
　（府省名：内閣本府）

【四半期別】 【部局別】

件数 備考 件数 備考

第１四半期 35 (25) 部局別 会計課 1 (1)

第２四半期 政府広報室 4 (2)

第３四半期 遺棄化学兵器処理担当室 14 (9)

第４四半期 政策統括官（防災） 7 (2)

未定 政策統括官（共生） 2 (2)

35 (25) 賞勲局 1 (1)

食品安全委員会事務局 1 (1)

【金額別】 公益認定等委員会事務局 1 (1)

区分 件数 備考 消費者委員会事務局 1 (1)

１０億円以上 6 (3) 経済社会総合研究所 1 (2)

４億円から１０億円 4 (3) 迎賓館京都事務所 1 (1)

２億円から４億円 8 (5) 北方対策本部 (1)

１億円から２億円 17 (14) 沖縄総合事務局 1 (1)

35 (25) 合　　計 35 (25)

　備考欄（　）内は、２３年度実績

合計

合計

金額別

四半期別

（第１四半期実績）

区分 区分

資料３－６

契約額が１億円以上の契約案件（平成２４年度）（総括表）



（府省名：内閣本府）
契約額が１億円以上の契約案件（平成２４年度第１四半期分）（競争契約）

番号
契約の相手方の商号
又は名称及び所在地

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日 予定価格（円） 契約金額（円）
落札率
（％）

一般競争・指
名競争入札
の別（総合評
価の実施）

応札者数 備　考

1 株式会社ケーネス
東京都港区新橋２－１０－５

中央防災無線網運転監視・通信設備点
検業務

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

平成24年4月2日 非公表 224,700,000         ― 一般 2

2 テイケイ株式会社
新宿区新宿５－１７－１７

内閣府本府庁舎等の警備業務

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

平成24年4月2日 非公表 174,361,005         ― 一般 1

3
株式会社日立製作所
東京都品川区南大井６－２７－
１８

総合防災情報システム機能拡充業務

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

平成24年4月2日 215,560,239         214,200,000         99.37
一般
（総合）

1

4 株式会社博報堂
東京都港区赤坂５－３－１

政府広報ブランドコンセプトの開発及び
政府広報ブランドコンセプトに基づく個
別広報テーマの広報実施業務等

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

平成24年4月2日 非公表 1,238,051,532      ―
一般
（総合）

2

5 株式会社電通
東京都港区東新橋１－８－１

インターネットを活用した広報の実施「Ｙ
ａｈｏｏ！ＪＡＰＡＮ」

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

平成24年4月2日 非公表 137,875,000         ―
一般
（単）

7 ＊単価契約

6 株式会社アサヒファシリティズ
東京都江東区南砂２－５－１４

京都迎賓館建物管理業務

分任支出負担行為担当官
迎賓館京都事務所長
本間誠
京都市上京区京都御苑２３

平成24年4月2日 非公表 153,300,000         ― 一般 2

7
社団法人新情報センター
東京都渋谷区恵比寿１－１９－
１５

消費動向調査の実査業務

支出負担行為担当官
経済社会総合研究所次長
堀田繁
東京都千代田区霞が関3－1－1

平成24年4月2日 非公表 189,000,000         ―
一般
（総合）

3



（府省名：内閣本府）
契約額が１億円以上の契約案件（平成２４年度第１四半期分）（競争契約）

番号
契約の相手方の商号
又は名称及び所在地

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日 予定価格（円） 契約金額（円）
落札率
（％）

一般競争・指
名競争入札
の別（総合評
価の実施）

応札者数 備　考

8
フジミコンサルタント株式会社
東京都千代田区飯田橋３－１１
－１８

移動式処理事業における監理支援等業
務

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

平成24年4月5日 非公表 630,630,000         ― 一般 1

9
フジミコンサルタント株式会社
東京都千代田区飯田橋３－１１
－１８

中国遺棄化学兵器の発掘・回収事業に
伴う、河川、海洋関連工事に関する技
術的支援等業務

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

平成24年4月5日 非公表 142,065,000         ― 一般 1

10
日本エマージェンシーアシスタ
ンス株式会社
東京都文京区小石川１－２１－
１４

中国遺棄化学兵器処理事業における医
療体制の整備・検討業務

