
【半期別】 【部局別】

件数 備考 件数 備考

第１四半期 35 (50) 会計課 1 (1)

第２四半期 企画調整課（情報ｼｽﾃﾑ） 3 (1)

第３四半期 政府広報室 9 (24)

第４四半期 遺棄化学兵器処理担当室 9 (9)

未定 市民活動促進課 1

35 (50) 原子力安全委員会事務局 1 (1)

政策統括官（防災） 3 (5)

【金額別】 政策統括官（共生） 2 (2)

区分 件数 備考 賞勲局 1 (2)

１０億円以上 5 (4) 食品安全委員会事務局 1 (1)

４億円から１０億円 3 (5) 公益認定等委員会事務局 1 (1)

２億円から４億円 10 (12) 経済社会総合研究所 2 (2)

１億円から２億円 17 (29) 迎賓館 1 (1)

35 (50) 35 (50)

備考欄（　）内は、２１年度実績

資料３－３

合計

区分区分

合計

半期別

金額別

合計

部局別

契約額が１億円以上の契約案件（平成２２年度）（総括表）
（第１四半期実績）



番号
契約の相手方の商号又は

名称
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

契約を締結した日  予定価格  契約金額
落札率
（％）

一般競争
入札・指名
競争入札
の別（総合
評価の実

施）

応札者
数

備考

1 日本電子計算機(株)
富士通㈱

内閣府大型電子計算機システムの賃
貸借及びプログラム・プロダクトの使用
権許諾

経済社会総合研究所次長
中藤　泉

平成22年4月1日           239,757,960           239,757,960 100.00
一般

（総合）
1

2 （社）新情報センター 消費動向調査の実査業務
経済社会総合研究所次長
中藤　泉

平成22年4月1日           189,746,063           176,158,500 92.83
一般

（総合）
4

3 （株）ケーネス
平成２２年度中央防災無線網等設備総
合点検業務

内閣府大臣官房会計担当参事官
二村二三男

平成22年4月1日  非公表           225,750,000 ― 一般 1

4 （株）毎日広告社
政府広報新聞折込広告の企画・制作・
折込等業務

内閣府大臣官房会計担当参事官
二村二三男

平成22年4月1日  非公表           235,567,500 ―
一般

（総合）
6

5 富士通（株）
「内閣府ＬＡＮ（共通システム）に係る最
適化計画」に～ＬＡＮ機器類の運用保
守等

内閣府大臣官房会計担当参事官
二村二三男

平成22年4月1日           237,440,648           134,416,241 56.61
一般

（総合）
1

6 （株）日立製作所
総合防災情報システム換装・機能拡
張・保守・運用業務

内閣府大臣官房会計担当参事官
二村二三男

平成22年4月1日           594,120,450           292,950,000 49.30
一般

（総合）
3

7 テイケイ（株） 内閣府庁舎等の警備業務
内閣府大臣官房会計担当参事官
二村二三男

平成22年4月1日  非公表           158,961,600 ― 一般 1

8 （株）電通
新聞による広告（「朝日新聞」（記事
下））

内閣府大臣官房会計担当参事官
二村二三男

平成22年4月1日  非公表           206,188,500 ―
一般
（単）

8 単価契約

9 （株）電通
新聞による広告（「毎日新聞」（記事
下））

内閣府大臣官房会計担当参事官
二村二三男

平成22年4月1日  非公表           128,100,000 ―
一般
（単）

8 単価契約

10 （株）読売エージェンシー
新聞による広告（「読売新聞」（記事
下））

内閣府大臣官房会計担当参事官
二村二三男

平成22年4月1日  非公表           223,618,500 ―
一般
（単）

8 単価契約

11 （株）電通
新聞による広告（「東奥日報」外１２紙
（記事下））

内閣府大臣官房会計担当参事官
二村二三男

平成22年4月1日  非公表           104,475,000 ―
一般
（単）

3 単価契約

契約額が１億円以上の契約案件（平成２２年度第１四半期）（競争）



番号
契約の相手方の商号又は

名称
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

契約を締結した日  予定価格  契約金額
落札率
（％）

一般競争
入札・指名
競争入札
の別（総合
評価の実

施）

応札者
数

備考

契約額が１億円以上の契約案件（平成２２年度第１四半期）（競争）

12 （株）電通
新聞による広告（「新潟日報」外１１紙
（記事下））

