
（府省名：内閣官房）

平成２５年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの（平成２４年度第１四半期分） 【様式１】

契約の名称及び内容
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

契約締結日
契約の相手方の商号
又は名称及び所在地

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

 予定価格（円）  契約金額（円）
落札率
（％）

再就職の
役員の数

移行困難な事由 移行予定年限 備　考

宇宙戦略室（仮称）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
日下正周
東京都千代田区永田町1-6-1

平成24年4月1日

常和不動産株式会社
東京都中央区日本橋本
町１－７－２　ニュー江戸
橋ビル４階

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

35,792,148         35,792,148         100.00 ―

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り、
かつ、年度毎に建物等を変更する
ことによる費用の増大を避けるため
（ただし、市場変化等により公募を
行う。）

未定

平成22年度調達特殊複写機
の保守等業務

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

平成24年4月2日
株式会社リコー
大田区中馬込１－３－６

会計法第29条の3第4項
単年度毎に機器を入れ替えることによる費
用の増大を避けるため

非公表 1,876,869           ― ―
単年度毎に機器を入れ替えること
による費用の増大を避けるため

平成２５年度

平成22年度調達複写機（高
速機）の保守等業務

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

平成24年4月2日
株式会社リコー
大田区中馬込１－３－６

会計法第29条の3第4項
単年度毎に機器を入れ替えることによる費
用の増大を避けるため

非公表 22,956,396         ― ―
単年度毎に機器を入れ替えること
による費用の増大を避けるため

平成２５年度

平成22年度調達複写機（中
速機）の保守等業務

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

平成24年4月2日
株式会社リコー
大田区中馬込１－３－６

会計法第29条の3第4項
単年度毎に機器を入れ替えることによる費
用の増大を避けるため

非公表 10,475,924         ― ―
単年度毎に機器を入れ替えること
による費用の増大を避けるため

平成２５年度

国家戦略室・行政刷新会議
事務局における複写機の保
守等業務

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

平成24年4月2日
富士ゼロックス株式会社
東京都港区六本木３－１
－１

会計法第29条の3第4項
単年度毎に機器を入れ替えることによる費
用の増大を避けるため

非公表 4,289,477           ― ―
単年度毎に機器を入れ替えること
による費用の増大を避けるため

平成２５年度

平成23年度上半期調達複写
機（高速機）の保守等業務

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

平成24年4月2日
富士ゼロックス株式会社
東京都港区六本木３－１
－１

会計法第29条の3第4項
単年度毎に機器を入れ替えることによる費
用の増大を避けるため

非公表 9,150,770           ― ―
単年度毎に機器を入れ替えること
による費用の増大を避けるため

平成２６年度

平成23年度上半期調達複写
機（中速機）の保守等業務

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

平成24年4月2日
富士ゼロックス株式会社
東京都港区六本木３－１
－１

会計法第29条の3第4項
単年度毎に機器を入れ替えることによる費
用の増大を避けるため

非公表 2,267,809           ― ―
単年度毎に機器を入れ替えること
による費用の増大を避けるため

平成２６年度

電話料金

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

平成24年4月2日
東日本電信電話株式会
社東京都新宿区西新宿
３－１９－２

会計法第29条の12
長期継続契約のため

― 45,214,648         ― ―
当該案件は長期継続契約であり、
現時点で直ちに競争性のある契約
方式への移行が困難なため

検討中
※予定価格は、
単価契約のため
記載せず

電話料金

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

平成24年4月2日
ＮＴＴ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

会計法第29条の12
長期継続契約のため

― 34,117,421         ― ―
当該案件は長期継続契約であり、
現時点で直ちに競争性のある契約
方式への移行が困難なため

検討中
※予定価格は、
単価契約のため
記載せず



（府省名：内閣官房）

平成２５年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの（平成２４年度第１四半期分） 【様式１】

契約の名称及び内容
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

契約締結日
契約の相手方の商号
又は名称及び所在地

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

 予定価格（円）  契約金額（円）
落札率
（％）

再就職の
役員の数

移行困難な事由 移行予定年限 備　考

電話料金

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

平成24年4月2日
ＫＤＤＩ株式会社東京都
新宿区西新宿２－３－２
ＫＤＤＩビル

会計法第29条の12
長期継続契約のため