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

平成24年4月5日 非公表 223,756,155         ― 一般 1

11
応用地質株式会社東京本社
埼玉県さいたま市北区土呂町２
－６１－５

首都直下地震及び南海トラフの巨大地
震に係る地震動・津波高等の推計業務

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

平成24年4月6日 141,551,550         133,350,000         94.21
一般
（総合）

2

12
株式会社ジェイピーエム
東京都千代田区外神田４－１４
－２

中国遺棄化学兵器の発掘・回収及び廃
棄処理事業に関する施設建設等準備業
務

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

平成24年4月9日 非公表 341,250,000         ― 一般 1

13 株式会社もしもしホットライン
東京都渋谷区代々木２－６－５

毛萱・波倉スクリーニング場等における
受付の効率化のためのコールセンター
業務事業

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

平成24年4月27日 非公表 176,640,569         ― 一般 4

14
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

平成２４年度「東南アジア青年の船」事
業支援業務

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

平成24年5月18日 非公表 140,768,281         ― 一般 1



（府省名：内閣本府）
契約額が１億円以上の契約案件（平成２４年度第１四半期分）（競争契約）

番号
契約の相手方の商号
又は名称及び所在地

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日 予定価格（円） 契約金額（円）
落札率
（％）

一般競争・指
名競争入札
の別（総合評
価の実施）

応札者数 備　考

15
株式会社野村総合研究所
東京都千代田区丸の内１－６－
５

平成24年度「子ども・若者支援地域協議
会体制整備事業」運営支援業務

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

平成24年5月31日 非公表 126,000,000         ― 一般 1

16
西日本電信電話株式会社沖縄
支店
沖縄県浦添市城間４－３５－１

沖縄総合事務局パーソナルコンピュータ
及びプリンタの賃貸借・保守契約

支出負担行為担当官
沖縄総合事務局総務部長事務取扱
竹井嗣人
沖縄県那覇市おもろまち２－１－１

平成24年6月29日 225,792,381 187,616,131         83.09 一般 2
＊国庫債務負担
行為



（府省名：内閣本府）
契約額が１億円以上の契約案件（平成２４年度第１四半期分）（随意契約）

番号
契約の相手方の商号
又は名称及び所在地

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日  予定価格（円）  契約金額（円）
落札率
（％）

再就職の
役員の数

随意契約によることとした会計
法令の根拠条項及び理由（企

画競争又は公募）
備　考

1
株式会社三菱地所プロパティ
マネジメント
東京都千代田区有楽町１－１
２－１

消費者委員会事務局に係る事務室
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
小松貢
東京都千代田区永田町1-6-1

平成24年4月1日 104,823,312          104,823,312          100.00 ―

会計法第29条の3第4項
建物等の位置・面積・設備等に
つき最も好適な条件を有する者
であるため

2
株式会社三菱地所プロパティ
マネジメント
東京都千代田区有楽町１－１
２－１

食品安全委員会事務局に係る事務
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
小松貢
東京都千代田区永田町1-6-1

平成24年4月1日 202,086,108          202,086,108          100.00 ―

会計法第29条の3第4項
建物等の位置・面積・設備等に
つき最も好適な条件を有する者
であるため

3 株式会社博報堂
東京都港区赤坂５－３－１

最重要・重要広報テーマに係る政府
広報の実施業務「震災からの被災地
の復興に向けて」（政府広報テレビ番
組及び政府広報ラジオ番組の制作・
放送実施業務並びに「笑顔ひろげ隊」
特設webサイト運営業務）

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

平成24年4月2日 非公表 150,675,000          ― ―

会計法第29条の3第4項
被災者に対する情報提供を断
続なく効率的に行う必要がある
ため、平成24年度の新たな広報
を開始するまでの間、視聴率・
聴取率の高い現在の契約を延
長する

