様式２－３
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）に基づく競争入札に係る情報の公表（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

一般競争入札・
落札率
指名競争入札の
予定価格（円） 契約金額（円）
別（総合評価の
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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

法人番号

ＩＣＴ研修科（ネットワーク技術中級コース）の講義・演習の
請負

支出負担行為担当官 高地圭輔
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和4年5月10日

エヌ・ティ・ティラーニングシス
テムズ株式会社
東京都港区南麻布1-6-15

9010401005010

一般競争入札

1,881,000

1,804,000

95.9

ＡＩネットワーク社会推進会議支援業務の請負

支出負担行為担当官 高地圭輔
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和4年4月1日

株式会社オーエムシー
東京都新宿区四谷4-34-1

9011101039249

一般競争入札

9,020,000

6,198,500

68.7

データの経済的価値・効果測定を含むAI時代のデータ経
済の検討

支出負担行為担当官 高地圭輔
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和4年4月1日

株式会社富士通総研
東京都大田区新蒲田1-1725

8010401050783

一般競争入札

5,489,000

5,038,000

91.8

ICT研修科（ネットワーク技術基礎コース）の講義の請負

支出負担行為担当官 高地圭輔
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和4年4月1日

エヌ・ティ・ティラーニングシス
テムズ株式会社
東京都港区南麻布1-6-15

9010401005010

一般競争入札

1,254,000

1,034,000

82.5

支出負担行為担当官 高地圭輔
AIに係る諸外国の動向に関する文書の分析、要約作業等
総務省情報通信政策研究所
の請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和4年2月22日

株式会社エヌ・ティ・ティ・デー
タ経営研究所
東京都千代田区平河町2-79

1010001143390

一般競争入札

2,959,000

2,860,000

96.7

「AIネットワーク社会推進会議報告書2021」「AIネットワーク 支出負担行為担当官 高地圭輔
社会推進会議AI経済検討会報告書2021」の英訳業務の請 総務省情報通信政策研究所
負
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和4年1月31日

株式会社エァクレーレン
東京都港区赤坂3-4-4-6F

4010401004009

一般競争入札

3,355,000

2,419,120

72.1

支出負担行為担当官 高地圭輔
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和4年1月25日

エレエンジニアリング
大阪府吹田市南吹田2-611-102

3240001031694

一般競争入札

2,275,900

1,760,000

77.3

支出負担行為担当官 高地圭輔
情報通信政策研究所内屋上のクーリングタワー薬剤注入
総務省情報通信政策研究所
タンク交換及び給水管電動ボール弁交換作業の請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和4年1月25日

日東カストディアル・サービス
株式会社
東京都立川市曙町2-31-15

9011401005058

一般競争入札

1,155,000

1,100,000

95.2

避難はしごの購入

支出負担行為担当官 高地圭輔
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和4年1月24日

株式会社小川防災
千葉県松戸市紙敷1-16-3

3040001035071

一般競争入札

2,343,000

1,606,000

68.5

国際シンポジウム「ＡＩ×データ社会推進フォーラム（仮
称）」の企画広報、運営、管理等に係る業務の請負

支出負担行為担当官 高地圭輔
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和3年12月9日

株式会社ＭＭ総研
東京都中央区日本橋室町32-16

7010001078400

一般競争入札
（総合評価）

14,850,000

14,605,522

98.4

支出負担行為担当官 高地圭輔
無線通信技術に関する専門的知識の修得を目的とした講
総務省情報通信政策研究所
義等の実施に係る業務請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和3年12月7日

エヌ・ティ・ティラーニングシス
テムズ株式会社
東京都港区南麻布1-6-15

9010401005010

一般競争入札

1,870,000

1,793,000

95.9

支出負担行為担当官 高地圭輔
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和3年12月1日

服部電池株式会社
広島県福山市佐波町168-1

一般競争入札

7,018,000

5,434,000

77.4

物品役務等の名称及び数量

ＩＣＴ教室の床面ソケット設置作業の請負

情報通信政策研究所蓄電池整流器盤更新作業の請負

公益法人の場合
公益法
人の区
分

国、都道
応札・
府県所
応募者
管の区
数
分

備考

様式２－３
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中央監視装置関連機器の改修作業の請負

支出負担行為担当官 高地圭輔
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和3年11月26日

日東カストディアル・サービス
株式会社
東京都立川市曙町2-31-15

9011401005058

一般競争入札

3,714,370

3,619,000

97.4

支出負担行為担当官 高地圭輔
吸収冷温水機（RH-2）熱交換器及び空調機用自動制御機
総務省情報通信政策研究所
器等の交換作業の請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和3年11月17日

日東カストディアル・サービス
株式会社
東京都立川市曙町2-31-15

9011401005058

一般競争入札

21,120,000

17,710,000

83.9

支出負担行為担当官 高地圭輔
ＡＩに係る原則・ガイドライン等の策定状況、規定事項等に
総務省情報通信政策研究所
関する調査研究の請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和3年11月9日

シンプレクス株式会社
東京都港区虎ノ門1-23-1

9010401127151

一般競争入札
（総合評価）

3,509,000

2,750,000

78.4

支出負担行為担当官 高地圭輔
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和3年11月4日

株式会社オーエムシー東京
都新宿区四谷4-34-1

9011101039249

一般競争入札

1,969,000

1,786,950

90.8

支出負担行為担当官 高地圭輔
情報通信政策研究所敷地の土地測量及び分筆登記書類
総務省情報通信政策研究所
作成の請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和3年10月28日

伊藤仁土地家屋調査士事務
所
埼玉県さいたま市中央区本
町西3-3-15

-

一般競争入札

1,331,000

1,158,300

87.0

データの経済的価値・効果の測定及び価値創出のメカニ
ズムに関する調査研究の請負

支出負担行為担当官 高地圭輔
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和3年10月22日

株式会社富士通総研
東京都大田区新蒲田1-1725

8010401050783

一般競争入札
（総合評価）

8,679,000

8,668,000

99.9

吸収冷温水発生機のチューブ化学薬品洗浄及び過流探
傷検査等の請負

支出負担行為担当官 高地圭輔
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和3年10月20日

日東カストディアル・サービス
株式会社
東京都立川市曙町2-31-15

9011401005058

一般競争入札

3,971,000

3,828,000

96.4

ＡＩネットワーク社会推進会議支援業務の請負(後半）

支出負担行為担当官 高地圭輔
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和3年10月18日

テントセント株式会社
東京都文京区関口1-24-8
東宝江戸川橋ビル5階

3011801021718

一般競争入札

6,057,000

5,474,884

90.4

研修実施に要する測定機器の借入

支出負担行為担当官 高地圭輔
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和3年10月11日

横河レンタ・リース株式会社
東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト4Ｆ

801240103423

一般競争入札

29,307,080

22,491,810

76.7

支出負担行為担当官 高地圭輔
海上関係無線設備・電波測定に関する講義及び実習の業
総務省情報通信政策研究所
務請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和3年10月7日

日本無線株式会社
東京都三鷹市牟礼6-21-11

3012401012867

一般競争入札

2,409,000

2,310,000

95.9

地上デジタルテレビジョン放送チャンネルプラン作成に関
する講義・実習の業務請負

支出負担行為担当官 高地圭輔
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和3年10月7日

株式会社ＮＨＫテクノロジーズ
東京都渋谷区神山町4-14

9011001003973

一般競争入札

1,980,000

1,980,000

100.0

自動火災報知設備受信機更新作業の請負

支出負担行為担当官 高地圭輔
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和3年10月6日

株式会社河本総合防災
神奈川県相模原市中央区鹿
沼台2-1-3

9021001011760

一般競争入札

2,035,000

1,760,000

86.5

情報通信経済研究会支援業務の請負

公益法人の場合
公益法
人の区
分

国、都道
応札・
府県所
応募者
管の区
数
分

備考

金額は５
カ年の
合価
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支出負担行為担当官 高地圭輔
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和3年9月27日

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社
東京都港区虎ノ門5-11-2

3010401011971

一般競争入札
（総合評価）

5,225,000

5,005,000

95.8

支出負担行為担当官 高地圭輔
無線設備（５Ｇシステム）の測定に関する講義及び測定実
総務省情報通信政策研究所
習 の業務請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和3年9月27日

アンリツ株式会社
神奈川県厚木市田村町8-5

2021001021865

一般競争入札

3,509,000

3,465,000

98.7

支出負担行為担当官 高地圭輔
情報通信メディアの利用時間等に関する調査研究の請負 総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和3年9月21日