内閣府大臣官房会計担当参事官
二村二三男

平成22年4月1日  非公表           135,975,000 ―
一般
（単）

5 単価契約

13 （株）電通
新聞による広告（「山陽新聞」外１１紙
（記事下））

内閣府大臣官房会計担当参事官
二村二三男

平成22年4月1日  非公表           126,210,000 ―
一般
（単）

3 単価契約

14 スカパーＪＳＡＴ（株）
内閣府防災衛星通信システムに係る衛
星通信専用サービス

内閣府大臣官房会計担当参事官
二村二三男

平成22年4月1日           112,017,780           112,014,000 99.99
一般
（単）

1 単価契約

15 （株）アサヒファシリティズ大阪
本店

京都迎賓館建物管理業務
迎賓館京都事務所　庶務課長　小林
秀夫

平成22年4月1日           160,113,650           152,250,000 95.08 一般 4

16 （株）博報堂
政府広報テレビスポット制作・放送等実
施業務

内閣府大臣官房会計担当参事官
二村二三男

平成22年4月14日  非公表           338,367,750 ―
一般

（総合）
（単）

7 単価契約

17 （株）博報堂
子育て支援に係る政府広報の制作・実
施業務

内閣府大臣官房会計担当参事官
二村二三男

平成22年4月28日  非公表           840,747,600 ―
一般

（総合）
9

18 （財）青少年国際交流推進セン
ター

平成２２年度「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
二村二三男

平成22年5月20日  非公表           150,932,874 ― 一般 1

19 富士通（株）
東京センチュリーリース（株）

ＮＰＯ情報管理・公開システムに係る機
器の賃貸借、データセンター（ホスティ
ング）借入及び業務・運用支援等

内閣府大臣官房会計担当参事官
二村二三男

平成22年6月1日           108,674,790           101,850,000 93.71 一般 1

20 （財）青少年国際交流推進セン
ター

平成２２年度「世界青年の船」事業支援
業務

内閣府大臣官房会計担当参事官
二村二三男

平成22年6月2日  非公表           110,103,013 ― 一般 1

21 富士通（株）
日本電子計算機（株）

内閣府LAN（共通システム）における
サーバ・端末等の賃貸借及び設計・構
築並びに運用・保守等

内閣府大臣官房会計担当参事官
二村二三男

平成22年6月11日        7,201,443,058        5,305,743,072 73.67
一般

（総合）
1

22 （株）インターネットイニシアティ
ブ

内閣府LAN（共通システム）における
データセンタ・インターネット接続サービ
ス等の賃貸借及び設計・構築並びに運
用・保守等

内閣府大臣官房会計担当参事官
二村二三男

平成22年6月11日        1,486,017,399        1,360,468,242 91.55
一般

（総合）
1



番号
契約の相手方の商号又は

名称
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

契約を締結した日  予定価格  契約金額
落札率
（％）

一般競争
入札・指名
競争入札
の別（総合
評価の実

施）

応札者
数

備考

契約額が１億円以上の契約案件（平成２２年度第１四半期）（競争）

23 （株）ジェイピーエム
中国遺棄化学兵器処理事業に係る施
設建設等準備業務

内閣府大臣官房会計担当参事官
二村二三男

平成22年4月1日  非公表           208,803,000 ― 一般 1

24 日本エマージェンシーアシスタ
ンス（株）

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

内閣府大臣官房会計担当参事官
二村二三男

平成22年4月1日  非公表           263,287,521 ― 一般 1

25 フジミコンサルタント（株）
中国遺棄化学兵器の廃棄処理事業に
関する技術的支援等業務

内閣府大臣官房会計担当参事官
二村二三男

平成22年4月1日  非公表           709,380,000 ― 一般 1



番号
契約の相手方の商号又は

名称
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

契約を締結した日 予定価格 契約金額
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文
及び理由（企画競争又は