4 森ビル株式会社
東京都港区六本木６－１０－１

公益認定等委員会事務局に係る事
務室等の賃貸借

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

平成24年4月2日 183,400,356          183,400,356          100.00 ―

会計法第29条の3第4項
建物等の位置・面積・設備等に
つき最も好適な条件を有する者
であるため

5
株式会社磐城タクシー
福島県いわき市小名浜字上町
８２番地

平成２４年度スクリーニング・除染拠
点の運営支援等業務

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

平成24年4月2日 非公表 924,508,200          ― ―

会計法第29条の3第4項
業務の履行可能な者は当該業
者のみであるとして公募を実施
した結果、他に履行可能な者の
申し出がなかったため

6 株式会社関電工
東京都港区芝浦４－８－３３

平成２４年度スクリーニング・除染拠
点運営に伴う安全管理等業務

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

平成24年4月2日 非公表 483,961,011          ― ―

会計法第29条の3第4項
業務の履行可能な者は当該業
者のみであるとして公募を実施
した結果、他に履行可能な者の
申し出がなかったため

7
東電環境エンジニアリング株
式会社
東京都港区芝浦４－６－１４

平成２４年度スクリーニング・除染拠
点の運営等業務

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

平成24年4月2日 非公表 1,435,095,438        ― ―

会計法第29条の3第4項
業務の履行可能な者は当該業
者のみであるとして公募を実施
した結果、他に履行可能な者の
申し出がなかったため



（府省名：内閣本府）
契約額が１億円以上の契約案件（平成２４年度第１四半期分）（随意契約）

番号
契約の相手方の商号
又は名称及び所在地

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日  予定価格（円）  契約金額（円）
落札率
（％）

再就職の
役員の数

随意契約によることとした会計
法令の根拠条項及び理由（企

画競争又は公募）
備　考

8
株式会社神戸製鋼所
東京都品川区北品川５－９－
１２

平成２４年度　中国南部の遺棄化学
兵器廃棄処理（南部移動式処理）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
小松貢
東京都千代田区永田町1-6-1

