
【四半期別】 【部局別】

件数 備考 件数 備考

第１四半期 25 (35) 部局別 政府広報室 4

第２四半期 14 (7) 遺棄化学兵器処理担当室 3 (4)

第３四半期 政策統括官（防災） 5 (1)

第４四半期 政策統括官（共生） 2 (2)

未定 14 (7)

39 (42)

【金額別】

区分 件数 備考

１０億円以上 1 (3)

４億円から１０億円 3 (1)

２億円から４億円 3 (1)

１億円から２億円 7 (2)

14 (7)

備考欄（　）内は、２２年度実績

合計

合　　計

資料２－４

契約額が１億円以上の契約案件（平成２３年度）（総括表）

（第２四半期実績）

区分 区分

半期別

合計

金額別



（府省名：内閣本府）
契約額が１億円以上の契約案件（平成２３年度第２四半期分）（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 日本電気株式会社
東京都港区芝5-7-1

中央防災無線網災害情報共有通信
設備（内閣府等）工事

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
二村二三男
東京都千代田区永田町1-6-1

平成23年8月1日  非公表        194,250,000 ― 一般 2

2
株式会社日新
神奈川県横浜市中区尾上町
６－８４

ハルバ嶺の試験廃棄処理設備等の
輸送に関する業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官
二村二三男
東京都千代田区永田町1-6-1

平成23年8月3日  非公表        112,727,922 ― 一般 4

3 商船三井客船株式会社
東京都港区赤坂１－９－１３

青年の船事業実施に伴う客船「ふじ
丸」の定期傭船及び運行委託
（「第３８回東南アジア青年の船」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
二村二三男
東京都千代田区永田町1-6-1

平成23年9月16日  非公表        417,092,000 ― 一般 1

4 商船三井客船株式会社
東京都港区赤坂１－９－１３

青年の船事業実施に伴う客船「ふじ
丸」の定期傭船及び運行委託
（「第２４回世界青年の船」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
二村二三男
東京都千代田区永田町1-6-1

平成23年9月16日  非公表        323,444,000 ― 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２３年度第２四半期分）（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
者数（上
段（　）は
役員数）

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

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（アクセ
ス道路用地の借用）

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
伊藤盛夫
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23年7月1日 非公表 197,241,913 ―

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）

2

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

伊春市における緊急発掘・回収
作業

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
伊藤盛夫
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23年7月1日 非公表 397,461,264 ―

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）

3 株式会社博報堂
東京都港区赤坂５－３－１

平成２３年度最重要・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の
制作・放送実施業務）

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当
参事官
二村二三男
東京都千代田区永田町1-
6-1

平成23年7月14日 非公表        181,003,095 ― ―

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。

4
株式会社電通
東京都港区東新橋１－８－
１電通本社ビル４０階

平成２３年度最重要・重要広報
テーマに係る政府広報の実施業
務「命と人権を守る」「暮らしの安
全・安心」（「守る力を」ネットワー
ク、効果測定調査及び減災に関
する広報の企画・実施）

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当
参事官
二村二三男
東京都千代田区永田町1-
6-1

平成23年7月20日 非公表        246,411,154 ― ―

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。

5
独立行政法人日本原子力
研究開発機構
茨城県那珂郡東海村白方
字白根２－４

福島第一原子力発電所事故に
係る福島県除染ガイドライン作
成調査業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当
参事官
二村二三男
東京都千代田区永田町1-
6-1

平成23年8月5日 非公表        195,819,345 ― ―

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
株式会社電通
東京都港区東新橋１－８－
１電通本社ビル４０階

平成２３年度最重要・重要広報
テーマに係る政府広報の実施業
務「命と人権を守る」「暮らしの安
全・安心」（消費者問題対策及び
法テラスの活動に関する広報の
企画・実施）

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当
参事官
二村二三男
東京都千代田区永田町1-
6-1

平成23年8月11日 非公表        106,030,989 ― ―

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。

7
株式会社電通
東京都港区東新橋１－８－
１電通本社ビル４０階

平成２３年度最重要・重要広報
テーマに係る政府広報の実施業
務「命と人権を守る」「暮らしの安
全・安心」（児童虐待防止及び児
童ポルノ対策に関する広報の企
画・実施）

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当
参事官
二村二三男
東京都千代田区永田町1-
6-1

平成23年9月5日 非公表        148,018,377 ― ―

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。



（府省名：内閣本府）
契約額が１億円以上の契約案件（平成２３年度第２四半期分）（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
者数（上
段（　）は
役員数）

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
独立行政法人日本原子力
研究開発機構
茨城県那珂郡東海村白方
字白根２－４

福島第一原子力発電所事故に
係る避難区域等における除染実
証業務

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当
参事官
二村二三男
東京都千代田区永田町1-
6-1

平成23年9月30日 非公表    10,124,919,807 ― ―

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。

9 株式会社 関電工
東京都港区芝浦４－８－３３

平成２３年度警戒区域への立入
りに伴う安全管理等業務（通信
手段の確保等）

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当
参事官
二村二三男
東京都千代田区永田町1-
6-1

平成23年9月30日 非公表        494,974,319 ― ―

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。

10
株式会社 磐城タクシー
福島県いわき市鹿島町走熊
字小神山４８－３

平成２３年度警戒区域への立入
に伴う中継基地支援等業務（バ
ス巡回、車輌牽引等）

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当
参事官
二村二三男
東京都千代田区永田町1-
6-1

平成23年9月30日 非公表        691,560,870 ― ―

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。
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