― 6,284,367           ― ―
当該案件は長期継続契約であり、
現時点で直ちに競争性のある契約
方式への移行が困難なため

検討中
※予定価格は、
単価契約のため
記載せず

国際電話料金

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

平成24年4月2日
ＫＤＤＩ株式会社東京都
新宿区西新宿２－３－２
ＫＤＤＩビル

会計法第29条の12
長期継続契約のため

― 3,121,290           ― ―
当該案件は長期継続契約であり、
現時点で直ちに競争性のある契約
方式への移行が困難なため

検討中
※予定価格は、
単価契約のため
記載せず

情報通信技術（ＩＴ）担当室に
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
日下正周
東京都千代田区永田町1-6-1

平成24年4月2日
ＢＭＳ株式会社
東京都千代田区神田小
川町２－５－１

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

49,887,168         49,887,168         100.00 ―

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り、
かつ、年度毎に建物等を変更する
ことによる費用の増大を避けるため
（ただし、市場変化等により公募を
行う。）

未定

アイヌ政策推進室に係る事務
室の賃貸借

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

平成24年4月2日

財団法人農林水産奨励
会　不動産口
東京都港区赤坂１－９－
１３　三会堂ビル

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

5,782,064           5,782,064           100.00 ―

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り、
かつ、年度毎に建物等を変更する
ことによる費用の増大を避けるため
（ただし、市場変化等により公募を
行う。）

未定

知的財産戦略推進事務局に
係る会議室の賃貸借

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

平成24年4月2日
株式会社大同
東京都千代田区永田町
２－４－１１

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

16,181,046         16,181,046         100.00 ―

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り、
かつ、年度毎に建物等を変更する
ことによる費用の増大を避けるため
（ただし、市場変化等により公募を
行う。）

未定

内閣官房情報セキュリティセ
ンター会議室の賃貸借

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

平成24年4月2日
山崎　頼美
東京都港区赤坂１－９－
２

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

6,029,100           6,029,100           100.00 ―

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り、
かつ、年度毎に建物等を変更する
ことによる費用の増大を避けるため
（ただし、市場変化等により公募を
行う。）

未定

総合海洋政策本部事務局に
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
日下正周
東京都千代田区永田町1-6-1

平成24年4月2日
森ビル株式会社
東京都港区六本木６－１
０－１

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

35,145,360         35,145,360         100.00 ―

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り、
かつ、年度毎に建物等を変更する
ことによる費用の増大を避けるため
（ただし、市場変化等により公募を
行う。）

未定



（府省名：内閣本府）

平成２５年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの（平成２４年度第１四半期分） 【様式１】

契約の名称及び内容
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

契約締結日
契約の相手方の商号
又は名称及び所在地

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

 予定価格（円）  契約金額（円）
落札率
（％）

再就職の
役員の数

移行困難な事由 移行予定年限 備　考

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

株式会社三菱地所プロ
パティマネジメント
東京都千代田区丸の内
３－３－１

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

104,823,312       104,823,312       100.00 ―

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り、
かつ、年度毎に建物等を変更する
ことによる費用の増大を避けるため
（ただし、市場変化等により公募を
行う。）

未定

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

株式会社三菱地所プロ
パティマネジメント
東京都千代田区丸の内
３－３－１

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

202,086,108       202,086,108       100.00 ―

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り、
かつ、年度毎に建物等を変更する
ことによる費用の増大を避けるため
（ただし、市場変化等により公募を
行う。）

