.1

東京無線協同組合
東京都新宿区百人町２－１８－１２

公募を行い、申込みのあった要件を満たす全ての者と契約
を締結するものであるため、契約相手方の選定を許さない。

-

-

-

-

契約金額については
認可書に定められた
料金の額

49 子ども・子育て本部における一般乗用旅客自動車（タクシー）の供給

支出負担行為担当官
子ども・子育て本部児童手当管理室長 三好 圭
東京都千代田区霞が関１－２－２

H28.4.1

東都タクシー無線協同組合
東京都豊島区西池袋５－１３－１３

公募を行い、申込みのあった要件を満たす全ての者と契約
を締結するものであるため、契約相手方の選定を許さない。

-

-

-

-

契約金額については
認可書に定められた
料金の額

50 旧国立総合児童センター（こどもの城）内昇降機保守業務

支出負担行為担当官
子ども・子育て本部児童手当管理室長 三好 圭
東京都千代田区霞が関１－２－２

H28.4.1

日本オーチス・エレベータ株式会社 東日本支社 他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。
東京都文京区大塚二丁目9番3号

3,008,275.0

1,953,882

65.0

-

支出負担行為担当官
子ども・子育て本部児童手当管理室長 三好 圭
東京都千代田区霞が関１－２－２

H28.4.1

公益財団法人児童育成協会
東京都渋谷区東二丁目２２番１４号

契約の性質又は目的が競争を許さないことから、会計法第２
９条の３第４項に該当するため。

2,712,347.0

2,700,000

99.5

- 公財

52 旧国立総合児童センター（こどもの城）臨時警備業務委託

支出負担行為担当官
子ども・子育て本部児童手当管理室長 三好 圭
東京都千代田区霞が関１－２－２

H28.4.1

セコムジャスティック株式会社
東京都文京区目白台２丁目７番８号

旧国立総合児童センター（こどもの城）は、平成２７年度末で
閉館したところであるが、建物等については現状でも残存し
ていることから、建物周辺の警備を臨時的・緊急的に強化す
る必要があり、また、館内の監視システムについてノウハウ
があることから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

13,949,443.0

-

※単位契約

53 旧国立総合児童センター一般廃棄物の収集・運搬等業務

支出負担行為担当官
子ども・子育て本部児童手当管理室長 三好 圭
東京都千代田区霞が関１－２－２

H28.4.1

大谷清運株式会社
東京都葛飾区水元一丁目３番１３号

契約額が少額であることから、会計法第２９条の３第５項に
該当するため。

-

-

※単位契約

54 旧国立総合児童センター産業廃棄物の収集・運搬及び処分業務委託

支出負担行為担当官
子ども・子育て本部児童手当管理室長 三好 圭
東京都千代田区霞が関１－２－２

H28.4.1

大谷清運株式会社
東京都葛飾区水元一丁目３番１３号

契約額が少額であることから、会計法第２９条の３第５項に
該当するため。

-

-

※単位契約

55 旧国立総合児童センター（こどもの城）で使用する電気の需給について

支出負担行為担当官
子ども・子育て本部児童手当管理室長 三好 圭
東京都千代田区霞が関１－２－２

H28.4.1

株式会社エネット
東京都港区芝公園２－６－３

競争に付しても入札者がなかったことから、予算決算及び会
計令第９９条の２項に該当するため。

-

-

※単位契約

56 平成２８年「桜を見る会」における飲食物の提供業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

企画競争のよる調達であり、契約相手方の契約内容が最も
優秀なものとして選定され、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。

-

19,222,208

-

57 物品保管倉庫の賃貸借

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

予算決算及び会計令第９９条第８号

-

-

-

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

新成物産株式会社
H28.4.1 東京都中央区日本橋兜町１３－２ 兜町偕成ビ
ル９階

当該物品が著作権等を有するものであり、受注者のみ提供
可能である。

-

29,222,664

-

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

東洋紡株式会社
H28.4.1 東京都中央区京橋１－１７－１０

「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」と判断し会計
法２９条３第４項に該当するため。

-

-

-

51

58

旧国立総合児童センター（こどもの城）における国有財産処分等補助業
務

ハルバ嶺における定置式自動物質検出警報装置（ＲＡＩＤ－Ｓ２）の設置
準備及び整備・調整に関する業務

59 遺棄化学兵器廃棄処理事業用防護衣の検査・整備等

株式会社 ジェーシー・コムサ
H28.4.1 東京都渋谷区恵比寿南１－１５－１

日本通運株式会社東京北支店
東京都豊島区南池袋１－１５－２２

-

国所管

1

公益法人の場合

ＮＯ

60

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

支出負担行為担当官
遺棄化学兵器から採取した化学実剤（きい剤及びあか剤）の保管につい
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
て
東京都千代田区永田町１－６－１

61 中国における耐爆チャンバー等の保管業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

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

一般財団法人 化学物質評価研究機構
H28.4.1 東京都文京区後楽１－４－２５

日本通運株式会社東京北支店
H28.4.1 東京都豊島区南池袋１－１５－２２

支出負担行為担当官
62 遺棄化学兵器処理事業に関する詐欺事件に係る被害額の回収等の業務 内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

長島・大野・常松法律事務所
H28.4.1 東京都千代田区紀尾井町３番１２号 紀尾井町
ビル

支出負担行為担当官
63 地検還付書類の保管及び当該保管書類の閲覧のための集荷・配達業務 内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

株式会社ワンビシアーカイブズ
H28.4.1 東京都港区虎ノ門４－１－２８

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

再就職の
役員の数

落札率

「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」と判断し会計
法２９条３第４項に該当するため。

-

1,944,000

-

「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」と判断し会計
法２９条３第４項に該当するため。

-

-

-

「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」と判断し会計
法２９条３第４項に該当するため。

-

-

-

「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」と判断し会計
法２９条３第４項に該当するため。

-

-

-

64 平成２８年度 中国各地域の遺棄化学兵器移動式処理（その２）業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」と判断し会計
株式会社神戸製鋼所
兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通二丁目２番４号 法２９条３第４項に該当するため。

-

1,197,570,600

-

65 平成２８年度消費税価格転嫁等総合相談センター運営業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
東京都千代田区内幸町１－１－６

「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」と判断し会計
法２９条３第４項に該当するため。

-

221,225,709

-

66 勲記・章記の購入

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

独立行政法人国立印刷局
東京都港区虎ノ門２－２－５

「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」と判断し会計
法２９条３第４項に該当するため。

-

-

-

67 勲章用塗箱等の製造請負

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

会津漆器工場団地協同組合
業者の履行可能なものは当該業者のみであるとして公募を
H28.4.1 福島県会津若松市門田町大字一ノ堰字土手外１ 実施した結果、ほかに履行可能なものの申し出がなかったこ
９２４
とから、会計法第２９条の３第４項に該当するため

-

-

-

68 褒章（賜）等の彫刻請負

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

（株）中杉
東京都港区西新橋２－１３－４

業者の履行可能なものは当該業者のみであるとして公募を
実施した結果、ほかに履行可能なものの申し出がなかったこ
とから、会計法第２９条の３第４項に該当するため

-

-

-

69 勲章等の製造

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

(独)造幣局
大阪府大阪市北区天満１－１－７９

「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」と判断し会計
法２９条３第４項に該当するため。

-

-

-

70 勲章綬及び略綬等の製造請負

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

（株）中杉
東京都港区西新橋２－１３－４

「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」と判断し会計
法２９条３第４項に該当するため。

-

-

-

71 勲章綬及び略綬等の製造請負

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

越前屋多崎（株）
東京都中央区京橋１－１－６

「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」と判断し会計
法２９条３第４項に該当するため。

-

-

-

備考
国所
公益法 管、都 応札・
人の区 道府県 応募者
分
所管の 数
区分

公益法人の場合

ＮＯ

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

72 北朝鮮向けラジオ番組の放送業務

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官 三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

BABCOCK COMMUNICATIONS LIMITED
H28.4.1 Blue Fin Building,110 Southwark Street,London
SE1 0TA,United Kingdom

73 公益認定等委員会事務局に係る事務室等の賃貸借契約

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

森ビル（株）
東京都港区六本木６－１０－１

74 食品安全委員会事務局に係る事務室の清掃業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

75 食品安全委員会事務局に係る駐車場の賃貸借

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

76 食品安全委員会事務局に係る事務室の賃貸借

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）

「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」と判断し会計
法２９条３第４項に該当するため。

予定価格

契約金額

再就職の
役員の数

落札率

-

80,903,053

-

当調達は、独占的であり、競争できないため。

179,697,636

179,697,636

100.0

三菱地所プロパティマネジメント（株）
東京都千代田区丸の内２－５－１

当調達は、独占的であり、競争できないため。

7,928,556

7,928,556

100.0

H28.4.1

三菱地所プロパティマネジメント（株）
東京都千代田区丸の内２－５－１

当調達は、独占的であり、競争できないため。

2,962,260

2,962,260

100.0

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

三菱地所プロパティマネジメント（株）
東京都千代田区丸の内２－５－１

当調達は、独占的であり、競争できないため。

212,035,968

212,035,968

100.0

77 宇宙戦略室に係る事務室の賃貸借

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

東急不動産（株）
東京都渋谷区道玄坂１－２１－２

当調達は、独占的であり、競争できないため。

-

59,095,320

-

78 内閣サイバーセキュリティーセンター会議室の借り上げ

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官 三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

（株）大同
東京都千代田区永田町２－４－１１

当調達は、独占的であり、競争できないため。

16,643,361

16,643,361

100.0

79 関西国際空港における水際危機管理官室に係る事務室の賃貸借

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官 三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

新関西国際空港（株）
大阪府泉佐野市泉州空港北１番地

当調達は、独占的であり、競争できないため。

11,438,301

11,438,292

100.0

80 関西国際空港における水際危機管理官室に係る空調費

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官 三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

新関西国際空港（株）
大阪府泉佐野市泉州空港北１番地

当調達は、独占的であり、競争できないため。

1,317,137

1,317,132

100.0

81 成田国際空港における水際危機管理官室の賃貸借

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官 三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

成田国際空港（株）
千葉県成田市古込字古込１－１

当調達は、独占的であり、競争できないため。

5,078,194

5,078,184

100.0

82 成田国際空港における水際危機管理官室の空調費

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官 三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

成田国際空港（株）
千葉県成田市古込字古込１－１

当調達は、独占的であり、競争できないため。

721,353

721,344

100.0

83 IT総合戦略室に係る事務室の賃貸借

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官 三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

ＢＭＳ株式会社
東京都千代田区神田錦町1－19－1

当調達は、独占的であり、競争できないため。

87,965,352

87,965,352

100.0

備考
国所
公益法 管、都 応札・
人の区 道府県 応募者
分
所管の 数
区分

公益法人の場合

ＮＯ

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

再就職の
役員の数

落札率

84 アイヌ政策推進室に係る事務室等の賃貸借

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官 三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

一般財団法人農林水産奨励会
東京都港区赤坂1-9-13

当調達は、独占的であり、競争できないため。

11,894,532

11,894,532

100.0

85 社会保障改革担当室（番号制度）事務室等の賃貸借

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官 三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

一般財団法人農林水産奨励会
東京都港区赤坂1-9-13

当調達は、独占的であり、競争できないため。

23,417,929

23,417,929

100.0

支出負担行為担当官
アイヌ政策推進室及び社会保障制度改革担当室（番号制度）事務室（三
会計担当内閣参事官 三上 明輝
会堂ビル９階、８階及び２階）の清掃業務契約
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

（株）セイビ
東京都中央区日本橋人形町３－３－３

当調達は、独占的であり、競争できないため。

1,437,353

1,435,968

99.9

87 総合海洋政策本部事務局事務室の賃貸借

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官 三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

