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部局名：大臣官房秘書課

番号 案件名 契約方式 WTO対象案件 契約予定時期 執行課室名 備考

1
平成31年 春の叙勲伝達式の借り上
げ等の請負

随意契約（公募） 第１四半期 大臣官房秘書課

2
平成31年 春の褒章伝達式の借り上
げ等の請負

随意契約（公募） 第１四半期 大臣官房秘書課

3
平成31年 秋の叙勲伝達式の借り上
げ等の請負

随意契約（公募） 第３四半期 大臣官房秘書課

4
平成31年 春の叙勲及び褒章の拝謁
に係るバスの借り上げ等の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期 大臣官房秘書課

5
平成31年 秋の叙勲拝謁に係るバス
の借り上げ等の請負

一般競争（最低価格） 第３四半期 大臣官房秘書課

部局名：大臣官房総務課

番号 案件名 契約方式 WTO対象案件 契約予定時期 執行課室名 備考

1 集荷配送業務の請負 一般競争（最低価格） 第１四半期 大臣官房総務課

2 文書発送室運営の請負 一般競争（最低価格） 第１四半期 大臣官房総務課

3 現行法令電子版の利用 随意契約（公募） 第１四半期 大臣官房総務課

4 料金後納郵便業務の請負 随意契約 第１四半期 大臣官房総務課

5
人事・行政管理法令集の追録作成
業務

随意契約（少額） 第２四半期 大臣官房総務課

6
2019年度平和祈念展示資料館の
運営業務の実施について

随意契約 第１四半期 大臣官房総務課管理室

部局名：大臣官房会計課

番号 案件名 契約方式 WTO対象案件 契約予定時期 執行課室名 備考

1 自動車運行管理業務の請負 一般競争（最低価格） 第１四半期 大臣官房会計課

2 ハイヤーの借り上げについて 一般競争（最低価格） ○ 第１四半期 大臣官房会計課

3 ガソリンの調達について 一般競争（最低価格） 第１四半期 大臣官房会計課

4 普通自動車の賃貸借(31-35年度) 一般競争（総合評価） ○ 第１四半期 大臣官房会計課

5
普通自動車の賃貸借(再リース)(31-
34年度)

随意契約 第１四半期 大臣官房会計課

6
中央合同庁舎第２号館４Ｋ８Ｋ対応
テレビ設置に伴うケーブル敷設作業の
請負

一般競争（最低価格） 第１四半期 大臣官房会計課

7
中央合同庁舎第２号館７階執務室
照明器具変更作業の請負

一般競争（最低価格） ○ 第１四半期 大臣官房会計課

8 政官要覧等の購入（秋） 一般競争（最低価格） 第２四半期 大臣官房会計課

平成31年度　調達計画
【総務省大臣官房会計課企画官調達分】
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9 政官要覧等の購入（春） 一般競争（最低価格） 第４四半期 大臣官房会計課

10 目白寮エレベーター改修 一般競争（最低価格） 第２四半期
大臣官房会計課
厚生企画管理室

11
省庁別宿舎（小金井本町宿舎）の
屋上防水改修

一般競争（最低価格） 第２四半期
大臣官房会計課
厚生企画管理室

12 ＣＮＮｊ映像情報の提供 随意契約 第１四半期
大臣官房会計課

庁舎管理室

13
中央合同庁舎第２号館空調機設備
フィルター関係消耗品の購入

一般競争（最低価格） 第１四半期
大臣官房会計課

庁舎管理室

14
中央合同庁舎第２号館 ボイラー設
備関係消耗品の購入

一般競争（最低価格） 第１四半期
大臣官房会計課

庁舎管理室

15
中央合同庁舎第２号館 営繕関係
消耗品の購入

一般競争（最低価格） 第１四半期
大臣官房会計課

庁舎管理室

16
中央合同庁舎第２号館 機械・衛
生・排水再利用設備関係消耗品の
購入

一般競争（最低価格） 第１四半期
大臣官房会計課

庁舎管理室

17
中央合同庁舎第２号館で使用する
ガスの購入

一般競争（最低価格） ○ 第１四半期
大臣官房会計課

庁舎管理室

18
中央合同庁舎第２号館地下１,2階
共用部LED照明器具交換作業の請
負

一般競争（最低価格） 第１四半期
大臣官房会計課

庁舎管理室

19
中央合同庁舎第２号館低層棟照明
制御盤改修作業の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期
大臣官房会計課