未定

宇宙戦略室（仮称）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

常和不動産株式会社
東京都中央区日本橋本
町１－７－２　ニュー江戸
橋ビル４階

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

20,781,000         20,781,000         100.00 ―

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り、
かつ、年度毎に建物等を変更する
ことによる費用の増大を避けるため
（ただし、市場変化等により公募を
行う。）

未定

平成22年度調達特殊複写機
の保守等業務

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
株式会社リコー
大田区中馬込１－３－６

会計法第29条の3第4項
単年度毎に機器を入れ替えること
による費用の増大を避けるため

非公表 2,600,458           ― ―
単年度毎に機器を入れ替えること
による費用の増大を避けるため

平成２５年度

平成22年度調達複写機（中
速機）の保守等業務

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
株式会社リコー
大田区中馬込１－３－６

会計法第29条の3第4項
単年度毎に機器を入れ替えること
による費用の増大を避けるため

非公表 3,209,423           ― ―
単年度毎に機器を入れ替えること
による費用の増大を避けるため

平成２５年度

平成22年度調達複写機（高
速機）の保守等業務

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
株式会社リコー
大田区中馬込１－３－６

会計法第29条の3第4項
単年度毎に機器を入れ替えること
による費用の増大を避けるため

非公表 24,825,080         ― ―
単年度毎に機器を入れ替えること
による費用の増大を避けるため

平成２５年度

国家戦略室・行政刷新会議
事務局における複写機の保
守等業務

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
富士ゼロックス株式会社
東京都港区六本木３－１
－１

会計法第29条の3第4項
単年度毎に機器を入れ替えること
による費用の増大を避けるため

非公表 2,288,587           ― ―
単年度毎に機器を入れ替えること
による費用の増大を避けるため

平成２５年度

平成22年度調達複写機（超
高速機）の保守等業務

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
富士ゼロックス株式会社
東京都港区六本木３－１
－１

会計法第29条の3第4項
単年度毎に機器を入れ替えること
による費用の増大を避けるため

非公表 1,273,893           ― ―
単年度毎に機器を入れ替えること
による費用の増大を避けるため

平成２５年度

平成23年度上半期調達複写
機（中速機）の保守等業務

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
富士ゼロックス株式会社
東京都港区六本木３－１
－１

会計法第29条の3第4項
単年度毎に機器を入れ替えること
による費用の増大を避けるため

非公表 1,663,782           ― ―
単年度毎に機器を入れ替えること
による費用の増大を避けるため

平成２６年度

電話料金

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
ＮＴＴ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

会計法第29条の12
長期継続契約のため

― 9,236,501           ― ―
当該案件は長期継続契約であり、
現時点で直ちに競争性のある契約
方式への移行が困難なため

検討中
※予定価格は、
単価契約のため
記載せず



（府省名：内閣本府）

平成２５年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの（平成２４年度第１四半期分） 【様式１】

契約の名称及び内容
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

契約締結日
契約の相手方の商号
又は名称及び所在地

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

 予定価格（円）  契約金額（円）
落札率
（％）

再就職の
役員の数

移行困難な事由 移行予定年限 備　考

電話料金

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
東日本電信電話株式会
社東京都新宿区西新宿
３－１９－２

会計法第29条の12
長期継続契約のため

― 53,393,743         ― ―
当該案件は長期継続契約であり、
現時点で直ちに競争性のある契約
方式への移行が困難なため

検討中
※予定価格は、
単価契約のため
記載せず

電気料金（有明）
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
東京電力株式会社東京
都千代田区内幸町１－１
－３

会計法第29条の12
長期継続契約のため

― 9,205,767           ― ―
当該案件は長期継続契約であり、
現時点で直ちに競争性のある契約
方式への移行が困難なため

検討中
※予定価格は、
単価契約のため
記載せず

国際電話料金

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
ＫＤＤＩ株式会社東京都
新宿区西新宿２－３－２
ＫＤＤＩビル