東急不動産（株）
東京都渋谷区道玄坂１－２１－２

当調達は、独占的であり、競争できないため。

-

32,117,940

-

88 内閣官房特命担当室事務室の賃貸借

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官 三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

三井不動産（株）
東京都中央区日本橋室町２－１－１

当調達は、独占的であり、競争できないため。

-

68,331,624

-

89 行政改革推進本部事務局事務室の賃貸借

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官 三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

三井不動産（株）
東京都中央区日本橋室町２－１－１

当調達は、独占的であり、競争できないため。

-

114,760,440

-

90 尚友会館の清掃業務

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官 三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

東洋ビルメンテナンス(株)
東京都港区虎ノ門１－１２－１５

当調達は、独占的であり、競争できないため。

-

2,088,504

-

91 NISC-JPCERT/CCのパートナーシップ実施委託事業

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官 三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

一般社団法人ＪＰＣＥＲＴコーディネーションセン
契約の性質又は目的が競争を許さないため、会計法第２９
ター
東京都千代田区神田錦町３－１７ 廣瀬ビル１１ 条の３第４項に該当するため。
階

-

50,180,000

-

-

92 平成28年度拉致被害者等生活相談等事務委託費（新潟県）

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

新潟県
新潟県新潟市中央区新光町４－１

契約の性質又は目的が競争を許さないため、会計法第２９
条の３第４項に該当するため。

-

2,300,000

-

-

93 平成28年度拉致被害者等生活相談等事務委託費（佐渡市）

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

新潟県佐渡市
新潟県佐渡市千種２３２

契約の性質又は目的が競争を許さないため、会計法第２９
条の３第４項に該当するため。

-

2,758,000

-

-

94 プロフェッショナル人材戦略全国事務局運営事業

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

みずほ情報総研株式会社
東京都千代田区神田錦町２－３

企画競争による調達であり、契約相手方の提案内容が最も
優秀なものとして選定するため、会計法第２９条の３第４項に
該当するため。

-

243,369,087

-

-

95 第50回国家公務員合同初任研修会場借り上げ

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官 三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

独立行政法人国立青少年教育振興機構
東京都渋谷区代々木神園町３－１

必要とする物品又はサービスの提供者が他に存在しない会
計法第２９条の３第４項に該当するため。

-

1,665,700

-

86
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分
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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）

96 燃料電池車の賃貸借

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

株式会社ホンダファイナンス・本田技研工業株式
内閣府は燃料電池車の借受けが必要であり、本田技研でし
会社
東京都武蔵野市中町２－４－１５・東京都港区南 か法人向けリース契約を行っていないため。
青山２－１－１

97 燃料電池車の賃貸借

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官 三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

トヨタ自動車株式会社
東京都文京区後楽１－４－１８

98 新聞等の購入

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官 三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－１
支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１
支出負担行為担当官

H28.4.1

H28.4.1

99 内閣及び内閣本府における郵便業務（信書の送達）

内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１
支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官 三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

予定価格

契約金額

再就職の
役員の数

落札率

備考
国所
公益法 管、都 応札・
人の区 道府県 応募者
分
所管の 数
区分

-

6,267,456

-

内閣官房は燃料電池車の借受けが必要であり、本田技研以
外はトヨタ自動車でしか法人向けリース契約を行っていない
ため。

-

2,501,730

-

丸の内新聞事業協同組合
東京都千代田区内幸町１－７－１０

当該調達は、独占的なものであり、競争できないため。（会
計法第29条の3第4項）

-

-

※単価契約

日本郵便（株）
東京都中央区銀座８－２０－２６

必要とする物品又はサービスの提供者が他に存在しない会
計法第２９条の３第４項に該当するため。

-

-

-

契約金額については
内国郵便約款及び国
際郵便約款に定めら
れた料金の額

公募を行い、申込みのあった要件を満たす全ての者と契約
を締結するものであるため、契約相手方の選定を許さない。

-

-

-

契約金額については
認可書に定められた
料金の額

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1 杉並交通(株) 他

101 ＥＴＣカードの利用に関する契約

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

トヨタファイナンス株式会社
東京都江東区東陽６－３－２

公募を実施した結果、当該事業者の他に履行可能な者の申
し出がなかったことから、会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。

-

-

-

契約金額については
各高速道路株式会社
の共用約款に定めら
れた料金の額

102 ＥＴＣカードの利用に関する契約

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

トヨタファイナンス株式会社
東京都江東区東陽６－３－２

公募を実施した結果、当該事業者の他に履行可能な者の申
し出がなかったことから、会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。

-

-

-

契約金額については
各高速道路株式会社
の共用約款に定めら
れた料金の額

103 国際金融情報センター（ＪＣＩＦ）情報サービスの利用

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

公益財団法人 国際金融情報センター
東京都中央区日本橋小網町９－９

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

2,592,000

2,592,000

100.0

104 ブルームバーグ情報サービスの利用

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

ブルームバーグＬ．Ｐ．
東京都千代田区丸の内２－４－１

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

-

3,076,680

-

105 ブルームバーグ情報サービスの利用

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

ブルームバーグＬ．Ｐ．
東京都千代田区丸の内２－４－１

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

-

6,199,320

-

106 オンラインジャーナル（Science Direct）の提供

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
二
東京都千代田区永田町１－６－１

-

17,990,543

-

107 総合防災情報システム機器等賃貸借・保守業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
二
東京都千代田区永田町１－６－１

15,099,307.0

15,099,307

100.0

100

内閣官房及び内閣本府における一般乗用旅客自動車（ハイヤー・タク
シー）の供給

横内 憲

横内 憲二

横内 憲

横内 憲

横内 憲

エルゼビア・ビー・ブイ
他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
H28.4.1 ラーダーヴェヒ２９ １０４３ エヌエックス アムス
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。
テルダム市オランダ王国

H28.4.1

（株）日立製作所
東京都千代田区外神田１－１８－１３

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

公益法人の場合

ＮＯ

物品役務等の名称及び数量

108 内閣府本府が運用する給与計算システムの保守運用業務

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

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
二
東京都千代田区永田町１－６－１

支出負担行為担当官
「NPO 情報管理・公開システム更新系機能の構築等業務」及び「NPO 情
内閣府大臣官房会計担当参事官
109 報管理・公開システムに係る法人ポータル改修等業務」の本番環境への
二
実装のためのサーバ環境設定等の作業
東京都千代田区永田町１－６－１

横内 憲

横内 憲

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

再就職の
役員の数

落札率

H28.4.1

沖電気工業（株）
東京都港区芝浦四丁目10番16号

業者の履行可能なものは当該業者のみであるとして公募を
実施した結果、ほかに履行可能なものの申し出がなかったこ とから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

5,434,257

-

H28.4.1

富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－２

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

1,645,920

-

H28.4.1

日本電気（株）
東京都港区芝五丁目７－１

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

-

374,220,000

-

-

23,846,400

-

110 検証観察独立システムの設計・構築等

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
二
東京都千代田区永田町１－６－１

111 共同通信スクリーンニュースの受信（端末及びweb）

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官
三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

（社）共同通信社
東京都港区東新橋１－７－１

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

112 共同通信スクリーンニュースの受信（端末及びweb）

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官
三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

（社）共同通信社
東京都港区東新橋１－７－１

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

-

23,846,400

-

分任支出負担行為担当官
内閣府食品安全委員会事務局長 姫田 尚
東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル22階

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研
H28.4.1 究機構 動物衛生研究部門長 坂本 研一
茨城県つくば市観音台三丁目1番地5

会計法第29条の3第4項
「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号財務大臣通知）１（２）②ロの「調査研究等に係る
委託契約」のうち、（イ）「審議会等により委託先が決定された
者との委託契約」に該当するため。

24,000,000

24,000,000

-

0

国立医薬品食品衛生研究所 小野 敦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

会計法第29条の3第4項
「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号財務大臣通知）１（２）②ロの「調査研究等に係る
委託契約」のうち、（イ）「審議会等により委託先が決定された
者との委託契約」に該当するため。

2,500,000

2,500,000

-

0

会計法第29条の3第4項
「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号財務大臣通知）１（２）②ロの「調査研究等に係る
委託契約」のうち、（イ）「審議会等により委託先が決定された
者との委託契約」に該当するため。

1,500,000

1,500,000

-

0

113

ヒト型遺伝子改変マウスを用いた非定型BSEの人に対する感染リスクの
定量的評価

横内 憲

農薬の毒性評価における「毒性プロファイル」と「毒性発現量」の種差を考 分任支出負担行為担当官
114 慮した毒性試験の新たな段階的評価手法の提言―イヌ慢性毒性試験と 内閣府食品安全委員会事務局長 姫田 尚
マウス発がん性試験の必要性について―
東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル22階

H28.4.1

農薬の毒性評価における「毒性プロファイル」と「毒性発現量」の種差を考 分任支出負担行為担当官
115 慮した毒性試験の新たな段階的評価手法の提言―イヌ慢性毒性試験と 内閣府食品安全委員会事務局長 姫田 尚
マウス発がん性試験の必要性について―
東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル22階

国立大学法人信州大学 分任契約担当役
H28.4.1 理事 中村 宗一郎
長野県松本市旭三丁目1番1号

農薬の毒性評価における「毒性プロファイル」と「毒性発現量」の種差を考 分任支出負担行為担当官
116 慮した毒性試験の新たな段階的評価手法の提言―イヌ慢性毒性試験と 内閣府食品安全委員会事務局長 姫田 尚
マウス発がん性試験の必要性について―
東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル22階

H28.4.1

国立医薬品食品衛生研究所 森田 健
東京都世田谷区上用賀1-18-1

会計法第29条の3第4項
「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号財務大臣通知）１（２）②ロの「調査研究等に係る
委託契約」のうち、（イ）「審議会等により委託先が決定された
者との委託契約」に該当するため。

2,000,000

2,000,000

-

0

農薬の毒性評価における「毒性プロファイル」と「毒性発現量」の種差を考 分任支出負担行為担当官
117 慮した毒性試験の新たな段階的評価手法の提言―イヌ慢性毒性試験と 内閣府食品安全委員会事務局長 姫田 尚
マウス発がん性試験の必要性について―
東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル22階

H28.4.1

国立医薬品食品衛生研究所 登田 美桜
東京都世田谷区上用賀1-18-1

会計法第29条の3第4項
「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号財務大臣通知）１（２）②ロの「調査研究等に係る
委託契約」のうち、（イ）「審議会等により委託先が決定された
者との委託契約」に該当するため。

2,000,000

2,000,000

-

0

会計法第29条の3第4項
「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号財務大臣通知）１（２）②ロの「調査研究等に係る
委託契約」のうち、（イ）「審議会等により委託先が決定された
者との委託契約」に該当するため。

6,486,906

6,486,906

-

0

118

食事由来アクリルアミドばく露量推定方法の開発と妥当性の検討および
大規模コホート研究に基づく発がんリスクとの関連に関する研究

分任支出負担行為担当官
内閣府食品安全委員会事務局長 姫田 尚
東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル22階

国立大学法人大阪大学
H28.4.1 大学院医学系研究科長 澤 芳樹
大阪府吹田市山田丘2番2号

備考
国所
公益法 管、都 応札・
人の区 道府県 応募者
分
所管の 数
区分

公益法人の場合

ＮＯ

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

再就職の
役員の数

落札率

119

食事由来アクリルアミドばく露量推定方法の開発と妥当性の検討および
大規模コホート研究に基づく発がんリスクとの関連に関する研究

分任支出負担行為担当官
内閣府食品安全委員会事務局長 姫田 尚
東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル22階