庁舎管理室

20
中央合同庁舎第２号館屋外情報表
示装置更新作業の請負

一般競争（最低価格） ○ 第１四半期
大臣官房会計課

庁舎管理室

21
中央合同庁舎第２号館屋外喫煙所
設置作業の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期
大臣官房会計課

庁舎管理室

22
中央合同庁舎第２号館21階電気室
空調機更新作業の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期
大臣官房会計課

庁舎管理室

23
中央合同庁舎第２号館熱源ポンプ
整備作業の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期
大臣官房会計課

庁舎管理室

24
中央合同庁舎第2号館共用部誘導
灯更新作業の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期
大臣官房会計課

庁舎管理室

25
中央合同庁舎第2号館トイレブース
内手すり設置作業の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期
大臣官房会計課

庁舎管理室

26
中央合同庁舎第2号館オストメイト
対応設備設置作業の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期
大臣官房会計課

庁舎管理室

27
中央合同庁舎第2号館カーブミラー
設置作業の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期
大臣官房会計課

庁舎管理室

28
中央合同庁舎第２号館エレベーター
内手すり設置作業の請負

一般競争（最低価格） 第2四半期
大臣官房会計課

庁舎管理室

29
中央合同庁舎第２号館講堂音響設
備改修作業の請負

一般競争（最低価格） 第２四半期
大臣官房会計課

庁舎管理室

30
中央合同庁舎第２号館塵芥処理設
備システム更新作業の請負

一般競争（最低価格） 第２四半期
大臣官房会計課

庁舎管理室

31
中央合同庁舎自動倉庫設備システ
ム更新作業の請負

一般競争（最低価格） 第２四半期
大臣官房会計課

庁舎管理室

32
中央合同庁舎第２号館で使用する
電力の購入

一般競争（最低価格） ○ 第２四半期
大臣官房会計課

庁舎管理室

33
中央合同庁舎第２号館で使用する
灯油の購入

一般競争（最低価格） 第２四半期
大臣官房会計課

庁舎管理室
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34
中央合同庁舎第２号館基準階空調
機改修作業の請負