株式会社山手情報処理セン
ター
東京都北区中里2-18-5

3011501004799

一般競争入札
（総合評価）

14,905,000

14,850,000

99.6

電波測定に関する専門的知識の習得を目的とした講義・
測定実習の業務請負

支出負担行為担当官 高地圭輔
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和3年7月26日

アンリツ株式会社
神奈川県厚木市田村町8-5

2021001021865

一般競争入札

1,023,000

990,000

96.8

陸上関係無線設備の測定に関する講義及び測定実習の
業務請負

支出負担行為担当官 高地圭輔
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和3年7月26日

株式会社日立国際電気
東京都港区西新橋2-15-12

2010001098064

一般競争入札

4,356,000

4,180,000

96.0

情報通信法学研究会支援業務の請負

支出負担行為担当官 高地圭輔
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和3年4月1日

株式会社オーエムシー
東京都新宿区四谷4-34-1

9011101039249

一般競争入札

3,124,000

2,912,800

93.2

ＡＩネットワーク社会推進会議支援業務の請負

支出負担行為担当官 高地圭輔
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和3年4月1日

株式会社オーエムシー
東京都新宿区四谷4-34-1

9011101039249

一般競争入札

4,994,000

4,988,500

99.9

令和3年4月1日

株式会社情報通信総合研究
所
東京都中央区日本橋人形町
2-14-10

5010001075515

一般競争入札
（総合評価）

4,554,000

4,400,000

96.6

支出負担行為担当官 高地圭輔
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和3年4月1日

日東カストディアル・サービス
株式会社 東京西支店
東京都立川市曙町2-31-15
日住金立川ビル4F

9011401005058

一般競争入札
（総合評価）

128,040,000 125,070,000

97.7

支出負担行為担当官 高地圭輔
AIに係る諸外国の動向に関する文書の分析及び要約作業
総務省情報通信政策研究所
等の請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和3年2月17日

株式会社エヌ・ティ・ティ・デー
タ経営研究所
東京都千代田区平河町2-79

1010001143390

一般競争入札

3,080,000

2,970,000

96.4

支出負担行為担当官 高地圭輔
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和3年2月17日

荒木電機工業株式会社
東京都渋谷区恵比寿2-11-6

3011001001660

一般競争入札

3,652,000

3,456,000

94.6

支出負担行為担当官 高地圭輔
情報通信政策研究所庁舎内照明器具の改修作業の請負 総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和3年2月10日

ミツワ電機株式会社
東京都中央区東日本橋226-3

1010001058408

一般競争入札

3,245,000

2,782,670

85.8

物品役務等の名称及び数量

メディア・ソフトの制作及び流通の実態に関する調査研究
請負

支出負担行為担当官 高地圭輔
データ活用の促進に向けたデータの経済価値分析に係る
総務省情報通信政策研究所
論点の抽出等に関する調査研究の請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和３－５年度 総務省情報通信政策研究所施設の管
理・運営業務

研修用測定機器の購入

公益法人の場合
公益法
人の区
分

国、都道
応札・
府県所
応募者
管の区
数
分

備考

金額は３
カ年の
合価

様式２－３
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）に基づく競争入札に係る情報の公表（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

一般競争入札・
指名競争入札の
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
別（総合評価の
（%）
実施）

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

法人番号

支出負担行為担当官 高地圭輔
情報通信政策研究所監視カメラシステム更新作業の請負 総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和2年12月23日

株式会社ジェイ・ティ
愛知県名古屋市千種区春岡
通7-49

8180001004157

一般競争入札

5,896,000

3,938,000

66.8

支出負担行為担当官 高地圭輔
国際シンポジウム「ＡＩネットワーク社会フォーラム」（仮称）
総務省情報通信政策研究所
の企画広報、運営及び管理等に係る業務の請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和2年12月8日

株式会社ＭＭ総研
東京都中央区日本橋室町32-16

7010001078400

一般競争入札
（総合評価）

14,520,000

14,447,105

99.5

支出負担行為担当官 高地圭輔
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和2年11月20日

アヴェイルテクノロジ株式会
社
東京都港区新橋5-7-9

5010401077565

一般競争入札

8,140,000

7,992,160

98.2

支出負担行為担当官 高地圭輔
デジタル通信技術に関する講義及び５Ｇの測定実習の業
総務省情報通信政策研究所
務請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和2年11月17日

富士通株式会社
神奈川県川崎市中原区上小
田中4-1-1

1020001071491

一般競争入札

5,456,000

5,412,000

99.2

講堂既存設備の一時撤去及び復旧作業の請負

支出負担行為担当官 高地圭輔
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和2年11月12日

日東カストディアル・サービス
株式会社 東京西支店
東京都立川市曙町2-31-15
日住金立川ビル4F

9011401005058

一般競争入札

2,277,000

2,197,800

96.5

ＡＩ経済検討会支援業務の請負

支出負担行為担当官 高地圭輔
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和2年11月10日

株式会社オーエムシー
東京都新宿区四谷4-34-1

9011101039249

一般競争入札

2,860,000

1,809,500

63.3

支出負担行為担当官 高地圭輔
データの経済的価値及びその効果等に関する調査研究の
総務省情報通信政策研究所
請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和2年11月10日

株式会社情報通信総合研究
所
東京都中央区日本橋人形町
2-14-10

5010001075515

一般競争入札
（総合評価）

9,779,000

9,680,000

99.0

支出負担行為担当官 高地圭輔
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和2年11月9日

シンプレクス株式会社
東京都港区虎ノ門1-23-1

9010401127151

一般競争入札
（総合評価）

7,628,500

4,708,000

61.7

支出負担行為担当官 高地圭輔
情報通信メディアの利用時間等に関する調査研究の請負 総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和2年11月9日

株式会社山手情報処理セン
ター
東京都北区中里2-18-5

3011501004799

一般競争入札
（総合評価）

12,705,000

12,690,722

99.9

支出負担行為担当官 高地圭輔
無線通信技術に関する専門的知識の修得を目的とした講
総務省情報通信政策研究所
義等の実施に係る業務請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和2年11月5日

エヌ・ティ・ティラーニングシス
テムズ株式会社
東京都港区南麻布1-6-15

9010401005010

一般競争入札

1,837,000

1,749,000

95.2

ＡＩネットワーク社会推進会議支援業務の請負（後半）

支出負担行為担当官 高地圭輔
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和2年10月16日

日通旅行株式会社
東京都港区新橋1-5-2

4010601042469

一般競争入札

5,027,000

3,258,998

64.8

中央監視装置関連機器の改修作業の請負

支出負担行為担当官 高地圭輔
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和2年9月10日

アイ・ビー・テクノス株式会社
東京都世田谷区代田3-36-3

2010901000236

一般競争入札

2,079,000

1,870,000

89.9

物品役務等の名称及び数量

ＩＣＴ訓練設備構成機器（サーバ関連）の更改

新型コロナウィルス感染症の感染拡大を踏まえたＡＩの利
活用に関する調査研究の請負

公益法人の場合
公益法
人の区
分

国、都道
応札・
府県所
応募者
管の区
数
分

備考

様式２－３
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）に基づく競争入札に係る情報の公表（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

一般競争入札・
指名競争入札の
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
別（総合評価の
（%）
実施）

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

法人番号

メディア・ソフトの制作及び流通の実態に関する調査研究
請負

支出負担行為担当官 高地圭輔
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和2年9月10日

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社
東京都港区虎ノ門5-11-2

3010401011971

一般競争入札
（総合評価）

5,357,000

5,060,000

94.5

地上デジタルテレビジョン放送チャンネルプラン作成に関
する講義・実習の業務請負

支出負担行為担当官 高地圭輔
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和2年8月25日

株式会社ＮＨＫテクノロジーズ
東京都渋谷区神山町4-14

9011001003973

一般競争入札

2,101,000

1,980,000

94.2

情報通信政策研究所（国分寺庁舎）内で使用する電力の
購入

支出負担行為担当官 高地圭輔
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和2年8月20日

ゼロワットパワー株式会社
千葉県柏市若柴178-4 柏の
葉キャンパスＫＯＩＬ

1040001089656

一般競争入札

5,776,028

79.6

吸収冷温水発生機（ＲＨ－２）の定期整備作業の請負

支出負担行為担当官代理 保坂
聡
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和2年8月7日

日東カストディアル・サービス
株式会社 東京西支店
東京都立川市曙町2-31-15
日住金立川ビル4F

9011401005058

一般競争入札

4,994,000

4,378,000

87.7

吸収冷温水機（ＲＨ－１）の熱交換器の交換作業の請負

支出負担行為担当官 高地圭輔
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和2年7月30日

日東カストディアル・サービス
株式会社 東京西支店
東京都立川市曙町2-31-15
日住金立川ビル4F

9011401005058

一般競争入札

5,049,000

4,917,000

97.4

支出負担行為担当官 高地圭輔
海上関係無線設備・電波測定に関する講義及び実習の業
総務省情報通信政策研究所
務請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和2年7月30日