H28.4.1

相模女子大学 学長 風間 誠史
神奈川県相模原市南区文京2-1-1

会計法第29条の3第4項
「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号財務大臣通知）１（２）②ロの「調査研究等に係る
委託契約」のうち、（イ）「審議会等により委託先が決定された
者との委託契約」に該当するため。

9593094

9,593,094

-

0

120

分任支出負担行為担当官
家畜とヒトとの間における薬剤耐性菌の循環に関する分子疫学および時
内閣府食品安全委員会事務局長 姫田 尚
空間比較ゲノム解析
東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル22階

H28.4.1

国立大学法人名古屋大学
分任契約担当役 医学部・医学系研究科
事務部長 吉田 勇人
愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65

会計法第29条の3第4項
「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号財務大臣通知）１（２）②ロの「調査研究等に係る
委託契約」のうち、（イ）「審議会等により委託先が決定された
者との委託契約」に該当するため。

9500000

9,500,000

-

0

121

分任支出負担行為担当官
家畜とヒトとの間における薬剤耐性菌の循環に関する分子疫学および時
内閣府食品安全委員会事務局長 姫田 尚
空間比較ゲノム解析
東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル22階

国立大学法人信州大学
H28.4.1 分任契約担当役 理事 中村 宗一郎
長野県松本市旭三丁目1番1号

会計法第29条の3第4項
「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号財務大臣通知）１（２）②ロの「調査研究等に係る
委託契約」のうち、（イ）「審議会等により委託先が決定された
者との委託契約」に該当するため。

1500000

1,500,000

-

0

122

分任支出負担行為担当官
家畜とヒトとの間における薬剤耐性菌の循環に関する分子疫学および時
内閣府食品安全委員会事務局長 姫田 尚
空間比較ゲノム解析
東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル22階

愛知県 代表者 愛知県衛生研究所長
H28.4.1 皆川 洋子
愛知県名古屋市北区辻町字流7-6

会計法第29条の3第4項
「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号財務大臣通知）１（２）②ロの「調査研究等に係る
委託契約」のうち、（イ）「審議会等により委託先が決定された
者との委託契約」に該当するため。

1500000

1,500,000

-

0

123

分任支出負担行為担当官
食品に対する乳児期のアレルギー性反応獲得メカニズムと発症リスク評
内閣府食品安全委員会事務局長 姫田 尚
価
東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル22階

H28.4.1

会計法第29条の3第4項
「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号財務大臣通知）１（２）②ロの「調査研究等に係る
委託契約」のうち、（イ）「審議会等により委託先が決定された
者との委託契約」に該当するため。

11907000

11,907,000

-

0

124

分任支出負担行為担当官
食品に対する乳児期のアレルギー性反応獲得メカニズムと発症リスク評
内閣府食品安全委員会事務局長 姫田 尚
価
東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル22階

国立研究開発法人国立成育医療研究センター
H28.4.1 理事長 五十嵐 隆
東京都世田谷区大蔵2-10-1

会計法第29条の3第4項
「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号財務大臣通知）１（２）②ロの「調査研究等に係る
委託契約」のうち、（イ）「審議会等により委託先が決定された
者との委託契約」に該当するため。

2093000

2,093,000

-

0

分任支出負担行為担当官
内閣府食品安全委員会事務局長 姫田 尚
東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル22階

国立研究開発法人国立成育医療研究センター
H28.4.1 理事長 五十嵐 隆
東京都世田谷区大蔵2-10-1

会計法第29条の3第4項
「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号財務大臣通知）１（２）②ロの「調査研究等に係る
委託契約」のうち、（イ）「審議会等により委託先が決定された
者との委託契約」に該当するため。

10,000,000

10,000,000

-

0

会計法第29条の3第4項
「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号財務大臣通知）１（２）②ロの「調査研究等に係る
委託契約」のうち、（イ）「審議会等により委託先が決定された
者との委託契約」に該当するため。

13,640,000

13,640,000

-

0

会計法第29条の3第4項
「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号財務大臣通知）１（２）②ロの「調査研究等に係る
委託契約」のうち、（イ）「審議会等により委託先が決定された
者との委託契約」に該当するため。

7,500,000

7,500,000

-

0

125 食品ごとの「IgE抗体の作らせやすさ」を測定する系の樹立に関する研究

国立大学法人徳島大学 学長 野地 澄晴
徳島県徳島市新蔵町二丁目24番地

126

分任支出負担行為担当官
経管栄養食品等に含まれるセレン化合物の化学形態に着目したリスク評
内閣府食品安全委員会事務局長 姫田 尚
価及びバイオアベイラビリティに関する研究
東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル22階

国立大学法人千葉大学 契約担当役
H28.4.1 事務局長 猿渡 政範
千葉県千葉市稲毛区弥生町1番33号

127

分任支出負担行為担当官
インビボ毒性試験成績のデータベース化とそのインシリコ解析・評価への
内閣府食品安全委員会事務局長 姫田 尚
応用に関する研究
東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル22階

H28.4.1

静岡県公立大学法人 理事長 本庶 佑
静岡県静岡市駿河区谷田52番1号

備考
国所
公益法 管、都 応札・
人の区 道府県 応募者
分
所管の 数
区分

公益法人の場合

ＮＯ

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

128

分任支出負担行為担当官
インビボ毒性試験成績のデータベース化とそのインシリコ解析・評価への
内閣府食品安全委員会事務局長 姫田 尚
応用に関する研究
東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル22階

公立大学法人名古屋市立大学
H28.4.1 理事長 郡 健二郎
愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1

129

分任支出負担行為担当官
インビボ毒性試験成績のデータベース化とそのインシリコ解析・評価への
内閣府食品安全委員会事務局長 姫田 尚
応用に関する研究
東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル22階

H28.4.1

国立医薬品食品衛生研究所 山田 隆志
東京都世田谷区上用賀1-18-1

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

再就職の
役員の数

落札率

会計法第29条の3第4項
「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号財務大臣通知）１（２）②ロの「調査研究等に係る
委託契約」のうち、（イ）「審議会等により委託先が決定された
者との委託契約」に該当するため。

3,500,000

3,500,000

-

0

会計法第29条の3第4項
「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号財務大臣通知）１（２）②ロの「調査研究等に係る
委託契約」のうち、（イ）「審議会等により委託先が決定された
者との委託契約」に該当するため。

4,000,000

4,000,000

-

0

分任支出負担行為担当官
130 食品用ペットボトルから溶出する化学物質の摂取量の推定に関する研究 内閣府食品安全委員会事務局長 姫田 尚
東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル22階

大阪市立環境科学研究所
H28.4.1 所長 平木 万美子
大阪府大阪市天王寺区東上町8番34号

会計法第29条の3第4項
「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号財務大臣通知）１（２）②ロの「調査研究等に係る
委託契約」のうち、（イ）「審議会等により委託先が決定された
者との委託契約」に該当するため。

4,000,000

4,000,000

-

0

分任支出負担行為担当官
131 食品用ペットボトルから溶出する化学物質の摂取量の推定に関する研究 内閣府食品安全委員会事務局長 姫田 尚
東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル22階

地方独立行政法人大阪市立工業研究所
H28.4.1 理事長 中許 昌美
大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番50号

会計法第29条の3第4項
「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号財務大臣通知）１（２）②ロの「調査研究等に係る
委託契約」のうち、（イ）「審議会等により委託先が決定された
者との委託契約」に該当するため。

1,500,000

1,500,000

-

0

分任支出負担行為担当官
132 食品用ペットボトルから溶出する化学物質の摂取量の推定に関する研究 内閣府食品安全委員会事務局長 姫田 尚
東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル22階

公立大学法人公立鳥取環境大学
H28.4.1 理事長 高橋 一
鳥取県鳥取市若葉台北一丁目1番1号

会計法第29条の3第4項
「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号財務大臣通知）１（２）②ロの「調査研究等に係る
委託契約」のうち、（イ）「審議会等により委託先が決定された
者との委託契約」に該当するため。

5,000,000

5,000,000

-

0

分任支出負担行為担当官
133 食品用ペットボトルから溶出する化学物質の摂取量の推定に関する研究 内閣府食品安全委員会事務局長 姫田 尚
東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル22階

H28.4.1

国立医薬品食品衛生研究所 阿部 裕
東京都世田谷区上用賀1-18-1

会計法第29条の3第4項
「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号財務大臣通知）１（２）②ロの「調査研究等に係る
委託契約」のうち、（イ）「審議会等により委託先が決定された
者との委託契約」に該当するため。

1,500,000

1,500,000

-

0

分任支出負担行為担当官
内閣府食品安全委員会事務局長 姫田 尚
東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル22階

H28.4.1

国立大学法人名古屋大学
分任契約担当役 医学部・医学系研究科
事務部長 吉田 勇人
愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65

会計法第29条の3第4項
「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号財務大臣通知）１（２）②ロの「調査研究等に係る
委託契約」のうち、（イ）「審議会等により委託先が決定された
者との委託契約」に該当するため。

15,000,000

15,000,000

-

0

会計法第29条の3第4項
「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号財務大臣通知）１（２）②ロの「調査研究等に係る
委託契約」のうち、（イ）「審議会等により委託先が決定された
者との委託契約」に該当するため。

10,980,000

10,980,000

-

0

134

血漿マイクロRNAの発現変動を指標とした化学物質の新規毒性評価系
の構築・評価研究

135

分任支出負担行為担当官
食肉由来腸球菌の抗菌性飼料添加物に対する耐性と多剤耐性伝達性プ
内閣府食品安全委員会事務局長 姫田 尚
ラスミドとの関係についての調査・研究
東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル22階

国立大学法人群馬大学 分任契約担当役
H28.4.1 研究推進部長 石川 幸秀
群馬県前橋市荒牧町四丁目2番地

136 平成28年度政府インターネットテレビシステムの保守及び運用支援業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

ＮＥＣマネジメントパートナー（株）
神奈川県川崎市中原区下沼部１７５３

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

-

5,076,000

-

137 時事ゼネラルニュースの受信

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

（株）時事通信社
東京都中央区銀座５－１５－８

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

8,786,880

8,683,200

98.8

備考
国所
公益法 管、都 応札・
人の区 道府県 応募者
分
所管の 数
区分

公益法人の場合

ＮＯ

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

再就職の
役員の数

落札率

138 共同通信スクリーンニュースの受信

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

（社）共同通信社
東京都港区東新橋１－７－１

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

11,858,400

11,858,400

100.0

139 平成28年度中央防災無線網用衛星通信帯域提供業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

スカパーＪＳＡＴ(株)
東京都港区赤坂１－１４－１４

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

129,600,000

126,171,432

97.4

140 Ｇ ｆ Ｋジャパンデータの利用

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

ジーエフケー マーケティングサービスジャパン
H28.4.1 （株）
東京都中野区本町２－４６－１

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

4,108,320

4,108,320

100.0

141 Ｅｃｏｎｌｉｔ ｗｉｔｈ Ｆｕｌｌ Ｔｅｘｔの利用

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

（株）極東書店
東京都千代田区三崎町２－７－１０

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

2,182,080

2,182,080

100.0

142 非定型海外特別情報ニュースの利用

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

（株）共同通信デジタル
東京都港区東新橋１－７－１

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

1,814,400

1,814,400

100.0

143 総合経済世界通信（ＰＲＥＭＩＥＲ）の受信

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

（株）共同通信デジタル
東京都港区東新橋１－７－１

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

3,784,320

3,784,320

100.0

144 データストリーム海外経済データ分析システムの利用

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

トムソン・ロイター・マーケッツ（株）
東京都港区赤坂５－３－１

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

6,933,600

6,933,600

100.0

145 マクロ経済予測等の利用

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

Ｏｘｆｏｒｄ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ Ltd
H28.4.1 Abbey House 121 St Aldates Oxford,OX1 1HB
UK