一般競争（最低価格） 第２四半期
大臣官房会計課

庁舎管理室

35
中央合同庁舎第２号館水中ポンプ
交換作業の請負

一般競争（最低価格） 第２四半期
大臣官房会計課

庁舎管理室

36
中央合同庁舎第2号館ボイラー燃焼
装置修繕作業の請負

一般競争（最低価格） 第２四半期
大臣官房会計課

庁舎管理室

37
中央合同庁舎第2号館防災ＣＲＴ更
新作業の請負

一般競争（最低価格） 第２四半期
大臣官房会計課

庁舎管理室

38 ＢＣＰ対策物品（簡易トイレ）の購入 一般競争（最低価格） 第２四半期
大臣官房会計課

庁舎管理室

39
中央合同庁舎第2号館・3号館受付
管理システム改修の請負

一般競争（総合評価） ○ 第２四半期
大臣官房会計課

庁舎管理室

40
中央合同庁舎第２号館各揚水ポン
プ交換作業の請負

一般競争（最低価格） 第３四半期
大臣官房会計課

庁舎管理室

41
中央合同庁舎第２号館消防設備更
新作業の請負

一般競争（最低価格） 第３四半期
大臣官房会計課

庁舎管理室

42
中央合同庁舎第2号館低層棟積算
メーター更新作業の請負

一般競争（最低価格） 第３四半期
大臣官房会計課

庁舎管理室

43
中央合同庁舎第2号館排水再利用
設備改修作業の請負

一般競争（最低価格） 第３四半期
大臣官房会計課

庁舎管理室

44
中央合同庁舎第2号館うがい器Ｐト
ラップ更新作業の請負

一般競争（最低価格） 第３四半期
大臣官房会計課

庁舎管理室

45
中央合同庁舎第２号館鉛蓄電池交
換及びUPS制御装置改修作業の請
負

一般競争（最低価格） 第３四半期
大臣官房会計課

庁舎管理室

46

政治資金適正化委員会、電気通信
事業紛争処理委員会事務局の入
居する住友不動産永田町ビル事務
室の賃貸借

随意契約 第１四半期 大臣官房会計課

47
住友不動産永田町ビル事務室の清
掃について

随意契約 第１四半期 大臣官房会計課

課室名：大臣官房企画課

番号 案件名 契約方式 WTO対象案件 契約予定時期 執行課室名 備考

1
総務省全体管理組織支援業務の
請負

一般競争（最低価格） ○ 第１四半期
サイバーセキュリティ・情報化推
進室第１係

2
総務省共通基盤支援システム等に
係る研修業務の請負

随意契約（公募） 第１四半期
サイバーセキュリティ・情報化推
進室第２係

3
総務省共通基盤支援システムの改
修作業等の請負（仮称）

一般競争（総合評価） ○ 第２四半期
サイバーセキュリティ・情報化推
進室第２係

4

総務省LAN端末用ソフトウェアの借
入
（Lease of softwares for MIC-LAN
terminals）

一般競争（最低価格） ○ 第２四半期
サイバーセキュリティ・情報化推
進室第３係

5
遠隔監視システムの借入
（Lease of the system of remote
surveillance cameras）

一般競争（最低価格） ○ 第２四半期
サイバーセキュリティ・情報化推
進室第３係

6
総務省の情報セキュリティ対策に係る
コンサルティング業務の請負

一般競争（最低価格） ○ 第１四半期
サイバーセキュリティ・情報化推
進室サイバーセキュリティ担当

7
電磁的記録媒体等の外部保管運
用業務の請負

随意契約（公募） 第１四半期
サイバーセキュリティ・情報化推
進室サイバーセキュリティ担当
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8
総務省情報セキュリティポリシー準拠
性監査の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期
サイバーセキュリティ・情報化推
進室サイバーセキュリティ担当

9
情報連携に係るeラーニング研修の提
供業務の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期 個人番号企画室

10

社会保障・税番号制度における情報
提供ネットワークシステム等の更改に
向けた調達仕様書作成等支援の請
負

一般競争（最低価格） 第１四半期 個人番号企画室

11
情報提供ネットワークシステムにおける
データ標準レイアウト関連様式作成
支援環境の構築・運用の請負

一般競争（総合評価） ○ 第１四半期 個人番号企画室

部局名：大臣官房政策評価広報課

番号 案件名 契約方式 WTO対象案件 契約予定時期 執行課室名 備考

1
共同通信スクリーンニュース提供の請
負

随意契約 第１四半期
大臣官房政策評価広報課

広報室報道係

2
記者会見テキスト速報サービス提供
の請負

随意契約 第１四半期
大臣官房政策評価広報課

広報室報道係

3 時事ゼネラルニュース提供の請負 随意契約 第１四半期
大臣官房政策評価広報課

広報室報道係

4
会見録作成に係るテープ起こしの請
負

一般競争（最低価格） 第１四半期
大臣官房政策評価広報課

広報室報道係

5 新聞記事クリッピング事務の請負 一般競争（最低価格） 第１四半期
大臣官房政策評価広報課

広報室報道係

6
平成３０年度広報誌「総務省」の企
画編集の請負

随意契約（企画競争） 第１四半期
大臣官房政策評価広報課

広報室報道係

7
平成３０年度広報誌「総務省」の印
刷製本・梱包発送の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期
大臣官房政策評価広報課

広報室報道係

8
CMS「ALAYA」クラウド型サービス
（SaaS方式）の運用・保守等の請負

随意契約（公募） ○ 第１四半期
大臣官房政策評価広報課

広報室報道係

9
総務省情報提供サイトの運用・保守
等の請負

随意契約（公募） ○ 第１四半期
大臣官房政策評価広報課

広報室報道係

10
平成31年度ALAYA（Contents
Management System）を使用した総
務省ホームページの運営の請負

一般競争（最低価格） ○ 第１四半期
大臣官房政策評価広報課

広報室報道係

部局名：行政管理局

番号 案件名 契約方式 WTO対象案件 契約予定時期 執行課室名 備考

1
文書管理システムの企画立案等に係
る支援業務

一般競争(最低価格) 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

2
文書管理システムの機器・ソフトウェア
の賃貸借

一般競争(総合評価) ○ 第２四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

3
新文書管理システムの整備に係る設
計・開発・移行等業務の請負

一般競争(総合評価) ○ 第３四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

4 文書管理システムの機能改修 随意契約 ○ 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課
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5
新文書管理システムの整備に向けた
調査研究及び要件定義等支援作
業の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