平成24年4月2日 非公表 1,106,300,000        ― ―

会計法第29条の3第4項
前年度からの継続業務であり、
処理設備等の再リースを受ける
ことにより費用の増大を避ける
ため。

9

中華人民共和国
北京市朝陽区吉慶里14号佳
匯国際中心18階
中国外交部日本遺棄化学兵
器問題処理弁公室
処長　孫　忠宝

遺棄化学兵器の保管業務

分任支出負担行為担当官
内閣府大臣官房
遺棄化学兵器処理担当室長
中島明彦
東京都千代田区霞が関３－１－１
中央合同庁舎第４号館

平成24年4月2日 非公表 224,625,452          ― ―

会計法第29条の3第5項、予算
決算及び会計令第99条第15号
外国で契約をするとき（中国政
府）

10

中華人民共和国
北京市朝陽区吉慶里14号佳
匯国際中心18階
中国外交部日本遺棄化学兵
器問題処理弁公室
処長　孫　忠宝

遺棄化学兵器処理事業顧問団の配
置等業務

分任支出負担行為担当官
内閣府大臣官房
遺棄化学兵器処理担当室長
中島明彦
東京都千代田区霞が関３－１－１
中央合同庁舎第４号館

平成24年4月2日 非公表 120,917,543          ― ―

会計法第29条の3第5項、予算
決算及び会計令第99条第15号
外国で契約をするとき（中国政
府）

11

中華人民共和国
北京市朝陽区吉慶里14号佳
匯国際中心18階
中国外交部日本遺棄化学兵
器問題処理弁公室
処長　孫　忠宝

石家荘移動式処理事業における医療
設備の調達

分任支出負担行為担当官
内閣府大臣官房
遺棄化学兵器処理担当室長
中島明彦
東京都千代田区霞が関３－１－１
中央合同庁舎第４号館

平成24年4月2日 非公表 101,765,442          ― ―

会計法第29条の3第5項、予算
決算及び会計令第99条第15号
外国で契約をするとき（中国政
府）

12

中華人民共和国
北京市朝陽区吉慶里14号佳
匯国際中心18階
中国外交部日本遺棄化学兵
器問題処理弁公室
処長　孫　忠宝

中国各地における遺棄化学兵器の発
掘・回収事業

分任支出負担行為担当官
内閣府大臣官房
遺棄化学兵器処理担当室長
中島明彦
東京都千代田区霞が関３－１－１
中央合同庁舎第４号館

平成24年4月2日 非公表 2,050,408,682        ― ―

会計法第29条の3第5項、予算
決算及び会計令第99条第15号
外国で契約をするとき（中国政
府）

13

中華人民共和国
北京市朝陽区吉慶里14号佳
匯国際中心18階
中国外交部日本遺棄化学兵
器問題処理弁公室
処長　孫　忠宝

ハルバ嶺地区発掘・回収施設（基礎
以外の部分の建築）の建設

分任支出負担行為担当官
内閣府大臣官房
遺棄化学兵器処理担当室長
中島明彦
東京都千代田区霞が関３－１－１
中央合同庁舎第４号館

平成24年4月5日 非公表 501,521,792          ― ―

会計法第29条の3第5項、予算
決算及び会計令第99条第15号
外国で契約をするとき（中国政
府）

14

中華人民共和国
北京市朝陽区吉慶里14号佳
匯国際中心18階
中国外交部日本遺棄化学兵
器問題処理弁公室
処長　孫　忠宝

ハルバ嶺地区発掘・回収施設（基礎
以外の部分の設備）の建設

分任支出負担行為担当官
内閣府大臣官房
遺棄化学兵器処理担当室長
中島明彦
東京都千代田区霞が関３－１－１
中央合同庁舎第４号館

平成24年4月5日 非公表 1,964,722,208        ― ―

会計法第29条の3第5項、予算
決算及び会計令第99条第15号
外国で契約をするとき（中国政
府）



（府省名：内閣本府）
契約額が１億円以上の契約案件（平成２４年度第１四半期分）（随意契約）

番号
契約の相手方の商号
又は名称及び所在地

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日  予定価格（円）  契約金額（円）
落札率
（％）

再就職の
役員の数

随意契約によることとした会計
法令の根拠条項及び理由（企

画競争又は公募）
備　考

15
独立行政法人造幣局
大阪府大阪市北区天満１－１
－７９

勲章等の製造購入（上半期）

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

平成24年4月6日 非公表 1,118,718,304        ― ―

会計法第29条の3第4項
勲章及び褒章等の栄典の授与
は、国家又は公共に対する功
労、あるいは社会の各分野にお
ける優れた行いを顕彰する重要
な制度であり、天皇の国事行為
とされている。
上記のような特殊性に鑑み勲章
等の製造については、競争には
なじまないため

16

中華人民共和国
北京市朝陽区吉慶里14号佳
匯国際中心18階
中国外交部日本遺棄化学兵
器問題処理弁公室
処長　孫　忠宝

石家荘移動式処理事業（準備工事
（管理施設建屋等））

分任支出負担行為担当官
内閣府大臣官房
遺棄化学兵器処理担当室長
中島明彦
東京都千代田区霞が関３－１－１
中央合同庁舎第４号館

平成24年4月16日 非公表 156,513,614          ― ―

会計法第29条の3第5項、予算
決算及び会計令第99条第15号
外国で契約をするとき（中国政
府）

17

中華人民共和国
北京市朝陽区吉慶里14号佳
匯国際中心18階
中国外交部日本遺棄化学兵
器問題処理弁公室
処長　孫　忠宝

石家荘移動式処理事業（準備工事
（敷地造成、処理設備基礎等））

分任支出負担行為担当官
内閣府大臣官房
遺棄化学兵器処理担当室長
中島明彦
東京都千代田区霞が関３－１－１
中央合同庁舎第４号館

平成24年4月16日 非公表 244,463,244          ― ―

会計法第29条の3第5項、予算
決算及び会計令第99条第15号
外国で契約をするとき（中国政
府）

18

中華人民共和国
北京市朝陽区吉慶里14号佳
匯国際中心18階
中国外交部日本遺棄化学兵
器問題処理弁公室
処長　孫　忠宝

琿春市英安林場における道路造成工
事

分任支出負担行為担当官
内閣府大臣官房
遺棄化学兵器処理担当室長
中島明彦
東京都千代田区霞が関３－１－１
中央合同庁舎第４号館

平成24年4月16日 非公表 183,749,834          ― ―

会計法第29条の3第5項、予算
決算及び会計令第99条第15号
外国で契約をするとき（中国政
府）

19 株式会社電通
東京都港区東新橋１－８－１

平成24年度キャンペーンテーマに係
る政府広報の実施業務「東日本大震
災からの被災地の復興に向けて」（政
府広報テレビ番組及び政府広報ラジ
オ番組の制作・放送実施業務並びに
情報編集事務局運営業務）

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

平成24年6月15日 非公表 215,230,984          ― ―

会計法第29条の3第4項
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
許さないため。