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

2,223,145

2,223,145

100.0

146 中国を中心としたアジア経済データベースの利用

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

CEIC DATA COMPANY LIMITED
H28.4.1 香港市、Wanchai , Lockhart Road 333 ,
China Online Centre 39/f

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

2,792,800

2,792,800

100.0

147 アメリカ経済予測等の利用

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

マクロエコノミック・アドバイザーズ
H28.4.1 231 South Bemiston Avenue ,
Suite 900 St. Louis , MO 63105 , US

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

2,880,000

2,880,000

100.0

148 E I U レポートサービスの利用

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

レイデンリサーチ（株）
東京都千代田区有楽町１－７－１

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

2,355,000

2,355,000

100.0

149 ＥＭＩＳによる新興国市場・企業情報サービスの利用

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

CEIC Data – Internet Securities Japan（株）
東京都中央区銀座１－２２－１２

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

-

2,268,000

-

備考
国所
公益法 管、都 応札・
人の区 道府県 応募者
分
所管の 数
区分

公益法人の場合

ＮＯ

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

再就職の
役員の数

落札率

150 国際金融協会の提供する各種金融指標・レポートの利用

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

国際金融協会
1333 H Street NW,Suite 800E

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

4,800,000

4,800,000

100.0

151 米国自動車市場動向 データサービス等の利用

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

AUTODATA CORPORATION
Woodcliff Like, New Jersey 07677 USA

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

1,212,000

1,212,000

100.0

支出負担行為担当官
食品安全委員会の食品安全総合情報システムの政府共通プラットフォー 内閣府大臣官房会計担当参事官
ム移行に係る設計・開発業務
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

（株）CIJ
神奈川県横浜市西区平沼１－２－２４

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

59,140,175

59,140,175

100.0

153 情報共有システム及び情報収集システムの回線使用料

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）
東京都千代田区内幸町１－１－６

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

-

3,801,600

-

154 総合防災情報システム保守・運用業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

（株）日立製作所 ディフェンスビジネスユニット
東京都千代田区外神田１－１８－１３

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

-

20,515,680

-

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

富士通（株）
東京都港区東新橋１－５－２

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

-

93,034,000

-

156 「野口英世アフリカ賞」募金口座の管理業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

（独）国際協力機構
東京都千代田区二番町５－２５

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

-

4,219,318

-

157 共同通信社提供サービス（政治・選挙専門サイト「ｅ－ＷＩＳＥ」の受信

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官
三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－1

H28.4.1

（社）共同通信社
東京都港区東新橋１－７－１

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

1,296,000

1,296,000

100.0

158 ソーシャルメディア分析におけるＢｕｚｚＦｉｎｄｅｒの利用

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官
三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－1

ＮＴＴコム・オンライン・マーケティング・ソリュー
H28.4.1 ション（株）
東京都品川区大崎１－５－１

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

1,749,600

1,594,080

91.1

159 NISC情報収集システムにおける端末増設等に伴う運用・保守等

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官
三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－1

H28.4.1

日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

15,299,592

15,299,592

100.0

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官
三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－1

H28.4.1

富士通（株）
（株）JECC
東京都港区東新橋１－５－２
東京都千代田区丸の内３－４－１

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

41,445,292

41,445,292

100.0

H28.4.1

（株）時事通信社
東京都中央区銀座５－１５－８

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

14,774,400

14,774,400

100.0

152

155

160

内閣府ＬＡＮ（共通システム）用端末装置増設に伴う賃貸借等（28.4 110
台）

内閣府ＬＡＮ（共通システム）等端末装置増設に伴う賃貸借等（27.4 150
台）

161 ｉＪＡＭＰの受信

支出負担行為担当官
会計担当参事官 三上 明輝
支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
東京都千代田区永田町１－６－１

横内 憲二

備考
国所
公益法 管、都 応札・
人の区 道府県 応募者
分
所管の 数
区分

公益法人の場合

ＮＯ

物品役務等の名称及び数量

162 ＣＮＮｊ視聴契約

163 ＥＬＮＥＴの利用

164 QUICKオンラインリアルタイムシステム情報の受信

165 ＮＨＫ受信料

166 ＢＢＣワールドニュースの受信契約

167 内閣府LAN（共通システム）用プリンタ専用機の再リース

168

内閣府ＬＡＮ（共通システム）等端末装置増設に伴う賃貸借等（27.4 150
台）

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

支出負担行為担当官
会計担当参事官 三上 明輝
支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
東京都千代田区永田町１－６－１

支出負担行為担当官
会計担当参事官 三上 明輝
支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
東京都千代田区永田町１－６－１

支出負担行為担当官
会計担当参事官 三上 明輝
支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
東京都千代田区永田町１－６－１

支出負担行為担当官
会計担当参事官 三上 明輝
支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
東京都千代田区永田町１－６－１

支出負担行為担当官
会計担当参事官 三上 明輝
支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
東京都千代田区永田町１－６－１

支出負担行為担当官
会計担当参事官 三上 明輝
支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
東京都千代田区永田町１－６－１

支出負担行為担当官
会計担当参事官 三上 明輝
支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
東京都千代田区永田町１－６－１

契約を締結
した日

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

再就職の
役員の数

落札率

H28.4.1

（株）日本ケーブルテレビジョン
東京都港区六本木１－１－１

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

15,575,328

15,575,328

100.0

H28.4.1

（株）エレクトロニック・ライブラリー
東京都品川区西五反田８－１１－１３

業者の履行可能なものは当該業者のみであるとして公募を
実施した結果、ほかに履行可能なものの申し出がなかったこ
とから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

-

15,792,278

-

H28.4.1

（株）ＱＵＩＣＫ
東京都中央区日本橋室町２－１－１

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

7,959,120

7,959,120

100.0

H28.4.1

日本放送協会
東京都渋谷区神南二丁目2番1号

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

12,012,348

12,012,348

100.0

H28.4.1

ＢＢＣワールドジャパン（株）
東京都千代田区霞ヶ関３－２－６

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

7,516,800

7,516,800

100.0

富士通（株）（株）JECC
H28.4.1 東京都港区東新橋１－５－２
東京都千代田区丸の内３－４－１

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

-

6,996,240

-

H28.4.1

富士通（株）
（株）JECC
東京都港区東新橋１－５－２
東京都千代田区丸の内３－４－１

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

-

39,542,580

-

横内 憲二

横内 憲二

横内 憲二

横内 憲二

横内 憲二

横内 憲二

契約の相手方の商号又は名称及び住所

横内 憲二

169 フィナンシャル・タイムズの購入

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官
三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－1

H28.4.1

行政目的を達成するために不可欠な特定情報であり、当該
フィナンシャル・タイムズ・リミテッド
情報を提供する者が他に存在しないため。（会計法第29条
Number One Southwark Bridge,London,SE1 9HL
の3第4項）

-

3,525,056

-

170 フィナンシャル・タイムズの購入

内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

行政目的を達成するために不可欠な特定情報であり、当該
フィナンシャル・タイムズ・リミテッド
情報を提供する者が他に存在しないため。（会計法第29条
Number One Southwark Bridge,London,SE1 9HL
の3第4項）

-

1,767,200

-

備考
国所
公益法 管、都 応札・
人の区 道府県 応募者
分
所管の 数
区分

単価契約
※予定数量

公益法人の場合

ＮＯ

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

再就職の
役員の数

落札率

171 日テレＮＥＷＳ２４による情報提供

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

1,814,400

1,814,400

100.0

172 財務データベース「OSIRIS」の利用

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

ビューロー・ヴァン・ダイク・エレクトロニック・パブ
他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
H28.4.1 リッシング（株）
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。
東京都港区北青山１－２－７

3,456,000

2,592,000

75.0

173 ＰＭＩレポートサービスの利用

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

MARKIT ECONOMICS LIMITED
東京都港区愛宕２－５－１

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

3,031,500

3,031,500

100.0

174 現行法令電子版の利用

支出負担行為担当官
会計担当参事官
三上 明輝
支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

（株）ぎょうせい
東京都杉並区荻窪４－３０－１６

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

2,592,000

2,592,000

100.0

175 ＥＬＮＥＴ（ナレッジパスポート＆モーニングチョイス）の利用

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官 三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

（株）エレクトロニック・ライブラリー
東京都品川区西五反田８－１１－１３

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

-

4,168,713

-

176 NISC情報分析・共有システム等に係る回線提供業務

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官 三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

協和エクシオ（株）
東京都渋谷区渋谷３－２９－２０

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

-

2,203,200

-

支出負担行為担当官
首相官邸ホームページで利用するアクセス分析ツールの提供及び分析レ
会計担当内閣参事官 三上 明輝
ポート作成業務
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.1

（株）ユーザーローカル
東京都目黒区目黒１－４－１６

公募を実施した結果、当該事業者の他に履行可能な者の申
し出がなかったことから、会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。

-

2,203,200

-

11520000

177

日本テレビ放送網（株）
東京都港区東新橋１－６－１

178 南スーダン国際平和協力業務に係る連絡調整要員宿舎賃貸借

支出負担行為担当官
国際平和協力本部事務局長 宮島 昭夫
東京都千代田区霞が関３－１－１

Mr.Kibrom Okbay Hai Amarat, Tong Ping, Juba, 本事業を遂行する能力を有する者が他に存在しないため。
H28.4.1 Central Equatoria State, Republic of South
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条
の4第3項）
Sudan

179 人道救援物資の保管管理等業務

支出負担行為担当官
国際平和協力本部事務局長 宮島 昭夫
東京都千代田区霞が関３－１－１

三井倉庫インターナショナルジャパン株式会社
H28.4.1
東京都港区西新橋３－２０－１

180

アラブ首長国連邦ドバイ首長国内の保管施設における人道
救援物資の保管及び管理業務に係る契約であり、平成23年
度から5年間の使用を想定して一般競争入札により選定した
ため。
（会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令第99条第8
号）

-0／１ヶ月１R/Tほか

支出負担行為担当官
国際平和協力隊の隊員に係る緊急医療支援・緊急退避支援サービス及
国際平和協力本部事務局長 宮島 昭夫
び緊急医療・安全情報提供サービス
東京都千代田区霞が関３－１－１

H28.4.1

インターナショナルＳＯＳジャパン株式会社
東京都港区赤坂４－２－６

公募を実施した結果、当該事業者の他に履行可能な者の申
し出がなかったほかに履行可能な者の申し出がなかったた
め。（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第
102条の4第3項）

1206060

支出負担行為担当官
国際平和協力本部事務局長 宮島 昭夫
東京都千代田区霞が関３－１－１

H28.4.1

日個連東京都営業協同組合
東京都豊島区南大塚１－２－１２

公募を行い、申込みのあった要件を満たす全ての者と契約
を締結するものであるため、契約相手方の選定を許さない。

-

181 一般乗用旅客自動車（タクシー）の供給業務

11,520,000

1,206,060

0

備考
国所
公益法 管、都 応札・
人の区 道府県 応募者
分
所管の 数
区分

単価契約
※予定数量

100.0

-

100.0

-

契約金額については
認可書に定められた
料金の額

公益法人の場合

ＮＯ

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

契約金額については
認可書に定められた
料金の額

0

-

契約金額については
認可書に定められた
料金の額

0

-

契約金額については
認可書に定められた
料金の額

0

-

契約金額については
認可書に定められた
料金の額

12,000,000

12,000,000

-

0

会計法第29条の3第4項
「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号財務大臣通知）１（２）②ロの「調査研究等に係る
委託契約」のうち、（イ）「審議会等により委託先が決定された
者との委託契約」に該当するため。