公募）

備考

1 三井不動産株式会社
原子力安全委員会事務局に係る事務
室等の賃貸借

内閣府原子力安全委員会事務局
岩橋　理彦

平成22年4月1日 103,167,276 103,167,276 100.00 ―

会計法第２９条の３第４項
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た
め

2 （株）三菱地所プロパティマネジ
メント

食品安全委員会事務局に係る事務室
等の賃貸借

内閣府大臣官房会計担当参事官
二村二三男

平成22年4月1日          202,086,108         202,086,108 100.00 ―
会計法第２９条の３第４項
当該調達は、独占的なもので
あり、競争できないため

3 森ビル（株）
公益認定等委員会事務局に係る事務
室等の賃貸借

内閣府大臣官房会計担当参事官
二村二三男

平成22年4月1日          180,800,388         180,800,388 100.00 ―
会計法第２９条の３第４項
当該調達は、独占的なもので
あり、競争できないため

4 （独）造幣局 勲章等の製造購入（上半期）
内閣府大臣官房会計担当参事官
二村二三男

平成22年4月1日 非公表       1,229,930,779 ― ―

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

5 中華人民共和国 敦化市要員宿舎建設工事（第３期）
内閣府大臣官房
遺棄化学兵器処理担当室長　伊藤
盛夫

平成22年4月1日  非公表         628,944,926 ― ―

会計法第29条の３第４項
目的を達成するためには、中
国外交部以外の者と契約を
締結することができないため

6 中華人民共和国
中国各地における遺棄化学兵器の発
掘・回収事業

内閣府大臣官房
遺棄化学兵器処理担当室長　伊藤
盛夫

平成22年4月1日  非公表       1,758,732,259 ― ―

会計法第29条の３第４項
目的を達成するためには、中
国外交部以外の者と契約を
締結することができないため

7 中華人民共和国 ハルバ嶺地区保管地域造成工事
内閣府大臣官房
遺棄化学兵器処理担当室長　伊藤
盛夫

平成22年4月1日  非公表       1,957,103,879 ― ―

会計法第29条の３第４項
目的を達成するためには、中
国外交部以外の者と契約を
締結することができないため

契約額が１億円以上の契約案件（平成２２年度第１四半期）（随意契約）



番号
契約の相手方の商号又は

名称
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

契約を締結した日 予定価格 契約金額
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文
及び理由（企画競争又は

公募）

備考

契約額が１億円以上の契約案件（平成２２年度第１四半期）（随意契約）

8 中華人民共和国
南京市移動式処理事業（土木基礎工
事）

内閣府大臣官房
遺棄化学兵器処理担当室長　伊藤
盛夫

平成22年4月1日  非公表         139,728,046 ― ―

会計法第29条の３第４項
目的を達成するためには、中
国外交部以外の者と契約を
締結することができないため

9 中華人民共和国 遺棄化学兵器の保管業務
内閣府大臣官房
遺棄化学兵器処理担当室長　伊藤
盛夫

平成22年4月1日  非公表         187,657,717 ― ―

会計法第29条の３第４項
目的を達成するためには、中
国外交部以外の者と契約を
締結することができないため

10 中華人民共和国
遺棄化学兵器処理事業顧問団の配置
等業務

内閣府大臣官房
遺棄化学兵器処理担当室長　伊藤
盛夫

平成22年4月1日  非公表         184,484,018 ― ―

会計法第29条の３第４項
目的を達成するためには、中
国外交部以外の者と契約を
締結することができないため


	資料３－３　契約額が１億以上
	１億円以上
	１億円以上（競争）
	１憶円以上（随契）