6
電子政府の総合窓口（e-Gov）2019
年度運用管理業務支援の請負

一般競争(最低価格) ○ 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

7
電子政府の総合窓口（e-Gov）窓口
システム外部連携APIに係る2019年
度テスト支援

一般競争(最低価格) ○ 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

8
法人共通認証基盤連携等機能の
追加整備

未定 未定 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

9
行政手続の原則オンライン化に向け
た審査機能等の追加開発要件定義

未定 未定 第２四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

10
電子申請様式の作成支援機能の実
現可能性調査

未定 未定 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

11
電子申請様式の作成支援機能の設
計開発

未定 未定 第４四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

12
行政手続DBの実現可能性調査及
び実証実験

未定 未定 第３四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

13
次期ヘルプデスクシステムの更改に向
けた設計開発（OS サポート切れ対
応)

一般競争(総合評価) ○ 第４四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

14 データカタログサイトの運用保守 一般競争(最低価格) ○ 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

15
e-Govの申請DBサーバの性能改善
等適用保守

一般競争（最低価格） 第２四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

16
e-Govの個人情報ファイル簿検索機
能に係る適応保守

一般競争（最低価格） 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

17
デジタルファースト対応・法人共通認
証基盤対応

未定 ○ 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

18
次期法制執務業務支援システムに
係るＡＰ開発の請負

一般競争(最低価格) ○ 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

19 政府認証基盤の監査等の請負 一般競争(最低価格) 第２四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

20
eラーニングシステムの運用支援業務
の請負

一般競争(最低価格) ○ 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

21 eラーニングシステムの更改の再延長 随意契約 第４四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

22 集合研修の請負 一般競争（最低価格） 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

23
電子文書交換システム及び電子掲
示板システムの機器等の借入（H31
年度分）

随意契約 ○ 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

24
電子文書交換システム及び電子掲
示板システムの運用の請負（H31年
度分）

随意契約 ○ 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

25
電子掲示板システム移行作業等の
請負

一般競争(最低価格) ○ 第２四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

26
政府情報システム管理に関する業務
支援システム関する調査

一般競争(最低価格) 第２四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

27
政府共通プラットフォームの運用・移
行支援作業等の請負

一般競争(総合評価) ○ 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課
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28