3,000,000

3,000,000

-

0

会計法第29条の3第4項
「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号財務大臣通知）１（２）②ロの「調査研究等に係る
委託契約」のうち、（イ）「審議会等により委託先が決定された
者との委託契約」に該当するため。

13,980,000

13,980,000

-

0

会計法第29条の3第4項
「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号財務大臣通知）１（２）②ロの「調査研究等に係る
委託契約」のうち、（イ）「審議会等により委託先が決定された
者との委託契約」に該当するため。

1,300,000

1,300,000

-

0

公募を実施した結果、当該事業者の他に履行可能な者の申
し出がなかったことから、会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。

-

2,538,992

-

- 公財

必要とする物品又はサービスの提供者が他に存在しない会
計法第２９条の３第４項に該当するため。

-

-

-

契約金額については
内国郵便約款及び国
際郵便約款に定めら
れた料金の額

公募を行い、申込みのあった要件を満たす全ての者と契約
を締結するものであるため、契約相手方の選定を許さない。

-

-

-

契約金額については
認可書に定められた
料金の額

支出負担行為担当官
国際平和協力本部事務局長 宮島 昭夫
東京都千代田区霞が関３－１－１

H28.4.1

東都タクシー無線協同組合
東京都豊島区西池袋５－１３－１３

公募を行い、申込みのあった要件を満たす全ての者と契約
を締結するものであるため、契約相手方の選定を許さない。

-

183 一般乗用旅客自動車（タクシー）の供給業務

支出負担行為担当官
国際平和協力本部事務局長 宮島 昭夫
東京都千代田区霞が関３－１－１

H28.4.1

東京都個人タクシー協同組合
東京都中野区弥生町５－６－６

公募を行い、申込みのあった要件を満たす全ての者と契約
を締結するものであるため、契約相手方の選定を許さない。

-

184 一般乗用旅客自動車（タクシー）の供給業務

支出負担行為担当官
国際平和協力本部事務局長 宮島 昭夫
東京都千代田区霞が関３－１－１

H28.4.1

イーエム無線協同組合
東京都中央区築地７－１０－２

公募を行い、申込みのあった要件を満たす全ての者と契約
を締結するものであるため、契約相手方の選定を許さない。

-

185 一般乗用旅客自動車（タクシー）の供給業務

支出負担行為担当官
国際平和協力本部事務局長 宮島 昭夫
東京都千代田区霞が関３－１－１

H28.4.1

東京四社営業委員会
東京都中央区日本橋本町４－１５－１１

公募を行い、申込みのあった要件を満たす全ての者と契約
を締結するものであるため、契約相手方の選定を許さない。

-

186 有機ヒ素化合物による発がんメカニズムの解明

分任支出負担行為担当官
内閣府食品安全委員会事務局長 姫田 尚
東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル22階

公立大学法人大阪市立大学
H28.4.4 理事長 荒川 哲男
大阪府大阪市住吉区杉本3丁目3－138

会計法第29条の3第4項
「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号財務大臣通知）１（２）②ロの「調査研究等に係る
委託契約」のうち、（イ）「審議会等により委託先が決定された
者との委託契約」に該当するため。

187 有機ヒ素化合物による発がんメカニズムの解明

分任支出負担行為担当官
内閣府食品安全委員会事務局長 姫田 尚
東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル22階

国立研究開発法人国立環境研究所
H28.4.4 理事長 住 明正
茨城県つくば市小野川16-2

188 食品由来のアクリルアミド摂取量の推定に関する研究

分任支出負担行為担当官
内閣府食品安全委員会事務局長 姫田 尚
東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル22階

国立研究開発法人国立環境研究所
H28.4.12 理事長 住 明正
茨城県つくば市小野川16-2

189 食品由来のアクリルアミド摂取量の推定に関する研究

分任支出負担行為担当官
内閣府食品安全委員会事務局長 姫田 尚
東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル22階

H28.4.12

190 我が国の核燃料物質管理状況等に係る集計業務

支出負担行為担当官
政策統括官（科学技術・イノベーション担当） 森本
浩一
東京都千代田区永田町１－６－１

公益財団法人 核物質管理センター
H28.4.14 理事長 村上憲治
東京都台東区東上野１－２８－９

191 内閣及び内閣本府における郵便業務（信書の送達）

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１
支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官 三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.15

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.18 杉並交通(株) 他

192

内閣官房及び内閣本府における一般乗用旅客自動車（ハイヤー・タク
シー）の供給

日本郵便（株）
東京都中央区銀座８－２０－２６

備考
国所
公益法 管、都 応札・
人の区 道府県 応募者
分
所管の 数
区分

-

182 一般乗用旅客自動車（タクシー）の供給業務

相模女子大学 学長 風間 誠史
神奈川県相模原市南区文京2-1-1

再就職の
役員の数

落札率

0

国所管

1

公益法人の場合

ＮＯ

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

再就職の
役員の数

落札率

193 平成28年度「準天頂衛星システムの事業監理等調査」

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.19

株式会社日本総合研究所
東京都品川区東五反田２－１８－１

公募を実施した結果、他に履行可能な者の申し出がなかっ
たため、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

-

57,564,000

-

-

194 平成28年度「準天頂衛星システムの技術監理等調査」

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.19

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
東京都調布市深大寺東町７－４４－１

公募を実施した結果、他に履行可能な者の申し出がなかっ
たため、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

-

73,656,000

-

-

H28.4.21

原電エンジニアリング株式会社
東京都千代田区神田駿河台二丁目２番地

会計法第２９条の３第４項
契約の目的又は性質が競争を許さないもの

-

1,598,400

-

会計法第29条の３第４項及び予決令第102条の４第３号
（緊急の必要により競争に付することができない場合）

-

88,917,876

-

会計法第29条の３第４項及び予決令第102条の４第３号
（緊急の必要により競争に付することができない場合）

-

195

内閣府政策統括官（原子力防災担当）
原子力災害現地対策本部の執務室改善に伴う事務機器等の取外し復旧
平井興宣
業務
東京都千代田区永田町１－６－１

196 応急危険度判定士が行う応急危険度判定活動の手配等業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.21

一般財団法人 日本建築防災協会
東京都港区虎ノ門２－３－２０

197 平成２８年熊本地震被災地向け広報業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.4.22

（株）電通
東京都東新橋１－８－１

198 北方領土隣接地域振興啓発事業

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

北方領土隣接地域振興対策根室管内市町連絡
契約の性質又は目的が競争を許さないため、会計法第２９
H28.4.28 協議会
条の３第４項に該当するため。
北海道根室市常盤町２－２７

-

39,888,220

-

199 住民基本台帳人口移動報告用データ作成業務

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官
三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－1

200 上級英語研修の請負

91,550,790

-

H28.5.9

地方公共団体情報システム機構
東京都千代田区一番町２５

行政目的を達成するために不可欠な特定情報であり、当該
情報を提供する者が他に存在しないため。（会計法第29条
の3第4項）

-

2,509,056

-

支出負担行為担当官 内閣衛星情報センター管理
部長 青木信義
東京都新宿区市谷本村町９－１３

H28.5.12

(有)イーム
千葉県我孫子市並木９－１７－５

企画競争による調達であり、契約相手方の提案内容が最も
優秀なものとして選定され、競争を許さないことから会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（企画競争）

－

7,000,000

-

201 伊勢志摩サミットにおけるアウトリーチ会合開催に伴う宿泊施設の借上げ

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官
三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－1

H28.5.27

名古屋マリオットアソシアホテル
愛知県名古屋市中村区名駅１－１－４

必要とする物品又はサービスの提供者が他に存在しない会
計法第２９条の３第４項に該当するため。

-

4,157,500

-

202 「第16回アジア学術会議」会議場の賃貸借

支出負担行為担当官
日本学術会議事務局長 駒形 健一
東京都港区六本木７－２２－３４

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF SRI
LANKA
H28.5.30
120/10 VIDYA MAWATHA, COLOMBO 00700,
SRI LANKA

本業務は、スリランカ科学アカデミーと共催で行う第16回アジ
ア学術会議スリランカ大会の賃貸借を行うものであるが、本
大会の会場の選定については、開催国であるスリランカ科学
アカデミーが候補地を選定し、決定されたものであり、契約
の性質又は目的が競争を許さないため、会計法第29条の3
第4項に該当

1,182,000

1,182,000

100.0

H28.5.31 日本電気（株）中四国支社

企画競争による調達であり、契約相手方の提案内容が最も
優秀なものとして選定するため、会計法第２９条の３第４項に
該当するため。

-

9,850,000

-

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

-

4,104,000

-

203

支出負担行為担当官
平成２９・３０年度資格審査インターネット⼀元受付システム運⽤⽀援・改
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
良
東京都千代田区永田町１－６－１

支出負担行為担当官
「NPO 情報管理・公開システム更新系機能の構築等業務」及び「NPO 情
内閣府大臣官房会計担当参事官
204 報管理・公開システムに係る法人ポータル改修等業務」の本番環境への
横内 憲二
実装及び運用保守作業
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.6.1

（株）ライテック
東京都新宿区市谷船河原町１１番地

-

-

備考
国所
公益法 管、都 応札・
人の区 道府県 応募者
分
所管の 数
区分

公益法人の場合

ＮＯ

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

再就職の
役員の数

落札率

205 平成28年度「季刊公務員関係最新判決と実務問答」の購入

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官
三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－1

H28.6.1

三協法規出版株式会社
東京都新宿区新宿１－２７－１

必要とする物品及びサービスの提供者が他に存在しない会
計法第２９条の３第４項に該当するため。

-

2,804,000

-

206 既設装置への機能拡張（その１）

支出負担行為担当官 内閣衛星情報センター管理
部長 青木信義
東京都新宿区市谷本村町９－１３

H28.6.7

日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１
（株）ＪＥＣＣ
東京都千代田区丸の内３－４－１

必要とする物品又はサービスの提供者が他に存在しないこ
とから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（公募）

-

592,189,653

-

207 平成28年度青年国際交流事業の活動充実強化における支援業務

内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.6.8

一般財団法人青少年国際交流推進センター
東京都中央区日本橋人形町２－３５－１５

必要とする物品及びサービスの提供者が他に存在しない会
計法第２９条の３第４項に該当するため。

-

24,862,562

-

企画競争による調達であり、契約相手方の提案内容が最も
優秀なものとして選定するため、会計法第２９条の３第４項に
該当するため。

-

5,508,073

-

208

支出負担行為担当官
平成２９・３０年度競争参加資格審査（建設コンサルタント等）申請・受付シ
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
ステム改良等業務
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.6.15

一般社団法人 海外日系新聞放送協会
神奈川県横浜市中区新港２－３－１

海外日系新聞等の掲載業務を行う者が他に存在しないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

-

2,979,969

-

支出負担行為担当官
平成28年度幹部候補育成課程中央研修（課長補佐級）（選択必須）の実
会計担当内閣参事官 三上 明輝
施
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.6.16

公益財団法人日本生産性本部
東京都渋谷区３－１－１

契約の性質又は目的が競争を許さないため、会計法第２９
条の３第４項に該当するため。

-

5,648,400

-

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官 三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.6.16