日本無線株式会社
東京都三鷹市牟礼6-21-11

3012401012867

一般競争入札

2,420,000

2,310,000

95.5

陸上関係無線設備の測定に関する講義及び測定実習の
業務請負

支出負担行為担当官 高地圭輔
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和2年7月30日

株式会社日立国際電気
東京都港区西新橋2-15-12

2010001098064

一般競争入札

4,279,000

4,235,000

99.0

電波測定に関する専門的知識の修得を目的とした講義・
測定実習の業務請負

支出負担行為担当官 湯本博信
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和2年6月24日

アンリツ株式会社
神奈川県厚木市恩名5-1-1

2021001021865

一般競争入札

1,023,000

1,023,000

100.0

支出負担行為担当官 湯本博信
個人のライフスタイル等に着目したＡＩの利活用の展望に関
総務省情報通信政策研究所
する調査研究の請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和2年4月28日

株式会社日本総合研究所
東京都品川区東五反田218-1

4010701026082

一般競争入札
（総合評価）

3,377,000

3,300,000

97.7

支出負担行為担当官 湯本博信
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和2年4月9日

テントセント株式会社
東京都文京区関口1-24-8

3011801021718

一般競争入札

4,598,000

3,692,093

80.3

電気通信システム、インターネット、セキュリティ等のネット 支出負担行為担当官 湯本博信
ワーク技術の専門的知識の修得を目的とした講義・演習の 総務省情報通信政策研究所
請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和2年4月1日

エヌ・ティ・ティラーニングシス
テムズ株式会社
東京都港区南麻布1-6-15

9010401005010

一般競争入札
（総合評価）

2,827,000

2,134,000

75.5

令和2年4月1日

株式会社情報通信総合研究
所
東京都中央区日本橋人形町
2-14-10

5010001075515

一般競争入札
（総合評価）

4,290,000

4,290,000

100.0

物品役務等の名称及び数量

ＡＩネットワーク社会推進会議支援業務の請負

支出負担行為担当官 湯本博信
「インクルーシブなＡＩ経済社会」の構築に向けた対応策等
総務省情報通信政策研究所
に関する調査研究の請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

7,260,000

公益法人の場合
公益法
人の区
分

国、都道
応札・
府県所
応募者
管の区
数
分

備考

単価
契約

様式２－３
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）に基づく競争入札に係る情報の公表（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

一般競争入札・
指名競争入札の
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
別（総合評価の
（%）
実施）

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

情報通信法学研究会支援業務の請負

支出負担行為担当官 湯本博信
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和2年4月1日

株式会社オーエムシー
東京都新宿区四谷4-34-1

9011101039249

一般競争入札

5,951,000

5,940,000

99.8

電波監視研修用スペクトラムアナライザ（１式）の購入

支出負担行為担当官 井上知義
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和2年2月20日

荒木電機工業株式会社
東京都渋谷区恵比寿2-11-6

3011001001660

一般競争入札

2,948,000

2,948,000

100.0

車両通用門の改修作業の請負

支出負担行為担当官 井上知義
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和2年1月24日

日東カストディアル・サービス
株式会社 東京西支店
東京都立川市曙町2-31-15
日住金立川ビル4F

9011401005058

一般競争入札

3,839,000

3,784,000

98.6

国際シンポジウム「ＡＩネットワーク社会推進フォーラム
2020」（仮称）開催に係る招へい事務等の請負

支出負担行為担当官 井上知義
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和2年1月24日

株式会社オーエムシー
東京都新宿区四谷4-34-1

9011101039249

一般競争入札

11,132,000

11,132,000

100.0

熱源台数制御機器交換作業の請負

支出負担行為担当官 井上知義
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和2年1月17日

日東カストディアル・サービス
株式会社 東京西支店
東京都立川市曙町2-31-15
日住金立川ビル4F

9011401005058

一般競争入札

2,211,000

2,079,000

94.0

支出負担行為担当官 井上知義
無線通信技術に関する専門的知識の修得を目的とした講
総務省情報通信政策研究所
義等の実施に係る業務請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和元年12月13日

株式会社ブレーンネット
東京都千代田区神田神保町
3-10

1010001028550

一般競争入札
（総合評価）

1,540,000

1,540,000

100.0

支出負担行為担当官 井上知義
ＡＩの利活用の展望及びＡＩ利活用ガイドラインの適用に関
総務省情報通信政策研究所
する調査研究の請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和元年12月13日

株式会社日本総合研究所
東京都品川区東五反田218-1

4010701026082

一般競争入札
（総合評価）

8,558,000

8,250,000

96.4

支出負担行為担当官 井上知義
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和元年12月5日

株式会社情報通信総合研究
所
東京都中央区日本橋人形町
2-14-10

5010001075515

一般競争入札
（総合評価）

6,149,000

5,940,000

96.6

支出負担行為担当官 井上知義
国際シンポジウム「ＡＩネットワーク社会推進フォーラム２０２
総務省情報通信政策研究所
０」（仮称）の企画、運営及び管理等に係る業務の請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和元年12月5日

株式会社ＭＭ総研
東京都中央区日本橋室町32-16

7010001078400

一般競争入札
（総合評価）

14,971,000

14,849,384

99.2

支出負担行為担当官 井上知義
「インクルーシブなＡＩ経済社会」の構築に向けた政策のあ
総務省情報通信政策研究所
り方に関する調査研究の請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和元年12月5日

株式会社情報通信総合研究
所
東京都中央区日本橋人形町
2-14-10

5010001075515

一般競争入札
（総合評価）

11,869,000

11,550,000

97.3

ＡＩネットワーク社会推進会議支援業務の請負（後半）

支出負担行為担当官 井上知義
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和元年11月26日

株式会社オーエムシー
東京都新宿区四谷4-34-1

9011101039249

一般競争入札

3,355,000

2,816,000

83.9

陸上関係無線設備の測定に関する講義及び実習の業務
請負

支出負担行為担当官 井上知義
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和元年11月15日

株式会社日立国際電気
東京都港区西新橋2-15-12

2010001098064

一般競争入札
（総合評価）

2,761,000

2,750,000

99.6

物品役務等の名称及び数量

データ経済政策のあり方等に関する調査研究の請負

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号

公益法人の場合
公益法
人の区
分

国、都道
応札・
府県所
応募者
管の区
数
分

備考

様式２－３
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）に基づく競争入札に係る情報の公表（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

一般競争入札・
指名競争入札の
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
別（総合評価の
（%）
実施）

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 井上知義
情報通信メディアの利用時間等に関する調査研究の請負 総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和元年11月8日

株式会社山手情報処理セン
ター
東京都北区中里2-18-5

3011501004799

一般競争入札
（総合評価）

12,507,000

12,459,975

99.6

庁舎内照明器具の改修作業の請負

支出負担行為担当官 井上知義
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和元年10月23日

日東カストディアル・サービス
株式会社 東京西支店
東京都立川市曙町2-31-15
日住金立川ビル4F

9011401005058

一般競争入札

3,707,000

3,520,000

95.0

地上デジタルテレビジョン放送チャンネルプラン作成に関
する講義・実習の業務請負

支出負担行為担当官 井上知義
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和元年10月23日

株式会社ＮＨＫテクノロジーズ
東京都渋谷区神山町4-14

9011001003973

一般競争入札

1,980,000

1,980,000

100.0

支出負担行為担当官 井上知義
海上関係無線設備・電波測定に関する講義及び実習の業
総務省情報通信政策研究所
務請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和元年9月12日