政府共通プラットフォームの整備に係
る機器・ソフトウェア賃貸借（PF-
Standard）の調達（平成31年度後半
-平成32年度前半移行対象システム
用等）

一般競争(総合評価) ○ 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

29

政府共通プラットフォームの整備に係
る機器・ソフトウェア賃貸借（PF-
Lite）の調達（平成31年度後半-平
成32年度前半移行対象システム用
等）

一般競争(総合評価) ○ 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

30
政府共通プラットフォームの整備に係
る施設・設備賃貸借の調達（平成31
年度）

一般競争(総合評価) ○ 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

31

政府共通プラットフォームの整備に係
る機器・ソフトウェア賃貸借の調達
（平成24年度導入済機器・ソフトウェ
アに係る平成31年度の賃貸借）

随意契約 ○ 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

32

政府共通プラットフォームの整備に係
る機器・ソフトウェア賃貸借の調達
（平成25年度導入済機器・ソフトウェ
アに係る平成31年度の賃貸借）

随意契約 ○ 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

33

政府共通プラットフォームの整備に係
る機器・ソフトウェア賃貸借の調達
（平成26年度導入済機器・ソフトウェ
アに係る平成31年度の賃貸借）

随意契約 ○ 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

34

政府共通プラットフォームの整備に係
る施設・設備賃貸借の調達（平成24
年度整備済施設・設備に係る平成
31年度の賃貸借）

随意契約 ○ 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

35

政府共通プラットフォームの整備に係
る施設・設備賃貸借の調達（平成25
年度整備済施設・設備に係る平成
31年度の賃貸借）

随意契約 ○ 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

36

政府共通プラットフォームの整備に係
る施設・設備賃貸借の調達（平成26
年度整備済施設・設備に係る平成
31年度の賃貸借）

随意契約 ○ 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

37
機器・ソフトウェアの保守作業等に係
る請負

随意契約(公募) 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

38
政府共通プラットフォーム認証サービ
スに係るソフトウェア等賃貸借の調達
（平成3１年度継続）

随意契約 ○ 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

39
政府共通プラットフォーム認証サービ
ス更改に係る設計・開発及び運用作
業等の請負

一般競争(総合評価) ○ 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

40 建物設備維持管理業務 一般競争(最低価格) 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

41
政府共通システム基盤の情報システ
ム監査の請負

一般競争(最低価格) ○ 第３四半期
行政管理局

行政情報システム企画課
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42

政府共通プラットフォームの整備に係
る回線賃貸借の調達
（首都拠点と西日本拠点とを接続す
るデータ転送用専用回線）

一般競争(最低価格) ○ 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

43
政府共通プラットフォームの整備に係
る回線賃貸借の調達（平成26年度
継続）

随意契約(公募) 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

44
政府共通プラットフォームの整備に係
る回線賃貸借の調達（平成27年度
継続）

随意契約 ○ 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

45
政府共通プラットフォームの整備に係
る回線賃貸借の調達（平成31年度
再増速）

随意契約 ○ 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

46

政府共通プラットフォームの整備に係
る回線賃貸借の調達　（西日本拠点
インターネット接続回線）（平成28年
度継続）

随意契約 ○ 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

47
拠点間接続用回線の提供の請負
（平成25年度敷設回線の継続提
供）

随意契約(公募) 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

48

政府共通プラットフォームの整備に係
る回線賃貸借の調達
（首都拠点と東日本拠点とを接続す
るデータ転送用専用回線（平成27年
度継続））

随意契約 ○ 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

49

政府共通プラットフォームの整備に係
る回線賃貸借の調達（首都拠点と西
日本拠点とを接続するデータ転送用
専用回線（平成29年度継続））

随意契約 ○ 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

50

政府共通プラットフォームの整備に係
る回線賃貸借の調達（首都拠点と西
日本拠点とを接続するデータ転送用
専用回線（平成30年度継続）））

随意契約 ○ 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

51
国の行政機関等における情報公開
法及び個人情報保護法に係る答
申・判決分析の請負（平成31年度）

随意契約（公募） 第１四半期
情報公開・個人情報保護推進

室

52
OS乗換に伴う新環境設定・アプリ
ケーション改修

一般競争（最低価格） 第１四半期
情報公開・個人情報保護推進

室

53
e-LAWS法令DB確認用データの作
成業務

随意契約 ○ 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

54
行政不服審査裁決・答申データベー
スの運用保守

未定 未定 第１四半期 行政手続室

55
東南アジア諸国における行政通則法
制度に関する調査研究

一般競争（総合評価） 第３四半期 行政手続室

56

地方公共団体の窓口業務の民間委
託に関する標準的な手順及び地方
公共団体の各種情報を整理したデー
タシートの更新に係る調査

一般競争（総合評価） 第１四半期
行政管理局

公共サービス改革推進室

57
行政機関におけるAPI連携の推進
のためのAPI連携基盤の整備に関
する調査研究の請負

一般競争（総合評価） 第１四半期
行政管理局

行政情報システム企画課

58 API連携基盤の設計 一般競争（総合評価） ○ 第３四半期
行政管理局

行政情報システム企画課
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部局名：行政評価局

番号 案件名 契約方式 WTO対象案件 契約予定時期 執行課室名 備考

1
「平成31年度総務省行政評価局業
務概要資料（パンフレット）」の印刷・
製本・梱包発送

随意契約（少額） 第１四半期 総務課

2
「評価クオータリー」の購入（平成32年
度）

随意契約 第４四半期 総務課

3
米国ＧＡＯ等における行政評価の取
組に関する事例調査（仮称）

一般競争（総合評価） 第１四半期 企画課

4
政策評価統一研修のe-ラーニング本
格導入

一般競争（最低価格） 第１四半期 政策評価課

5
政策評価に関する基礎資料集の印
刷

随意契約（少額） 第１四半期 政策評価課

6 政策評価関係資料の翻訳 随意契約（少額） 第１四半期 政策評価課

7
政策効果の把握・分析手法の実証
的共同研究に係る調査・分析の請
負

一般競争（総合評価） 第１四半期 政策評価課

8
政策評価に関する統一研修（地方
研修）の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期 政策評価課