(株）山陰中央新報社
島根県松江市殿町３８３

必要とする物品及びサービスの提供者が他に存在しない会
計法第２９条の３第４項に該当するため。

-

6,004,800

-

H28.6.20

株式会社博報堂 代表取締役社長 戸田 裕一 予算決算及び会計令第99条の2
東京都港区赤坂五丁目３番１号
不落随契

-

29,700,000

-

-

7,584,840

7,538,400

99.4

-

-

71,181,767

-

209 海外日系新聞等（G7伊勢志摩サミット関連）掲載業務

210

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.6.8 パシフィックコンサルタンツ（株）東京支社

211 電子図書「メチのいた島」の購入

212

支出負担行為担当官
戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）全体シンポジウム開催業務委 内閣府政策統括官（科学技術・イノベーション担当）
託
山脇 良雄
東京都千代田区永田町１－６－１

213

日英米のまちづくりに関するＫＰＩ設定及びエリアマネジメント活動等に関
する調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.6.20

一般財団法人森記念財団
東京都港区虎ノ門３－５－１ 虎ノ門３７森ビル

予算決算及び会計令第99条の2
不落随契

214

平成28年度地域課題対応人材育成事業「地域コアリーダープログラム」
に関する支援業務

内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.6.22

一般財団法人青少年国際交流推進センター
東京都中央区日本橋人形町２－３５－１４

必要とする物品及びサービスの提供者が他に存在しない会
計法第２９条の３第４項に該当するため。

3,316,032

3,316,032

100.0

-

26,082,000

-

215 「ゴールドシュミット会議2016」会議場の賃貸借

支出負担行為担当官
日本学術会議事務局長 駒形 健一
東京都港区六本木７－２２－３４

H28.6.23

株式会社横浜国際平和会議場
神奈川県横浜市西区みなとみらい１－１－１

国際会議の開催にあたっては、学術研究団体と共同主催し
ているところ、閣議了解や予算要求等の関係から国際会議
の３年前に公募を行っている。学術研究団体からの申請に
当たり会議の概要、開催地、開催場所等の基本的事項が確
定していることが必要となり、これら要件を審査したのち共同
主催の候補を決定し、閣議了解をもって正式に共同主催を
決定

216 拉致問題に対する理解促進活動のための啓発事業

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官
三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－1

H28.6.29

劇団夜想会
東京都西早稲田１－２１－２

企画競争のよる調達であり、契約相手方の契約内容が最も
優秀なものとして選定され、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。

備考
国所
公益法 管、都 応札・
人の区 道府県 応募者
分
所管の 数
区分

-

公財

国所管

1

公益法人の場合

ＮＯ

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

再就職の
役員の数

落札率

217 拉致問題に対する理解促進活動のための啓発事業

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官
三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－1

H28.6.29

(株）エヌ・ティ・ティ・アド
東京都品川区上大崎３－１－１

企画競争のよる調達であり、契約相手方の契約内容が最も
優秀なものとして選定され、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。

-

10,561,320

-

218 内閣官房ＩＴ総合戦略室執務室のレイアウト変更工事

支出負担行為担当官代理
内閣参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.6.30

東洋ビルメンテナンス（株）
東京都港区虎ノ門１－１２－１５

契約の性質又は目的が競争を許さないため、会計法第２９
条の３第４項に該当するため。

-

10,346,400

-

219 褒賞品の修繕請負契約について

支出負担行為担当官代理
内閣参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.7.1

(独)造幣局
大阪府大阪市北区天満１－１－７９

契約の性質又は目的が競争を許さないため、会計法第２９
条の３第４項に該当するため。

-

4,899,224

-

220 「東南アジア青年の船」事業支援業務

内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.7.1

一般財団法人青少年国際交流推進センター
東京都中央区日本橋人形町２－３５－１４

-

143,549,553

-

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.7.7

デロイトトーマツコンサルティング合同会社
東京都千代田区丸の内３－３－１ 新東京ビル

企画競争による調達であり、契約相手方の提案内容が最も
優秀なものとして選定するため、会計法第２９条の３第４項に
該当するため。

-

315,900,000

-

支出負担行為担当官代理
内閣参事官
横内 憲二
ブラジル連邦共和国リオデジャネイロにおける第３１回オリンピック競技大 東京都千代田区永田町１－６－１
222
会出張者用車両の借上げ及び運行業務一式
支出負担行為担当官
文部科学省大臣官房会計課長
増子 宏
東京都千代田区霞が関３－２－２

H28.7.8

近畿日本ツーリスト(株）
東京都千代田区東神田１－７－８

契約の性質又は目的が競争を許さないため、会計法第２９
条の３第４項に該当するため。

-

-

※単価契約

内閣府大臣官房会計担当参事官
非正規職シングル女性の課題・ニーズ別支援モデルプログラムの開発事
横内 憲二
業
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.7.8

公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会
神奈川県横浜市戸塚区上倉田町４３５－１

企画競争のよる調達であり、契約相手方の契約内容が最も
優秀なものとして選定され、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。

-

1,619,587

-

内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.7.8

合同会社ままのえん
埼玉県さいたま市中央区新都心２－２

企画競争のよる調達であり、契約相手方の契約内容が最も
優秀なものとして選定され、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。

-

3,199,900

-

内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

特定非営利活動法人浜松男女共同参画推進協 企画競争のよる調達であり、契約相手方の契約内容が最も
優秀なものとして選定され、競争を許さないことから、会計法
H28.7.10 会
第２９条の３第４項に該当するため。
静岡県浜松市中区住吉５－１０

-

3,195,142

-

226 団体連携による地域防災における女性リーダー養成事業

内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.7.11

特定非営利活動法人男女共同参画おおた
東京都大田区大森北２－３－１５２－３－１５

企画競争のよる調達であり、契約相手方の契約内容が最も
優秀なものとして選定され、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。

-

2,905,852

-

227 多様な視点の災害時用情報共有促進ツール制作・普及啓発事業

内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.7.11

（株）熊本日日新聞社
熊本県熊本市中央区世安町１７２

企画競争のよる調達であり、契約相手方の契約内容が最も
優秀なものとして選定され、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。

-

3,198,564

-

221

223

地方創生推進に関する知的基盤の整備（RESAS活用による分析能力向
上等に関する仕組みの整備等）

224 子育ても仕事も大切にしたいから園活ナビゲーター事業

225

男女共同参画の視点からの地域防災を成り立たせるための女性防災
リーダー育成事業

予算決算及び会計令第99条の2
不落随契

-

備考
国所
公益法 管、都 応札・
人の区 道府県 応募者
分
所管の 数
区分

公益法人の場合

ＮＯ

物品役務等の名称及び数量

228 平成２８年度 科学技術イノベーション情報発信効果測定業務

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

支出負担行為担当官
内閣府政策統括官（科学技術・イノベーション担当）
山脇 良雄
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.7.14

太陽企画株式会社
代表取締役社長 岩井 健二

H28.7.25

(株）リベルタル・コンサルテイング
東京都千代田区６－２－１４

H28.7.25

近畿日本ツーリスト(株）
東京都千代田区東神田１－７－８

契約の性質又は目的が競争を許さないため、会計法第２９
条の３第４項に該当するため。

国際会議の開催にあたっては、学術研究団体と共同主催し
ているところ、閣議了解や予算要求等の関係から国際会議
の３年前に公募を行っている。学術研究団体からの申請に
当たり会議の概要、開催地、開催場所等の基本的事項が確
定していることが必要となり、これら要件を審査したのち共同
主催の候補を決定し、閣議了解をもって正式に共同主催を
決定

内閣府大臣官房会計担当参事官
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

229

平成28年度「子供と家族・若者応援団表彰」及び「未来をつくる若者・オ
ブ・ザ・イヤー」等の運営支援業務

230

支出負担行為担当官代理
ブラジル連邦共和国リオデジャネイロにおける第３１回オリンピック競技大 内閣参事官
会出張者用車両の借上げ及び運行業務一式
横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

契約の相手方の商号又は名称及び住所

231 「第31回国際心理学会議」会議場の賃貸借

支出負担行為担当官
日本学術会議事務局長 駒形 健一
東京都港区六本木７－２２－３４

H28.7.25

株式会社横浜国際平和会議場
神奈川県横浜市西区みなとみらい１－１－１

232 平成28年度中国各地域の遺棄化学兵器移動式処理（その１）業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.7.29

（株）神戸製鋼所
兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通２－２－４

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）

予算決算及び会計令第99条の2
不落随契

予算決算及び会計令第99条の2
不落随契

「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」と判断し会計
法２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第
３号に該当するため

予定価格

契約金額

再就職の
役員の数

落札率

-

29,700,000

-

-

9,181,237

-

-

-

※単価契約

4,580,064

4,580,064

100.0

-

586,644,800

認定特定非営利活動法人山形創造ＮＰＯ支援
H28.8.3 ネットワーク
山形県寒河江市大字西根字石川西３５５

公平性、透明性の観点から、全国の各地域からの応募が可
能な公募を実施し、当該業務を行うことができるものと認めら
れることから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。

-

3,190,741

-

234 第１４回産学官連携功労者表彰授与式に係る会場設備等借上げ

支出負担行為担当官
内閣府政策統括官（科学技術・イノベーション担当）
山脇 良雄
東京都千代田区永田町１－６－１

株式会社東京ビッグサイト
H28.8.4 代表取締役社長 竹花 豊
東京都江東区有明３－１１－１

必要とするサービスの提供者が他に存在せず、他社との競
争を許さないため、会計法第２９条の３第４項に該当する。

-

931,932

-

235 平成28年度国家公務員等の身分証カードの調達

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.8.4

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)
東京都千代田区内幸町１－１－６

契約の性質又は目的が競争を許さないため、会計法第２９
条の３第４項に該当するため。

-

3,369,600

-

236 高分解能ＳＡＲ専門教育その１・判読訓練

支出負担行為担当官 内閣衛星情報センター管理
部長 芹澤清
東京都新宿区市谷本村町９－１３

H28.8.5

（株）パスコ
東京都目黒区青葉台４－９－６

必要とする物品又はサービスの提供者が他に存在しないこ
とから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（公募）

-

10,368,000

-

237 「第18回結晶成長国際会議」会議場の賃貸借

支出負担行為担当官
日本学術会議事務局長 駒形 健一
東京都港区六本木７－２２－３４

名古屋国際会議場指定管理者 コングレ・名古
屋観光コンベンションビューローコンソージアム
H28.8.5
代表企業 株式会社コングレ
愛知県名古屋市熱田区熱田西町１－１

3,511,800

3,511,800

238 平成28年度非営利サテライト勘定に関する検討作業

支出負担行為担当官
内閣府経済社会総合研究所次長 杉原 茂
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.8.8

-

7,569,223

困難を抱える女性の自立支援活動強化のためのＮＰＯネットワーク構築
事業

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株）
東京都港区虎ノ門５－１１－２

国際会議の開催にあたっては、学術研究団体と共同主催し
ているところ、閣議了解や予算要求等の関係から国際会議
の３年前に公募を行っている。学術研究団体からの申請に
当たり会議の概要、開催地、開催場所等の基本的事項が確
定していることが必要となり、これら要件を審査したのち共同
主催の候補を決定し、閣議了解をもって正式に共同主催を
決定

予決令第９９条の２
不落随契

-

-

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

233

備考
国所
公益法 管、都 応札・
人の区 道府県 応募者
分
所管の 数
区分

特財

-

100.0

-

0

都道府
県所管

1

公益法人の場合

ＮＯ

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

再就職の
役員の数

落札率

239

支出負担行為担当官
職場と家庭、両輪での環境づくりから始める岸和田男女キラキラプロジェ
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
クト
東京都千代田区永田町１－６－１

特定非営利活動法人ファザーリング・ジャパン関 公平性、透明性の観点から、全国の各地域からの応募が可
能な公募を実施し、当該業務を行うことができるものと認めら
H28.8.10 西
れることから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。
兵庫県宝塚市仁川北２－１－８－１０１