日本無線株式会社
東京都三鷹市牟礼6-21-11

3012401012867

一般競争入札

2,376,000

2,268,000

95.5

メディア・ソフトの制作及び流通の実態に関する調査研究
請負

支出負担行為担当官 井上知義
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和元年8月27日

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社
東京都港区虎ノ門5-11-2

3010401011971

一般競争入札
（総合評価）

5,302,800

5,076,000

95.7

ＩＣＴ訓練端末設備構成機器類の更改

支出負担行為担当官 井上知義
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和元年8月9日

アヴェイルテクノロジ株式会
社
東京都港区新橋5-7-9

5010401077565

一般競争入札

14,979,600

14,601,816

97.5

電源設備整流器の部品交換作業の請負

支出負担行為担当官 井上知義
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和元年8月9日

泉電池工業株式会社
東京都大田区大森本町232-7

4010801000953

一般競争入札

1,317,600

1,296,000

98.4

情報通信政策研究所（国分寺庁舎）内で使用する電力の
購入

支出負担行為担当官 井上知義
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和元年8月9日

丸紅新電力株式会社
東京都中央区日本橋2-7-1

9010001137740

一般競争入札

5,569,061

86.2

自動制御機器（モータダンパ）等の交換作業の請負

支出負担行為担当官 井上知義
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

令和元年6月25日

アイ・ビー・テクノス株式会社
東京都世田谷区代田3-36-3

2010901000236

一般競争入札

1,717,200

1,486,080

86.5

ＡＩ技術等による社会課題解決プロジェクト調査研究の請
負

支出負担行為担当官 井上知義
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成31年4月11日

株式会社富士通総研
東京都港区海岸1-16-1
ニューピア竹芝サウスタワー
11Ｆ

8010401050783

一般競争入札
（総合評価）

9,298,800

8,992,936

96.7

ＡＩネットワーク社会推進会議支援業務の請負

支出負担行為担当官 井上知義
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成31年4月9日

株式会社オーエムシー
東京都新宿区四谷4-34-1

9011101039249

一般競争入札

5,659,200

5,616,000

99.2

情報通信法学研究会運営業務の請負

支出負担行為担当官 井上知義
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成31年4月1日

株式会社オーエムシー
東京都新宿区四谷4-34-1

9011101039249

一般競争入札

4,179,600

3,720,600

89.0

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

法人番号

6,458,400

公益法人の場合
公益法
人の区
分

国、都道
応札・
府県所
応募者
管の区
数
分

備考

単価
契約

様式２－３
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）に基づく競争入札に係る情報の公表（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

一般競争入札・
指名競争入札の
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
別（総合評価の
（%）
実施）

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

法人番号

電気通信システム、インターネット、セキュリティ等のネット 支出負担行為担当官 井上知義
ワーク技術の専門的知識の修得を目的とした講義・演習の 総務省情報通信政策研究所
請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成31年4月1日

エヌ・ティ・ティラーニングシス
テムズ株式会社
東京都港区南麻布1-6-15

9010401005010

一般競争入札
（総合評価）

2,667,600

2,484,000

93.1

２階喫煙室の改修作業の請負

支出負担行為担当官 井上知義
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成31年2月26日

株式会社アッズーリ
東京都文京区白山3-3-3

9010001080040

一般競争入札

1,155,600

959,040

83.0

庁舎内ダウンライトの改修作業の請負

支出負担行為担当官 井上知義
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成31年2月15日

日東カストディアル・サービス
株式会社 東京西支店
東京都立川市曙町2-31-15
日住金立川ビル4F

9011401005058

一般競争入札

3,520,800

3,121,200

88.7

平成31年1月31日

株式会社富士通総研
東京都港区海岸1-16-1
ニューピア竹芝サウスタワー
11Ｆ

8010401050783

一般競争入札
（総合評価）

9,903,600

9,115,484

92.0

通用門の改修作業の請負

支出負担行為担当官 井上知義
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成31年1月11日

日東カストディアル・サービス
株式会社 東京西支店
東京都立川市曙町2-31-15
日住金立川ビル4F

9011401005058

一般競争入札

3,121,200

3,121,200

100.0

情報通信メディアの利用時間等に関する調査の請負

支出負担行為担当官 井上知義
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成30年12月13日

株式会社山手情報処理セン
ター
東京都北区中里2-18-5

3011501004799

一般競争入札
（総合評価）

11,480,400

11,434,500

99.6

陸上関係無線設備の測定に関する講義及び実習の業務
請負

支出負担行為担当官 井上知義
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成30年11月6日

株式会社日立国際電気
東京都小平市御幸町32

2010001098064

一般競争入札
（総合評価）

1,447,200

1,443,960

99.8

ＡＩネットワーク社会推進会議の運営業務の請負

支出負担行為担当官 井上知義
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成30年10月16日

株式会社オーエムシー
東京都新宿区四谷4-34-1

9011101039249

一般競争入札

7,430,400

6,566,400

88.4

支出負担行為担当官 井上知義
海上関係無線設備・電波測定に関する講義及び実習の業
総務省情報通信政策研究所
務請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成30年9月14日

日本無線株式会社
東京都三鷹市牟礼6-21-11

3012401012867

一般競争入札

2,376,000

2,268,000

95.5

メディア・ソフトの制作及び流通の実態に関する調査研究
の請負

支出負担行為担当官 井上知義
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成30年8月24日

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社
東京都港区虎ノ門5-11-2

3010401011971

一般競争入札
（総合評価）

5,443,200

5,184,000

95.2

情報通信政策研究所（国分寺庁舎）内で使用する電力の
購入

支出負担行為担当官 井上知義
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成30年8月10日

丸紅新電力株式会社
東京都中央区日本橋2-7-1

9010001137740

一般競争入札

6,426,000

5,693,069

88.6

情報通信政策研究所入退室システムの更新作業の請負

支出負担行為担当官 井上知義
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成30年7月20日

株式会社フォーバルテクノロ
ジー
東京都品川区西五反田722-17

6011001047049

一般競争入札

8,478,000

8,424,000

99.4

物品役務等の名称及び数量

支出負担行為担当官 井上知義
ＡＩによる社会課題の解決の展望に関する調査研究の請負 総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

公益法人の場合
公益法
人の区
分

国、都道
応札・
府県所
応募者
管の区
数
分

備考

様式２－３
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）に基づく競争入札に係る情報の公表（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

一般競争入札・
指名競争入札の
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
別（総合評価の
（%）
実施）

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

法人番号

支出負担行為担当官 井上知義
無線通信技術に関する専門的知識の修得を目的とした講
総務省情報通信政策研究所
義等の実施に係る業務請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成30年7月13日

エヌ・ティ・ティラーニングシス
テムズ株式会社
東京都港区南麻布1-6-15

9010401005010

一般競争入札
（総合評価）

1,522,800

1,512,000

99.3

ＡＩネットワーク社会推進会議の運営業務の請負

支出負担行為担当官 井上知義
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成30年4月6日

株式会社オーエムシー
東京都新宿区四谷4-34-1

9011101039249

一般競争入札

7,430,400

6,841,800

92.1

情報通信法学研究会運営業務の請負

支出負担行為担当官 井上知義
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成30年4月2日

株式会社オーエムシー
東京都新宿区四谷4-34-1

9011101039249

一般競争入札

4,568,400

3,504,600

76.7

支出負担行為担当官 井上知義
電気通信、インターネット、セキュリティ等のネットワーク技
総務省情報通信政策研究所
術の専門的知識の修得を目的とした講義・演習の請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成30年4月2日

エヌ・ティ・ティラーニングシス
テムズ株式会社
東京都港区南麻布1-6-15

9010401005010

一般競争入札
（総合評価）

3,229,200

97.1

支出負担行為担当官 井上知義
平成３０－３２年度 総務省情報通信政策研究所施設の管
総務省情報通信政策研究所
理・運営業務
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成30年4月2日

日東カストディアル・サービス
株式会社 東京西支店
東京都立川市曙町2-31-15
日住金立川ビル4F

9011401005058

一般競争入札
（総合評価）

123,300,000 111,240,000

90.2

物品の購入（事務用椅子及び研修生用机・椅子）

支出負担行為担当官 田尻信行
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成30年2月21日

株式会社コイヌマ
東京都立川市高松町1-1726

6012801000469

一般競争入札

4,154,760

3,869,640

93.1

事務棟内階段の目隠し板の設置作業の請負

支出負担行為担当官 田尻信行
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成30年2月15日

日東カストディアル・サービス
株式会社 東京西支店
東京都立川市曙町2-31-15
日住金立川ビル4F

9011401005058

一般競争入札

3,250,800

3,202,200

98.5

ウッドデッキ等の塗装作業

支出負担行為担当官 田尻信行
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成30年2月15日

株式会社鈴木工務店
東京都小平市喜平町1-9-14

4012401003056

一般競争入札

2,257,200

2,160,000

95.7

支出負担行為担当官 田尻信行
ビッグデータ、ＩｏＴ及びＡＩに関する専門的知識の習得を目
総務省情報通信政策研究所
的とした講義及び演習の業務請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成29年1月17日