会計法第29条の12
長期継続契約のため

― 1,371,408           ― ―
当該案件は長期継続契約であり、
現時点で直ちに競争性のある契約
方式への移行が困難なため

検討中
※予定価格は、
単価契約のため
記載せず

地域主権戦略室に係る事務
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
小松貢
東京都千代田区永田町1-6-1

平成24年4月2日
共同ビル株式会社
東京都港区赤坂１－９－
１５

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

53,018,280         53,018,280         100.00 ―

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り、
かつ、年度毎に建物等を変更する
ことによる費用の増大を避けるため
（ただし、市場変化等により公募を
行う。）

未定

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
森ビル株式会社
東京都港区六本木６－１
０－１

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

183,400,356       183,400,356       100.00 ―

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り、
かつ、年度毎に建物等を変更する
ことによる費用の増大を避けるため
（ただし、市場変化等により公募を
行う。）

未定

物品保管庫の賃貸借

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

平成24年4月2日
日本通運株式会社
東京都千代田区神田和
泉町２番地

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
保管・運搬その他につき最も好適な
条件を有する者であるため

― 7,534,926           ― ―

保管・運搬その他につき最も好適
な条件を有する者であり、かつ、年
度毎に保管庫を変更することによ
る費用の増大をさけるため（ただ
し、市場変化等により公募を行う。）

未定
※予定価格は、
単価契約のため
記載せず

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

一般財団法人化学物質
評価研究機構
東京都文京区後楽１－４
－２５

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
保管・運搬その他につき最も好適な
条件を有する者であるため

非公表 1,890,000           ― ―

保管・運搬その他につき最も好適
な条件を有する者であり、かつ、年
度毎に保管庫を変更することによ
る費用の増大をさけるため（ただ
し、市場変化等により公募を行う。）

未定

複写機（高速機）の保守業務

支出負担行為担当官
内閣府政策統括官（科学技術政策・
イノベーション担当）
泉紳一郎
東京都千代田区霞が関３－１－１

平成24年4月2日

富士ゼロックス株式会社
公共第一営業部
東京都港区六本木３－１
－１

会計法第29条の3第4項
単年度毎に機器を入れ替えること
による費用の増大を避けるため

非公表 10,456,963         ― ―
単年度毎に機器を入れ替えること
による費用の増大を避けるため

平成２５年度

複写機（高速機）の保守業務

支出負担行為担当官
内閣府原子力安全委員会事務局長
岩橋理彦
東京都千代田区霞が関３－１－１

平成24年4月2日

富士ゼロックス株式会社
公共第一営業部
東京都港区六本木３－１
－１

会計法第29条の3第4項
単年度毎に機器を入れ替えること
による費用の増大を避けるため

非公表 14,996,378         ― ―
単年度毎に機器を入れ替えること
による費用の増大を避けるため

未定



（府省名：内閣本府）

平成２５年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの（平成２４年度第１四半期分） 【様式１】

契約の名称及び内容
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

契約締結日
契約の相手方の商号
又は名称及び所在地

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

 予定価格（円）  契約金額（円）
落札率
（％）

再就職の
役員の数

移行困難な事由 移行予定年限 備　考

原子力安全委員会事務局に
係る事務室等の賃貸借

支出負担行為担当官
内閣府原子力安全委員会事務局長
岩橋理彦
東京都千代田区霞が関３－１－１

平成24年4月2日
三井不動産株式会社
東京都中央区日本橋室
町２－１－１

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

非公表 96,126,240         ― ―

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り、
かつ、年度毎に建物等を変更する
ことによる費用の増大を避けるため
（ただし、市場変化等により公募を
行う。）

未定

複写機の保守及び消耗品供
給

支出負担行為担当官
国際平和協力本部事務局長
羽田浩二
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

富士ゼロックス株式会社
公共第一営業部
東京都港区六本木３－１
－１

会計法第29条の3第4項
単年度毎に機器を入れ替えること
による費用の増大を避けるため

非公表 2,389,622           ― ―
単年度毎に機器を入れ替えること
による費用の増大を避けるため

平成２５年度