-

2,698,494

-

240

支出負担行為担当官
内閣府本府が運用する給与計算システムの給与所得の源泉徴収票様式
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
対応プログラム改訂業務
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.8.24

沖電気工業（株）
東京都港区芝浦四丁目10番16号

公募を実施した結果、当該事業者の他に履行可能な者の申
し出がなかったことから、会計法第２９条の３第４項に該当す
るため。

-

1,490,400

-

241

支出負担行為担当官代理
平成28年度「カリフォルニア工科大学、ISTオーストリアの取組を踏まえた
内閣府大臣官房会計課長
OISTの大学運営の在り方に関する調査」
三上 明輝

H28.8.24

株式会社日本経済研究所
東京都千代田区大手町２－２－１

予算決算及び会計令第99条の2
不落随契

7,931,520

7,910,909

99.7

国際会議の開催にあたっては、学術研究団体と共同主催し
ているところ、閣議了解や予算要求等の関係から国際会議
ヴォイスギャラリー
の３年前に公募を行っている。学術研究団体からの申請に
京都府京都市下京区富小路通高辻筋屋町１４７
当たり会議の概要、開催地、開催場所等の基本的事項が確
H28.8.26
－１
定していることが必要となり、これら要件を審査したのち共同
主催の候補を決定し、閣議了解をもって正式に共同主催を
決定

1,280,000

1,280,000

100.0

国際会議の開催にあたっては、学術研究団体と共同主催し
ているところ、閣議了解や予算要求等の関係から国際会議
の３年前に公募を行っている。学術研究団体からの申請に
当たり会議の概要、開催地、開催場所等の基本的事項が確
定していることが必要となり、これら要件を審査したのち共同
主催の候補を決定し、閣議了解をもって正式に共同主催を
決定

1,200,000

1,200,000

緊急の必要により競争に付することができない場合。
（会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条
の4第3項）

17,621,497

242 「世界考古学会議第８回大会」の賃貸借

支出負担行為担当官
日本学術会議事務局長 駒形 健一
東京都港区六本木７－２２－３４

243 「世界考古学会議第８回大会」の賃貸借

支出負担行為担当官
日本学術会議事務局長 駒形 健一
東京都港区六本木７－２２－３４

244 乗用自動車の購入(南スーダン共和国納車)

支出負担行為担当官
国際平和協力本部事務局長 宮島 昭夫
東京都千代田区霞が関３－１－１

H28.9.2

平成28年度 沖縄県における石油依存度の低下に向けた天然ガス等の
推進のための実態把握と課題調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

一般財団法人南西地域産業活性化センター
H28.9.5 沖縄県那覇市久茂地３－１５－９ アルテビル
ディング那覇

246 海外日系新聞等（G20杭州サミット及びASEAN関連首脳会議）掲載業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

245

247

支出負担行為担当官
日本学術会議が運用する給与計算システムにかかる給与所得の源泉徴
日本学術会議事務局長 駒形 健一
収票様式対応等プログラム改訂業務
東京都港区六本木７－２２－３４

宗教法人両足院
H28.8.26 京都府京都市東山区小松町５９１

クラウンエイジェンツ・ジャパン株式会社
東京都千代田区九段南2-3-14

予算決算及び会計令第99条の2
不落随契

H28.9.20

一般社団法人 海外日系新聞放送協会
神奈川県横浜市中区新港２－３－１

海外日系新聞等の掲載業務を行う者が他に存在しないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

H28.9.21

沖電気工業株式会社
東京都港区芝浦４－１０－１６

業者の履行可能なものは当該業者のみであるとして公募を
実施した結果、ほかに履行可能な者の申し出がなかったこと
から、会計法第29条の3第4項に該当するため

三菱電機（株）
東京都千代田区丸の内２－７－３

248 画像解析・判読技術に関する調査のための環境整備

支出負担行為担当官 内閣衛星情報センター管理
部長 芹澤 清
東京都新宿区市谷本村町９－１３

H28.9.28

249 第13回国際科学技術関係大臣会合の開催に伴う会場等の提供

支出負担行為担当官
政策統括官（科学技術・イノベーション担当） 森本
浩一
東京都千代田区永田町１－６－１

公益財団法人
H28.9.30 国立京都国際会館
京都府京都市左京区岩倉大鷺町４２２

9696240

-

17,621,497

9,477,000

1,434,607

備考
国所
公益法 管、都 応札・
人の区 道府県 応募者
分
所管の 数
区分

特財

国所管

1

国所管

1

100.0

100.0

97.7

-

-

3,002,400

3,002,400

100.0

必要とする物品又はサービスの提供者が他に存在しないこ
とから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（公募）

-

169,452,000

-

-

必要とするサービスの提供者が他に存在せず、他社との競
争を許さないため、会計法第２９条の３第４項に該当する。

-

2,748,987

-

- 公財

公益法人の場合

ＮＯ

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）

250 地域における北方領土問題啓発事業の在り方等調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.10.5

株式会社博報堂
東京都港区赤坂５－３－１

予算決算及び会計令第99条の2
不落随契

251 海外日系新聞等（第71回国連総会）掲載業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.10.6

一般社団法人 海外日系新聞放送協会
神奈川県横浜市中区新港２－３－１

内閣府政策統括官（原子力防災担当）平井 興宣
東京都千代田区一丁目６番１号

H28.10.13

253 変化抽出関連プログラムの製作

支出負担行為担当官
内閣衛星情報センター管理部長 芹澤清
東京都新宿区市谷本村町９－１３

254 迎賓館本館レースカーテン吊り替え作業

255 「第４０回国際外科学会世界総会」会議場の賃貸借

252

平成28年度原子力防災に関する海外調査（海外における原子力防災の
動向調査）

予定価格

契約金額

再就職の
役員の数

落札率

18,057,600

18,036,000

99.9

海外日系新聞等の掲載業務を行う者が他に存在しないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

-

1,091,961

-

株式会社三菱総合研究所
東京都千代田区永田町二丁目10番3号

予算決算及び会計令第99条の2（開札の結果、不落となった
ため（不落随契））

-

18,900,000

-

H28.10.17

（株）日立製作所
東京都千代田区丸の内１－６－６

必要とする物品又はサービスの提供者が他に存在しないこ
とから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（公募）

－

118,800,000

-

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.10.17

（株）川島織物セルコン
東京都江東区豊洲５－６－１５

必要とする物品又はサービスの提供者が他に存在しない会
計法第２９条の３第４項に該当するため。

-

1,974,240

-

支出負担行為担当官
日本学術会議事務局長 駒形 健一
東京都港区六本木７－２２－３４

公益財団法人国立京都国際会館
H28.10.21
京都府京都市左京区岩倉大鷺町４２２

国際会議の開催にあたっては、学術研究団体と共同主催し
ているところ、閣議了解や予算要求等の関係から国際会議
の３年前に公募を行っている。学術研究団体からの申請に
当たり会議の概要、開催地、開催場所等の基本的事項が確
定していることが必要となり、これら要件を審査したのち共同
主催の候補を決定し、閣議了解をもって正式に共同主催を
決定

4,477,680

4,477,680

「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」と判断し会計
法２９条３第４項に該当するため。

-

$90,000.00

-

「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」と判断し会計
法２９条３第４項に該当するため。

-

$50,000.00

-

256

支出負担行為担当官
政府機関における高度なサイバーセキュリティ人材育成のための研修の
会計担当内閣参事官 三上 明輝
実施
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.10.24

257

支出負担行為担当官
政府機関における高度なサイバーセキュリティ人材育成のための研修の
会計担当内閣参事官 三上 明輝
実施（その２）
東京都千代田区永田町１－６－１

ICSS ENTERPRISE
H28.10.24 65 Sloane StreetKinghtsbridgeLondon, SW1
9SH, United Kingdom

UNIVERSITY OF MARYLAND
CollegePark,Maryland,United States of America

公財

100.0

258 交通事故の被害・損失の経済的分析に関する調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.10.24

株式会社三菱総合研究所
東京都千代田区永田町２－１０－３

予算決算及び会計令第99条の2
不落随契

-

17,604,000

-

259 Ｈ-ⅡＡロケットによる準天頂衛星初号機後継機の打上げ輸送サービス

支出負担行為担当官
内閣府宇宙開発戦略推進事務局長 髙田 修三
東京都千代田区霞が関３－７－１

H28.10.27

三菱重工業株式会社
東京都港区港南２－１６－５

当該法人以外に本事業を実施しうる機関がなく、会計法第29
条の3第4項に該当するため。

-

10,649,000,000

-

260 短期打上型小型衛星システムの実証研究（その１）

支出負担行為担当官 内閣衛星情報センター管理
部長 芹澤清
東京都新宿区市谷本村町９－１３

株式会社エイ・イー・エス
東京都中央区八重洲１－９－１３

企画競争による調達であり、契約相手方の提案内容が最も
優秀なものとして選定され、競争を許さないことから会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（企画競争）

-

42,973,200

-

H28.11.7

備考
国所
公益法 管、都 応札・
人の区 道府県 応募者
分
所管の 数
区分

-

国所
管

1

公益法人の場合

ＮＯ

物品役務等の名称及び数量

261 防災減災アイデアコンテスト開催業務

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

再就職の
役員の数

落札率

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.11.7

（株）ＨａｃｋＣａｍｐ
東京都台東区東上野2-18-7

予算決算及び会計令第99条の2
不落随契

-

4,991,382

-

262

「ふるさとの風」「しおかぜ」北朝鮮向け短波ラジオ放送共同公開収録支
援業務

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官 三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.11.7

（株）メディアコミュニケーションズ
東京都千代田区麹町１－７

予算決算及び会計令第99条の2
不落随契

-

10,599,375

-

263

支出負担行為担当官
北朝鮮による日本人拉致問題啓発のための海外の報道関係者・専門家
会計担当内閣参事官 三上 明輝
招へい事業（平成28年度）
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.11.8

近畿日本ツーリスト株式会社
東京都千代田区東神田１－７－８

予算決算及び会計令第99条の2
不落随契

-

12,221,980

-

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官 三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.11.12

学校法人東京電機大学
東京都足立区千住旭町５

「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」と判断し会計
法２９条３第４項に該当するため。

-

2,430,000

-

-

1,131,200

1,131,200

264 平成28年度サイバーセキュリティに関する「CISSP入門講座」の実施

支出負担行為担当官
日本学術会議事務局長 駒形 健一
東京都港区六本木７－２２－３４

H28.11.14

沖縄コンベンションセンター
沖縄県宜野湾市真志喜４−３−１

国際会議の開催にあたっては、学術研究団体と共同主催し
ているところ、閣議了解や予算要求等の関係から国際会議
の３年前に公募を行っている。学術研究団体からの申請に
当たり会議の概要、開催地、開催場所等の基本的事項が確
定していることが必要となり、これら要件を審査したのち共同
主催の候補を決定し、閣議了解をもって正式に共同主催を
決定

266 短期打上型小型衛星システムの実証研究支援（その１）

支出負担行為担当官 内閣衛星情報センター管理
部長 芹澤清
東京都新宿区市谷本村町９－１３

H28.11.21

国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構
東京都調布市深大寺東町７－４４－１

必要とする物品又はサービスの提供者が他に存在しないこ
とから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（公募）

-

7,492,824

-

-

267 既設装置への機能拡張（その２）

支出負担行為担当官 内閣衛星情報センター管理
部長 芹澤清
東京都新宿区市谷本村町９－１３

H28.11.24

日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－１
ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社
東京都港区南２－１５－３

必要とする物品又はサービスの提供者が他に存在しないこ
とから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（公募）