ＮＥＣマネジメントパートナー
株式会社
神奈川県川崎市中原区下沼
部1753

4010401043667

一般競争入札

1,620,000

1,467,720

90.6

支出負担行為担当官 田尻信行
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成29年11月14日

株式会社日立国際電気
東京都小平市御幸町32

2010001098064

一般競争入札

2,484,000

2,378,160

95.7

AIネットワーク化の健全な進展のためのエコシステムの展 支出負担行為担当官 田尻信行
望並びにAIネットワーク化が社会・経済にもたらす影響及 総務省情報通信政策研究所
びリスクに関する評価の実施等に関する調査研究の請負 東京都国分寺市泉町2-11-16

平成29年10月19日

株式会社日本総合研究所
東京都品川区東五反田218-1

4010701026082

一般競争入札
（総合評価）

6,912,000

6,912,000

100.0

平成29年10月6日

株式会社フォーバルテクノロ
ジー
東京都品川区西五反田722-17

6011001047049

一般競争入札

2,581,200

2,484,000

96.2

物品役務等の名称及び数量

陸上関係無線設備の測定に関する講義及び実習の業務
請負

支出負担行為担当官 田尻信行
情報通信政策研究所専用教室のパッケージエアコンの設
総務省情報通信政策研究所
置作業の請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

3,326,400

公益法人の場合
公益法
人の区
分

国、都道
応札・
府県所
応募者
管の区
数
分

備考

金額は３
カ年の
合価

様式２－３
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）に基づく競争入札に係る情報の公表（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

一般競争入札・
指名競争入札の
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
別（総合評価の
（%）
実施）

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

支出負担行為担当官 田尻信行
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成29年10月3日

株式会社オーエムシー
東京都新宿区四谷4-34-1

9011101039249

一般競争入札

14,958,000

13,419,000

89.7

支出負担行為担当官 田尻信行
海上関係無線設備・電波測定に関する講義及び実習の業
総務省情報通信政策研究所
務請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成29年9月21日

日本無線株式会社
東京都三鷹市牟礼6-21-11

3012401012867

一般競争入札

2,678,400

2,538,000

94.8

支出負担行為担当官 田尻信行
電波測定に使用する測定機器類についての講義及び実習
総務省情報通信政策研究所
の業務請負（電波測定の基礎２）
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成29年9月8日

株式会社日立国際電気
東京都小平市御幸町32

2010001098064

一般競争入札

2,073,600

2,052,000

99.0

メディア・ソフトの制作及び流通の実態に関する調査研究
の請負

支出負担行為担当官 田尻信行
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成29年8月25日

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社
東京都港区虎ノ門5-11-2

3010401011971

一般競争入札
（総合評価）

6,674,400

5,940,000

89.0

情報通信メディアの利用時間等に関する調査の請負

支出負担行為担当官 田尻信行
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成29年8月25日

株式会社山手情報処理セン
ター
東京都北区中里2-18-5

3011501004799

一般競争入札
（総合評価）

11,739,600

11,695,860

99.6

支出負担行為担当官 田尻信行
情報通信政策研究所直流電源装置用蓄電池の更改作業 総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成29年8月10日

泉電池工業株式会社
東京都大田区大森本町232-7

4010801000953

一般競争入札

1,944,000

1,058,400

54.4

支出負担行為担当官 田尻信行
電源設備のリアクトル及び高圧進相コンデンサの取替え作
総務省情報通信政策研究所
業の請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成29年8月10日

有限会社成川電設商会
東京都江戸川区南篠崎町36-12

5011702014505

一般競争入札

1,562,985

1,551,960

99.3

情報通信政策研究所（国分寺庁舎）内で使用する電力の
購入

支出負担行為担当官 田尻信行
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成29年7月14日

丸紅新電力株式会社
東京都中央区日本橋2-7-1

9010001137740

一般競争入札

6,998,400

5,951,487

85.0

「情報通信法学研究会」の運営業務に係る請負

支出負担行為担当官 元岡透
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成29年6月23日

テントセント株式会社
東京都文京区関口1-24-8

3011801021718

一般競争入札

4,816,800

4,471,059

92.8

支出負担行為担当官 元岡透
無線通信技術に関する専門的知識の習得を目的とした講
総務省情報通信政策研究所
義等の実施に係る業務請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成29年5月16日

エヌ・ティ・ティラーニングシス
テムズ株式会社
東京都港区南麻布1-6-15

9010401005010

一般競争入札

1,749,600

1,749,600

100.0

ＡＩネットワーク化が社会・経済にもたらす影響・リスクに係 支出負担行為担当官 元岡透
る「利用者」視点での分野別評価の実施等に関する調査 総務省情報通信政策研究所
研究の請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成29年5月10日

株式会社日本総合研究所
東京都品川区東五反田218-1

4010701026082

一般競争入札
（総合評価）

6,480,000

6,480,000

100.0

支出負担行為担当官 元岡透
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成29年4月24日

株式会社オーエムシー
東京都新宿区四谷4-34-1

9011101039249

一般競争入札

8,002,800

5,264,460

65.8

物品役務等の名称及び数量

ＡＩネットワーク社会推進会議の運営業務の請負

「ＡＩネットワーク社会推進会議」の運営業務に係る請負

法人番号

公益法人の場合
公益法
人の区
分

国、都道
応札・
府県所
応募者
管の区
数
分

備考

単価
契約

様式２－３
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）に基づく競争入札に係る情報の公表（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

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

一般競争入札・
指名競争入札の
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
別（総合評価の
（%）
実施）

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

法人番号

支出負担行為担当官 元岡透
情報通信政策研究所専用教室のＯＡフロアコンセントの設
総務省情報通信政策研究所
置作業の請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成29年2月28日

株式会社若月電気商会
東京都国分寺市本多5-14-9

7012401002716

一般競争入札

3,844,800

3,693,600

96.1

支出負担行為担当官 元岡透
国際シンポジウム「ＡＩネットワーク社会推進フォーラム」の
総務省情報通信政策研究所
運営及び管理等に係る事務の請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成29年2月17日

株式会社日本経済社
東京都中央区銀座7-13-20

6010001062000

一般競争入札
（総合評価）

13,493,520

13,176,000

97.6

AIネットワーク化が社会にもたらす影響・リスクの先行的評 支出負担行為担当官 元岡透
価及び分野別評価の実施並びに定量的・客観的評価の在 総務省情報通信政策研究所
り方等に関する調査研究の請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成29年1月23日

株式会社日本総合研究所
東京都品川区東五反田218-1

4010701026082

一般競争入札
（総合評価）

6,480,000

6,480,000

100.0

支出負担行為担当官 元岡透
無線通信技術に関する専門的知識の習得を目的とした講
総務省情報通信政策研究所
義等の実施に係る業務請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成29年1月18日

エヌ・ティ・ティラーニングシス
テムズ株式会社
東京都港区南麻布1-6-15

9010401005010

一般競争入札

1,738,800

1,738,800

100.0

メディア・ソフトの制作及び流通の実態に関する調査研究
の請負

支出負担行為担当官 元岡透
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成28年12月7日

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社
東京都港区虎ノ門5-11-2

3010401011971

一般競争入札
（総合評価）

6,566,400

6,102,000

92.9

吸収冷温水発生機の定期分解整備等作業の請負

支出負担行為担当官 元岡透
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成28年11月24日

日東カストディアル・サービス
株式会社 東京西支店
東京都立川市曙町2-31-15
日住金立川ビル4F

9011401005058

一般競争入札

9,871,200

9,720,000

98.5

会議室防音対策の請負

支出負担行為担当官 元岡透
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成28年11月10日

日東カストディアル・サービス
株式会社 東京西支店
東京都立川市曙町2-31-15
日住金立川ビル4F

9011401005058

一般競争入札

1,317,600

1,281,960

97.3

ＡＩネットワーク化による影響及びリスクの分析・評価手法
に関する調査研究の請負

支出負担行為担当官 元岡透
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成28年10月27日

株式会社野村総合研究所
東京都千代田区丸の内1-65

4010001054032

一般競争入札
（総合評価）

4,924,800

4,924,800

100.0

「ＡＩネットワーク社会推進会議」の運営業務に係る請負

支出負担行為担当官 元岡透
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成28年10月13日

株式会社オーエムシー
東京都新宿区四谷4-34-1

9011101039249

一般競争入札

9,439,200

9,049,212

95.9

情報通信メディアの利用時間等に関する調査の請負

支出負担行為担当官 元岡透
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成28年10月7日

株式会社山手情報処理セン
ター
東京都北区中里2-18-5

3011501004799

一般競争入札
（総合評価）

11,674,800

11,624,580

99.6

支出負担行為担当官 元岡透
海上関係無線設備・電波測定に関する講義及び実習の業
総務省情報通信政策研究所
務請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成28年8月10日

日本無線株式会社
東京都三鷹市牟礼6-21-11

3012401012867

一般競争入札

2,667,600

2,538,000

95.1

支出負担行為担当官 元岡透
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成28年6月23日

株式会社根本造園
東京都東久留米市南町1-54

9012701003775

一般競争入札

2,851,200

2,754,000

96.6

物品役務等の名称及び数量

自動灌水設備修繕作業の請負

公益法人の場合
公益法
人の区
分

国、都道
応札・
府県所
応募者
管の区
数
分

備考

様式２－３
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）に基づく競争入札に係る情報の公表（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

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

一般競争入札・
指名競争入札の
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
別（総合評価の
（%）
実施）

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

法人番号

平成28年6月23日

日東カストディアル・サービス
株式会社 東京西支店
東京都立川市曙町2-31-15
日住金立川ビル4F

9011401005058

一般競争入札

1,339,200

1,296,000

96.8

9011401005058

一般競争入札

2,365,200

2,365,200

100.0

中央監視装置ＭＣＵ本体等の交換作業の請負

支出負担行為担当官 元岡透
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

屋外掲示板の更新工事の請負

支出負担行為担当官 元岡透
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成28年6月23日

日東カストディアル・サービス
株式会社 東京西支店
東京都立川市曙町2-31-15
日住金立川ビル4F

ＡＩネットワーク化検討会議の運営業務に係る請負

支出負担行為担当官 元岡透
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成28年5月10日

株式会社オーエムシー
東京都新宿区四谷4-34-1

9011101039249

一般競争入札

3,142,800

3,061,260

97.4

支出負担行為担当官 元岡透
無線通信技術に関する専門的知識の習得を目的とした講
総務省情報通信政策研究所
義等の実施に係る業務請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成28年1月13日

エヌ・ティ・ティラーニングシス
テムズ株式会社
東京都港区南麻布1-6-15

9010401005010

一般競争入札

1,738,800

1,706,400

98.1

散水設備修繕作業の請負

支出負担行為担当官 元岡透
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成28年1月13日

株式会社根本造園
東京都東久留米市南町1-54

9012701003775

一般競争入札

3,326,400

2,808,000

84.4

ＩＣＴインテリジェント化による影響及び評価に関する調査
研究の請負

支出負担行為担当官 元岡透
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成27年12月25日

株式会社三菱総合研究所
東京都千代田区永田町210-3

6010001030403

一般競争入札
（総合評価）

15,670,800

14,958,000

95.5

平成27年12月17日

日東カストディアル・サービス
株式会社 東京西支店
東京都立川市曙町2-31-15
日住金立川ビル4F

9011401005058

一般競争入札

1,350,000

1,339,200

99.2

支出負担行為担当官 元岡透
ファブ社会における新しいものづくりの情報流通等に関す
総務省情報通信政策研究所
る調査研究の請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成27年12月17日

株式会社エヌ・ティ・ティ・デー
タ経営研究所
東京都千代田区平河町2-79

1010001143390

一般競争入札
（総合評価）

25,286,947

24,840,000

98.2

陸上関係無線設備の測定に関する講義及び実習の業務
請負

支出負担行為担当官 元岡透
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成27年11月18日

株式会社日立国際電気
東京都小平市御幸町32

2010001098064

一般競争入札

1,836,000

1,836,000

100.0

メディア・ソフトの制作及び流通の実態に関する調査研究
の請負

支出負担行為担当官 元岡透
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成27年11月18日

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社
東京都港区虎ノ門5-11-2

3010401011971

一般競争入札
（総合評価）

6,588,000

6,293,700

95.5

情報通信メディアの利用時間等に関する調査の請負

支出負担行為担当官代理 町田
誠
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成27年8月18日

株式会社山手情報処理セン
ター
東京都北区中里2-18-5

3011501004799

一般競争入札
（総合評価）

12,906,000

12,681,900

98.3

平成27年8月7日

日本無線株式会社
東京都三鷹市牟礼6-21-11

3012401012867

一般競争入札

1,717,200

1,660,500

96.7

支出負担行為担当官 元岡透
通用門扉の更新工事及びインターホン設備の取替工事の
総務省情報通信政策研究所
請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

支出負担行為担当官 泉宏哉
海上関係無線設備・電波測定に関する講義及び実習の業
総務省情報通信政策研究所
務請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

公益法人の場合
公益法
人の区
分

国、都道
応札・
府県所
応募者
管の区
数
分

備考

様式２－３
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）に基づく競争入札に係る情報の公表（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

一般競争入札・
指名競争入札の
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
別（総合評価の
（%）
実施）

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

法人番号

支出負担行為担当官 泉宏哉
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成27年6月2日

株式会社ナビット
東京都千代田区神田神保町
3-10-2

7010001089876

一般競争入札

平成27年4月1日

日東カストディアル・サービス
株式会社 東京西支店
東京都立川市曙町2-31-15
日住金立川ビル4F

9011401005058

一般競争入札
（総合評価）

吸収冷温水発生機の定期分解整備等作業の請負

支出負担行為担当官 泉宏哉
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成27年2月3日

日東カストディアル・サービス
株式会社 東京西支店
東京都立川市曙町2-31-15
日住金立川ビル4F

9011401005058

一般競争入札

4,266,000

4,071,600

95.4

微弱無線設備の測定に関するｅラーニング教材制作に係
る業務請負

支出負担行為担当官 泉宏哉
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成27年1月15日

一般財団法人テレコムエンジ
ニアリングセンター
東京都品川区八潮5-7-2

5010705001857

一般競争入札

2,354,400

2,352,240

99.9

支出負担行為担当官 泉宏哉
中学生のインターネットの利用環境と依存傾向に関する調
総務省情報通信政策研究所
査研究の請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成27年1月15日

株式会社山手情報処理セン
ター
東京都北区中里2-18-5

3011501004799

一般競争入札
（総合評価）

5,356,800

4,999,968

93.3

支出負担行為担当官 泉宏哉
無線通信技術の専門的知識の習得を目的とした講義及び
総務省情報通信政策研究所
演習の業務請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成26年12月19日

エヌ・ティ・ティラーニングシス
テムズ株式会社
東京都港区南麻布1-6-15

9010401005010

一般競争入札

2,635,200

2,592,000

98.4

支出負担行為担当官 泉宏哉
インテリジェント化が加速しつつあるＩＣＴの未来像に関する
総務省情報通信政策研究所
調査研究の請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成26年12月19日

株式会社エヌ・ティ・ティ・デー
タ経営研究所
東京都千代田区平河町2-79

1010001143390

一般競争入札
（総合評価）

8,596,800

7,992,000

93.0

未就学児等のＩＣＴ利活用の現状及び保護者の意識等に
関する調査研究の請負

支出負担行為担当官 泉宏哉
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成26年12月16日

みずほ情報総研株式会社
東京都千代田区神田錦町23

9010001027685

一般競争入札
（総合評価）

6,912,000

5,940,000

85.9

情報通信メディアの利用時間等に関する調査の請負

支出負担行為担当官 泉宏哉
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成26年8月28日

株式会社山手情報処理セン
ター
東京都北区中里2-18-5

3011501004799

一般競争入札
（総合評価）

11,955,600

10,886,400

91.1

「平成２６年度情報通信政策レビュー」に関する事務作業
請負等

支出負担行為担当官 泉宏哉
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成26年6月19日

日経印刷株式会社
東京都千代田区飯田橋216-2

7010001025732

一般競争入札

4,935,600

4,914,000

99.6

各種無線設備の測定に関する講義及び実習の業務請負

支出負担行為担当官 泉宏哉
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成26年5月20日

株式会社日立国際電気
東京都千代田区外神田414-1

2010001098064

一般競争入札

1,101,600

1,080,000

98.0

物品役務等の名称及び数量

「平成２７年度情報通信政策レビュー」に関する事務作業
請負等

支出負担行為担当官 泉宏哉
平成２７－２９年度 総務省情報通信政策研究所施設の管
総務省情報通信政策研究所
理・運営業務
東京都国分寺市泉町2-11-16

3,398,155

3,119,040

91.8

132,624,000 106,466,400

80.3

公益法人の場合
公益法
人の区
分

国、都道
応札・
府県所
応募者
管の区
数
分

備考

金額は３
カ年の
合価

様式２－３
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）に基づく競争入札に係る情報の公表（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

一般競争入札・
指名競争入札の
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
別（総合評価の
（%）
実施）

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 泉宏哉
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成26年2月5日

アヴェイルテクノロジ株式会
社
東京都港区新橋5-7-9

5010401077565

一般競争入札

10,027,500

9,733,500

97.1

支出負担行為担当官 泉宏哉
現用カードキー利用に係るカードリーダー及び電気錠の設
総務省情報通信政策研究所
置
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成26年1月17日