－

22,141,646

-

-

268 校正検証用トランスポンダの機能強化

支出負担行為担当官 内閣衛星情報センター管理
部長 芹澤清
東京都新宿区市谷本村町９－１３

一般財団法人 リモート・センシング技術セン
H28.11.24 ター
東京都港区虎ノ門３－１７－１

必要とする物品又はサービスの提供者が他に存在しないこ
とから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（公募）

-

11,340,000

-

-

269 情報収集衛星地上システムの開発管理支援（その２）

支出負担行為担当官 内閣衛星情報センター管理
部長 芹澤清
東京都新宿区市谷本村町９－１３

H28.11.25

株式会社三菱総合研究所
東京都千代田区永田町２－１０－３

企画競争による調達であり、契約相手方の提案内容が最も
優秀なものとして選定され、競争を許さないことから会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（企画競争）

-

433,080,000

-

-

270 平成29年度一般会計予算書等の購入

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H29.11.25

独立行政法人国立印刷局
東京都港区虎ノ門２－２－５

必要とする物品又はサービスの提供者が他に存在しない会
計法第２９条の３第４項に該当するため。

-

3,912,561

-

271 社会資本ストック推計の検討調査

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H28.11.30

株式会社野村総合研究所
東京都千代田区丸の内１－６－５

予算決算及び会計令第99条の2
不落随契

-

13,500,000

-

265

「第２２回国際動物学会議及び第８７回日本動物学会年会合同大会」会
議場の賃貸借

100.0

-

備考
国所
公益法 管、都 応札・
人の区 道府県 応募者
分
所管の 数
区分

公益法人の場合

ＮＯ

物品役務等の名称及び数量

272 技術系職員の教育訓練（特別講座）の委託・業務支援

273

内閣府政策統括官（原子力防災担当）平井 興宣
東京都千代田区一丁目６番１号

支出負担行為担当官
内閣府本府が運用する給与計算システムにおけるマイナンバー出力シス
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
テムの導入
東京都千代田区永田町１－６－１

276 平成28年度 独立行政法人等に対する監査業務の委託

277

支出負担行為担当官
内閣衛星情報センター管理部長 芹澤 清

支出負担行為担当官
平成28年度サイバーセキュリティ月間に係るイベントの企画・運営及び同 会計担当内閣参事官 三上 明輝
イベント等で用いる普及啓発用動画の企画・制作等業務
東京都千代田区永田町１－６－１

274 平成２８年度原子力総合防災訓練（冬季業務）の評価業務

275

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

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官 三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

支出負担行為担当官
内閣総理大臣の国内出張に係る東京国際空港等における空港関係業務
会計担当内閣参事官 三上 明輝
（H29.1.12～1.17）
東京都千代田区永田町１－６－１

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

再就職の
役員の数

落札率

企画競争による調達であり、契約相手方の提案内容が最も
優秀なものとして選定され、競争を許さないことから会計法
第２９条の３第４項に該当するため。（企画競争）

-

7,862,400

-

契約の性質又は目的が競争を許さないため、会計法第２９
条の３第４項に該当するため。

-

181,300

-

株式会社 日立パワーソリューションズ
東京都千代田区神田美土代町７番地
（住友不動産神田ビル１２階）

予算決算及び会計令第99条の2（開札の結果、不落となった
ため（不落随契））

-

23,220,000

-

H28.12.8

沖電気工業株式会社
東京都港区芝浦４－１０－１６

契約の性質又は目的が競争を許さないため、会計法第２９
条の３第４項に該当するため。

-

1,296,000

-

H28.12.9

独立行政法人情報処理推進機構
東京都文京区本駒込２－２８－８

契約の性質又は目的が競争を許さないため、会計法第２９
条の３第４項に該当するため。

-

193,563,216

-

H29.1.6

日本航空（株）
東京都品川区東品川２－４－１１

契約の性質又は目的が競争を許さないため、会計法第２９
条の３第４項に該当するため。

-

520,213

-

H28.12.1

有人宇宙システム株式会社
東京都千代田区大手町１－６－１

BABCOCK COMMUNICATIONS LIMITED
H28.12.5 Blue Fin Building,110 Southwark Street,London
SE1 0TA,United Kingdom

H28.12.7

278 中央合同庁舎第４号館ペーパーレス会議システムの導入・賃貸借・保守

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H29.1.12

株式会社リコー
東京都大田区中馬込１丁目３－６

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
落札者がないため、予算決算及び会計令第九十九条の二に
該当するため。

-

4,836,240

-

279 地理空間情報基盤（人文地理データ）の購入

支出負担行為担当官 内閣衛星情報センター管理
部長 芹澤 清

H29.1.23

日本スペースイメージング株式会社
東京都中央区八重洲２－８－１

必要とする物品又はサービスの提供者が他に存在しないこ
とから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（公募）

-

460,080,000

-

280 次世代測位衛星高精度測距システムの研究開発

支出負担行為担当官
内閣府宇宙開発戦略推進事務局長 髙田 修三
東京都千代田区霞が関３－７－１

H29.1.23

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
東京都調布市深大寺東町７－４４－１

当該法人以外に本事業を実施しうる機関がなく、会計法第29
条の3第4項に該当するため。

-

2,443,648,867

-

281 地理空間情報基盤（高精細ＤＥＭ １０Ｍ）の取得

支出負担行為担当官 内閣衛星情報センター管理
部長 芹澤 清

一般財団法人 リモート・センシング技術セン
H29.1.25 ター
東京都港区虎ノ門３－１７－１

必要とする物品又はサービスの提供者が他に存在しないこ
とから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（公募）

-

540,000,000

-

282 準天頂衛星システムの衛星開発等事業（初号機後継機）

支出負担行為担当官
内閣府宇宙開発戦略推進事務局長 髙田 修三
東京都千代田区霞が関３－７－１

H29.1.31

三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２－７－３

企画競争による調達であり、契約相手方の提案内容が最も
優秀なものとして選定され、競争を許さないことから、会計法
第２９条の３第４項に該当するため。

-

18,080,280,000

-

283 NPO法人ポータルサイトの閲覧文書の一括登録機能等の改修業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

株式会社ライテック
東京都新宿区市谷船河原町１１

「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」と判断し会計
法２９条３第４項に該当するため。

-

2,462,400

-

H29.2.1

備考
国所
公益法 管、都 応札・
人の区 道府県 応募者
分
所管の 数
区分

公益法人の場合

ＮＯ

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

「ＮＰＯ情報管理・公開システムの施策ポータルサイト等の再構築業務」 支出負担行為担当官
284 及び「ＮＰＯ法人ポータルサイトの閲覧文書の一括登録機能の改修業務」 内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
の本番環境への実装のためのサーバ環境設定等の作業
東京都千代田区永田町１－６－１

契約を締結
した日

H29.2.1

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

再就職の
役員の数

落札率

富士通株式会社
東京都港区東新橋１－５－２

「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」と判断し会計
法２９条３第４項に該当するため。

-

1,645,920

-

285 高分解能ＳＡＲ画像判読支援コンテンツの購入

支出負担行為担当官 内閣衛星情報センター管理
部長 芹澤清
東京都新宿区市谷本村町９－１３

H29.2.13

（株）パスコ
東京都目黒区青葉台４－９－６

必要とする物品又はサービスの提供者が他に存在しないこ
とから、会計法第２９条の３第４項に該当するため。（公募）

-

12,927,600

-

286 地震被害推計機能（DIS）機能改修業務

支出負担行為担当官代理
内閣府大臣官房会計課長 三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

H29.2.14

株式会社日立製作所
東京都豊島区東池袋４－５－２

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
落札者がないため、予算決算及び会計令第九十九条の二に
該当するため。

-

18,025,200

-

287 サイバーセキュリティに係るリスクアセスメント支援業務

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官 三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

ＭＩＴＲＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
H29.2.20 7515 Colshire Drive M/S N150 McLean,VA
22102

「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」と判断し会計
法２９条３第４項に該当するため。

-

104,060ドル

-

288 住民基本台帳人口移動報告用データ作成業務（平成28年分）

支出負担行為担当官
会計担当内閣参事官 三上 明輝
東京都千代田区永田町１－６－１

H29.2.20

地方公共団体情報システム
東京都千代田区一番町２５

必要とする物品又はサービスの提供者が他に存在しない会
計法第２９条の３第４項に該当するため。

-

2,509,056

-

289 公益認定等総合情報システム改修作業

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H29.2.24

富士電機株式会社
神奈川県川崎市川崎区田辺新田１－１

「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」と判断し会計
法２９条３第４項に該当するため。

-

14,399,100

-

290 旧国立総合児童センター（こどもの城）内受変電設備等点検業務

支出負担行為担当官
子ども・子育て本部児童手当管理室長 樋口 俊宏
東京都千代田区永田町1丁目６－１

H29.3.3

東芝電機サービス株式会社
東京都新宿区西新宿六丁目２４番１号

他に当該役務を提供することが可能な者が存在しないことか
ら、会計法第29条の３第4項に該当するため。

-

3,499,200

-

第2回「日欧衛星測位対話」及び「日欧GNSS官民ラウンドテーブル」に係
る会議費の支出

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H29.3.7

有限会社Sirene
東京都港区東麻布１－２６－２

「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」と判断し会計
法２９条３第４項に該当するため。

-

1,749,600

-

-

平成２８年度国際広報キャンペーンテーマに係る広報の実施業務 広報
292 テーマ：「地方創生に資する国際広報」（動画、ウェブ等を用いた広報事
業）

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H29.3.7

（株）博報堂
東京都港区赤坂５－３－１

契約の性質又は目的が競争を許さないため、会計法第２９
条の３第４項に該当するため。

-

135,000,000

-

-

293 「東日本大震災六周年追悼式」での実施会場の借上げ

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H29.3.8

（独）日本芸術文化振興会
東京都千代田区隼町４－１

契約の性質又は目的が競争を許さないため、会計法第２９
条の３第４項に該当するため。

-

4,592,100

-

-

平成２８年度キャンペーンテーマに係る政府広報の実施業務 広報テー 支出負担行為担当官
294 マ：「社会保障と税の一体改革」（マイナンバーに関するものを除く）（医療 内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
保険制度等）
東京都千代田区永田町１－６－１

H29.3.9

（株）電通
東京都港区東新橋１－８－１

契約の性質又は目的が競争を許さないため、会計法第２９
条の３第４項に該当するため。

-

499,841,263

-

-

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

H29.3.10

（株）エヌ・ティ・ティ・アド
東京都品川区上大崎３－１－１

契約の性質又は目的が競争を許さないため、会計法第２９
条の３第４項に該当するため。

-

100,000,000

-

-

291

295

平成２８年度国際広報キャンペーンテーマに係る広報の実施業務 広報
テーマ：「ＩＴを活用した国際広報」（ウェブ及びSNSを通じた広報）

備考
国所
公益法 管、都 応札・
人の区 道府県 応募者
分
所管の 数
区分

公益法人の場合

ＮＯ

296

物品役務等の名称及び数量

平成２８年度キャンペーンテーマに係る政府広報の実施業務 広報テー
マ：「一億総活躍社会等」（給付型奨学金制度に関する広報業務）

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

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二
東京都千代田区永田町１－６－１

契約を締結
した日

H29.3.27

契約の相手方の商号又は名称及び住所

（株）エヌ・ティ・ティ・アド
東京都品川区上大崎３－１－１

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）

契約の性質又は目的が競争を許さないため、会計法第２９
条の３第４項に該当するため。

予定価格

契約金額

-

100,000,000

再就職の
役員の数

落札率

-

-

備考
国所
公益法 管、都 応札・
人の区 道府県 応募者
分
所管の 数
区分