浅海電気株式会社
東京都中央区日本橋本町14-12

8120001059958

一般競争入札

3,307,500

3,234,000

97.8

支出負担行為担当官 泉宏哉
スペクトラムアナライザを用いた電波監視測定のeラーニン
総務省情報通信政策研究所
グ教材制作に係る業務請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成26年1月17日

アンリツ株式会社
神奈川県厚木市田村町8-5

2021001021865

一般競争入札

1,386,000

1,344,000

97.0

支出負担行為担当官 泉宏哉
無線通信技術に関する専門的知識の習得を目的とした講
総務省情報通信政策研究所
義実施に係る業務請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成25年12月25日

エヌ・ティ・ティラーニングシス
テムズ株式会社
東京都港区南麻布1-6-15

9010401005010

一般競争入札

1,312,500

1,278,060

97.4

支出負担行為担当官 泉宏哉
サイバー空間の長期的な展望と課題の変遷に関する調査
総務省情報通信政策研究所
研究の請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成25年12月25日

ディー・フォー・ディー・アール
株式会社
東京都港区三田1-6-7

7010401053077

一般競争入札
（総合評価）

9,796,500

8,295,000

84.7

子どものＩＣＴ利活用能力の取得やその向上等に関する保 支出負担行為担当官 泉宏哉
護者の意識及び塾等におけるＩＣＴを利活用した教育サー 総務省情報通信政策研究所
ビスに関する調査研究の請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成25年12月17日

株式会社富士通総研
東京都港区海岸1-16-1

8010401050783

一般競争入札
（総合評価）

6,037,500

2,572,500

42.6

メディア・ソフトの制作及び流通の実態に関する調査研究
の請負

支出負担行為担当官 泉宏哉
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成25年12月10日

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社
東京都港区虎ノ門5-11-2

3010401011971

一般競争入札
（総合評価）

5,964,000

5,932,500

99.5

情報通信政策研究所事務室の改修作業の請負

支出負担行為担当官 泉宏哉
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成25年12月5日

日東カストディアル・サービス
株式会社 東京西支店
東京都立川市曙町2-31-15
日住金立川ビル4F

9011401005058

一般競争入札

4,179,000

4,179,000

100.0

平成25年12月5日

株式会社エヌ・ティ・ティ・デー
タ経営研究所
東京都千代田区平河町2-79

1010001143390

一般競争入札
（総合評価）

9,303,000

9,240,000

99.3

ＩＣカード管理機器一式の調達

支出負担行為担当官 泉宏哉
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成25年11月22日

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1-16

7010001064648

一般競争入札

3,486,000

3,486,000

100.0

我が国の情報通信メディア利用時間と情報行動に関する
調査研究の請負

支出負担行為担当官 泉宏哉
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成25年10月3日

株式会社山手情報処理セン
ター
東京都北区中里2-18-5

3011501004799

一般競争入札
（総合評価）

11,161,500

11,137,318

99.8

物品役務等の名称及び数量

ＩＣＴ訓練設備システム構成機器類一式の調達

支出負担行為担当官 泉宏哉
ICT新興分野の国際展開と展望に関する調査研究の請負 総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号

公益法人の場合
公益法
人の区
分

国、都道
応札・
府県所
応募者
管の区
数
分

備考

様式２－３
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）に基づく競争入札に係る情報の公表（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

一般競争入札・
指名競争入札の
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
別（総合評価の
（%）
実施）

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

法人番号

「平成２５年度情報通信政策レビュー」に関する事務作業
請負等

支出負担行為担当官 仲矢徹
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成25年6月13日

有限会社エム・シー・ミューズ
東京都文京区本郷2-17-13

6010002050111

一般競争入札

2,478,000

2,457,000

99.2

「平成２５年度ＩＣＴ研修科（ネットワーク技術アドバンスト
コース（第１回～第３回））」研修実施に係る業務請負

支出負担行為担当官 仲矢徹
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成25年5月20日

エヌ・ティ・ティラーニングシス
テムズ株式会社
東京都港区南麻布1-6-15

9010401005010

一般競争入札

2,446,500

2,149,560

87.9

平成25年3月5日

東京冷暖房サービス株式会
社
東京都渋谷区千駄ヶ谷4-215

2011001016560

一般競争入札

5,218,500

4,882,500

93.6

2010001113277

一般競争入札

3,570,000

3,318,233

92.9

物品役務等の名称及び数量

支出負担行為担当官 仲矢徹
情報通信政策研究所宿泊棟２階宿泊室のエアコン設置作
総務省情報通信政策研究所
業の請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

ワールドインテリジェンスパート
ナーズジャパン株式会社

支出負担行為担当官 仲矢徹
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成25年1月16日

支出負担行為担当官 仲矢徹
青少年のインターネット依存の現状に関する調査研究の請
総務省情報通信政策研究所
負
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成25年1月16日

株式会社マクロミル
東京都港区港南2-16-1

9010001157227

一般競争入札
（総合評価）

2,730,000

2,520,000

92.3

メディア・ソフトの制作及び流通の実態に関する調査研究
の請負

支出負担行為担当官 仲矢徹
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成24年10月5日

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社
東京都港区虎ノ門5-11-2

3010401011971

一般競争入札
（総合評価）

5,995,500

5,932,500

98.9

国内外の放送局の経営分析等に関する調査研究の請負

支出負担行為担当官 仲矢徹
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成24年10月2日

株式会社メディア開発綜研
東京都新宿区中町10

7011101030093

一般競争入札
（総合評価）

5,733,000

1,984,500

34.6

我が国の情報通信メディア等の利用の在り方に関する調
査研究の請負

支出負担行為担当官 後藤篤二
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成24年7月12日

株式会社山手情報処理セン
ター
東京都北区中里2-18-5

3011501004799

一般競争入札
（総合評価）

9,184,560

8,904,000

96.9

支出負担行為担当官 後藤篤二
青少年のインターネット・リテラシーに関する実態調査の請
総務省情報通信政策研究所
負
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成24年5月17日

一般財団法人コンピュータ教育
推進センター
東京都港区白金1-27-6
（現 一般社団法人日本教育情
報化振興会）

3010405010441

一般競争入札
（総合評価）

6,983,959

6,983,959

100.0

支出負担行為担当官 後藤篤二
平成２４年度ＩＣＴ研修科（ネットワーク技術アドバンストコー
総務省情報通信政策研究所
ス（第１回～第３回））研修実施に係る業務請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成24年4月19日

エヌ・ティ・ティラーニングシス
テムズ株式会社
東京都港区新橋4-21-3

9010401005010

一般競争入札

2,710,155

2,467,500

91.0

平成24年4月2日

日東カストディアル・サービス
株式会社 東京西支店
東京都立川市曙町2-31-15
日住金立川ビル4F

9011401005058

一般競争入札
（総合評価）

130,655,700

96,642,000

74.0

「ドイツのマスメディア集中排除規制に関する調査研究文
献資料（独文）の和訳」の請負

支出負担行為担当官 後藤篤二
平成２４－２６年度 情報通信政策研究所施設の管理・運
総務省情報通信政策研究所
営業務
東京都国分寺市泉町2-11-16

東京都千代田区平河町1-68

公益法人の場合
公益法
人の区
分

国、都道
応札・
府県所
応募者
管の区
数
分

備考

金額は３
カ年の
合価

様式２－３
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）に基づく競争入札に係る情報の公表（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

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

一般競争入札・
指名競争入札の
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
別（総合評価の
（%）
実施）

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

法人番号

平成24年2月22日

日東カストディアル・サービス
株式会社 東京西支店
東京都立川市曙町2-31-15
日住金立川ビル4F

9011401005058

一般競争入札

4,217,000

2,940,000

69.7

平成24年2月8日

株式会社イクス
東京都品川区西五反田2-712 五反田第一生命ビルディ
ング別館7F

3010701013081

一般競争入札

1,124,550

660,450

58.7

支出負担行為担当官 後藤篤二
情報通信政策研究所冷温水ユニットのチューブ化学薬品
総務省情報通信政策研究所
洗浄作業の請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成24年1月27日

日東カストディアル・サービス
株式会社 東京西支店
東京都立川市曙町2-31-15
日住金立川ビル4F

9011401005058

一般競争入札

1,630,000

1,543,500

94.7

「インターネットサービスの定量情報の計測に関する調査
研究」の請負

支出負担行為担当官 後藤篤二
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成24年1月23日

株式会社富士キメラ総研
東京都中央区日本橋小伝馬
町2-5

9010001055406

一般競争入札
（総合評価）

4,920,000

4,725,000

96.0

「放送局の経営分析に関する調査研究」の請負

支出負担行為担当官 後藤篤二
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成24年1月16日

株式会社三菱総合研究所
東京都千代田区永田町210-3

6010001030403

一般競争入札
（総合評価）

4,480,000

3,654,000

81.6

メディア・ソフトの制作及び流通の実態に関する調査研究
の請負

支出負担行為担当官 後藤篤二
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成23年11月17日

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社
東京都港区虎ノ門5-11-2

3010401011971

一般競争入札
（総合評価）

6,720,000

5,775,000

85.9

支出負担行為担当官 後藤篤二
諸外国のスマートグリッド関連施策及び市場動向に関する
総務省情報通信政策研究所
調査研究の請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成23年11月2日

株式会社三菱総合研究所
東京都千代田区永田町210-3

6010001030403

一般競争入札
（総合評価）

10,690,000

7,329,000

68.6

「障がいのある方々のインターネット等の利用に関する調
査研究」の請負

支出負担行為担当官 後藤篤二
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成23年10月20日

みずほ情報総研株式会社
東京都千代田区神田錦町23

9010001027685

一般競争入札
（総合評価）

8,670,000

8,179,500

94.3

研修用教材の制作（ネットワーク技術の基礎（メール、
WWW、セキュリティ））に係る業務請負

支出負担行為担当官 後藤篤二
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成23年9月30日

1010001081896

一般競争入札

1,312,500

903,000

68.8

支出負担行為担当官 後藤篤二
青少年のインターネット・リテラシー指標に関する調査研究
総務省情報通信政策研究所
の請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成23年9月16日

3010405010441

一般競争入札
（総合評価）

9,600,000

9,446,792

98.4

支出負担行為担当官 木村順吾
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成23年7月14日

9010401005010

一般競争入札

1,162,000

1,081,500

93.1

物品役務等の名称及び数量

支出負担行為担当官 後藤篤二
情報通信政策研究所宿泊棟１階宿泊室のエアコン設置作
総務省情報通信政策研究所
業の請負
東京都国分寺市泉町2-11-16
支出負担行為担当官 後藤篤二
情報通信政策研究所自動制御機器の保守点検作業の請
総務省情報通信政策研究所
負
東京都国分寺市泉町2-11-16

「平成２３年度ＩＣＴ研修科（無線通信技術応用コース）」研
修実施に係る業務請負

株式会社アイセス
東京都中央区日本橋箱崎町
4-3
（現 株式会社アイ・ラーニン
グ）
一般財団法人コンピュータ教
育推進センター
東京都港区白金1-27-6
（現 一般社団法人日本教育
情報化振興会）
エヌ・ティ・ティラーニングシス
テムズ株式会社
東京都港区新橋4-21-3

公益法人の場合
公益法
人の区
分

国、都道
応札・
府県所
応募者
管の区
数
分

備考

様式２－３
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）に基づく競争入札に係る情報の公表（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

一般競争入札・
指名競争入札の
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
別（総合評価の
（%）
実施）

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 木村順吾
平成２３年度ＩＣＴ訓練設備システムの年間保守に係る業務
総務省情報通信政策研究所
請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成23年4月1日

アヴェイルテクノロジ株式会
社
東京都港区新橋5-7-9

5010401077565

一般競争入札

2,360,000

1,585,500

67.2

支出負担行為担当官 木村順吾
「平成２３年度ＩＣＴ研修科（ネットワーク技術基礎コース（第
総務省情報通信政策研究所
１回～第８回））」研修実施に係る業務請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成23年4月1日

株式会社エムケイスクエア
東京都品川区東五反田110-7 AIOS五反田ﾋﾞﾙ

5010701012668

一般競争入札

4,599,000

2,887,500

62.8

支出負担行為担当官 木村順吾
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成23年2月28日

日東カストディアル・サービス
株式会社 東京西支店
東京都立川市曙町２－３１－
１５ 日住金立川ビル４Ｆ

9011401005058

一般競争入札

5,691,000

5,397,000

94.8

支出負担行為担当官 木村順吾
ブロードバンドサービス利用に関するアンケート調査の請
総務省情報通信政策研究所
負
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成23年1月28日

株式会社スパイア
東京都港区南青山３－２－５
南青山シティビル

―

一般競争入札

1,780,800

609,000

34.2

支出負担行為担当官 木村順吾
海外における次世代ＩＰＴＶ事業の新展開及び政策動向等
総務省情報通信政策研究所
に関する調査研究の請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成23年1月11日

株式会社日本総合研究所
東京都千代田区一番町１６番

4010701026082

一般競争入札

10,202,000

8,505,000

83.4

支出負担行為担当官 木村順吾
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成22年12月17日

エヌ・ティ・ティラーニングシス
テムズ株式会社
東京都港区新橋4-21-3

9010401005010

一般競争入札

1,606,000

1,102,500

68.6

支出負担行為担当官 木村順吾
地上波放送局のデータ作成、入力及び分析に関する調査
総務省情報通信政策研究所
研究の請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成22年10月22日

株式会社三菱総合研究所
東京都千代田区大手町2-36

6010001030403

一般競争入札
（総合評価）

5,958,645

5,229,000

87.8

平成22年10月22日

ＮＥＣラーニング株式会社
東京都港区芝浦3-17-12
（現 ＮＥＣマネジメントパート
ナー株式会社）

4010401043667

一般競争入札

2,073,645

1,050,000

50.6

9011401005058

一般競争入札

2,772,000

2,094,750

75.6

物品役務等の名称及び数量

情報通信政策研究所ＩＣＴ教室及び宿泊棟３Ｆ宿泊室のエ
アコン設置作業の請負

「平成２２年度ＩＣＴ研修科（無線通信技術応用コース）」研
修実施に係る業務請負

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号

研修教材の制作（電波監視業務）に係る業務請負

支出負担行為担当官 木村順吾
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

情報通信政策研究所通信機器室及びサーバー室のパッ
ケージエアコンの交換作業の請負

支出負担行為担当官 木村順吾
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成22年10月12日

日東カストディアル・サービス
株式会社東京西支店
東京都立川市曙町2-31-15
日住金立川ビル４Ｆ

メディア・ソフトの制作及び流通の実態に関する調査研究
の請負

支出負担行為担当官 木村順吾
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成22年9月17日

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社
東京都港区港南2-16-4

3010401011971

一般競争入札
（総合評価）

5,780,000

4,252,500

73.6

支出負担行為担当官 木村順吾
「研修教材の制作（ネットワーク技術の基礎）」に係る業務
総務省情報通信政策研究所
請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成22年8月24日

情報システム監査株式会社
大阪市城東区鴫野西3-4-3502

6120001015112

一般競争入札

2,094,645

1,333,500

63.7

公益法人の場合
公益法
人の区
分

国、都道
応札・
府県所
応募者
管の区
数
分

備考

様式２－３
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）に基づく競争入札に係る情報の公表（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

一般競争入札・
指名競争入札の
落札率
予定価格（円） 契約金額（円）
別（総合評価の
（%）
実施）

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

情報セキュリティ意識に関するアンケート調査の請負

支出負担行為担当官 木村順吾
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成22年8月24日

Ｔｒａｎｓｂｉｒｄ株式会社
東京都港区東新橋2-16-3
カーザベルソーレ4階

3010401056802

一般競争入札

1,995,000

678,037

34.0

携帯電話サービス利用に関するアンケート調査の請負

支出負担行為担当官 利根川一
総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成22年7月2日

マイボイスコム株式会社
東京都千代田区神田錦町317-11 栄葉ビル５Ｆ

3010001093089

一般競争入札

1,559,250

617,925

39.6

支出負担行為担当官 利根川一
平成２２年度情報通信政策研究所の食堂運営業務の請負 総務省情報通信政策研究所
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成22年4月1日

栄養食株式会社
東京都品川区大井7-29-6

2010001011613

一般競争入札

7,459,000

7,359,187

98.7

支出負担行為担当官 利根川一
「平成２２年度ＩＣＴ研修科（ネットワーク技術基礎コース（第
総務省情報通信政策研究所
１回～第６回））」研修実施に係る業務請負
東京都国分寺市泉町2-11-16

平成22年4月1日

株式会社大塚商会
東京都千代田区飯田橋218-4

1010001012983

一般競争入札

4,126,710

2,982,000

72.3

物品役務等の名称及び数量

法人番号

公益法人の場合
公益法
人の区
分

国、都道
応札・
府県所
応募者
管の区
数
分

備考