9
政策評価に関する統一研修（中央
研修・演習型）の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期 政策評価課

10
平成31年度行政相談委員総務大
臣表彰式に係る会場借上げ等の請
負

一般競争（最低価格） 第１四半期 行政相談企画課

11
平成31年度総務大臣表彰副賞の
調達

随意契約 第１四半期 行政相談企画課

12
平成31年度行政相談周知用広報
ツールデザインの製版作製

随意契約（企画競争） 第１四半期 行政相談企画課

13
行政相談制度周知用パンフレットの
印刷・梱包発送

随意契約（少額） 第２四半期 行政相談企画課

14
行政相談総合システムの保守・運用
の請負

随意契約（公募） 第１四半期 行政相談企画課

15

行政相談総合システムの政府共通プ
ラットフォーム新サーバへの移行・ＯＳ
乗換えに伴う設計・開発等作業の請
負

随意契約 ○ 第１四半期 行政相談企画課

16
移行に伴う行政相談総合システムの
ソフトウェアの借入

随意契約（公募） 第１四半期 行政相談企画課

17
「行政相談総合システム」の活用によ
る行政相談体制の強化

一般競争（総合評価） 第１四半期 行政相談企画課

18
災害時の住まいの確保等に関する行
政評価・監視　報告書印刷

随意契約（少額） 第３四半期
評価監視官（復興、国土交通

担当）室

部局名：自治行政局

番号 案件名 契約方式 WTO対象案件 契約予定時期 執行課室名 備考

1
「ふるさとワーキングホリデー」に係る広
報総合企画の実施の請負

一般競争（総合評価） ○ 第１四半期 自治行政局地域政策課

2
平成31年度 人材力活性化に関する
調査研究事業の請負

一般競争（総合評価） 第１四半期
自治行政局人材力活性化・連

携交流室
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3
地域おこし企業人の派遣・受入に関
する調査業務の請負（仮称）

一般競争（総合評価） 第１四半期 自治行政局地域自立応援課

4
サテライトオフィス・マッチングセミナー運
営支援業務の請負

一般競争（総合評価） 第１四半期 自治行政局地域自立応援課

5
地域との関わり創出フェア運営支援
業務の請負（仮称）

一般競争（総合評価） 第１四半期 自治行政局地域自立応援課

6
地域運営組織の形成及び持続的な
運営に関する調査研究事業の請負

一般競争（総合評価） 第１四半期
自治行政局地域自立応援課

地域振興室

7
地方公共団体におけるPFI事業等の
推進のための方策の検討に関する調
査研究事業の請負(仮称)

一般競争（総合評価） 第２四半期
自治行政局地域自立応援課

地域振興室

8
「女性地方公務員活躍・働き方改革
の推進に関する調査研究事業」の請
負

一般競争（総合評価） 第１四半期
自治行政局公務員部

公務員課女性活躍・人材活用
推進室

9
「応援職員派遣のための訓練」におけ
る支援業務請負

一般競争（最低価格） 第１四半期
自治行政局公務員部
公務員課応援派遣室

10
大規模災害発生に伴う職員派遣時
携行品及び訓練用備品購入等

一般競争（最低価格） 第１四半期
自治行政局公務員部
公務員課応援派遣室

11
会計年度任用職員制度に関する準
備状況調査業務請負

一般競争（総合評価） 第３四半期
自治行政局公務員部

公務員課

12
地方公務員の過労死等に係る公務
災害認定事案に関する調査研究事
業の請負（仮称）

一般競争（総合評価） 第２四半期
自治行政局公務員部

安全厚生推進室

13 投開票速報システム改修 随意契約（公募） 第１四半期
自治行政局

選挙部管理課

14
在外選挙インターネット投票システム
の技術的検証及び運用等に係る調
査研究事業の請負

一般競争（総合評価） 第１四半期
自治行政局

選挙部管理課

15
第25回参議院議員通常選挙におけ
る投・開票速報オンラインシステムの
運用支援及び保守業務の請負

随意契約 ○ 第１四半期
自治行政局

選挙部管理課

16
第25回参議院議員通常選挙に係る
啓発総合企画の実施の請負

随意契約（公募） 第１四半期
自治行政局

選挙部管理課

17
平成31年度政治参加に関する教育
のための副教材「私たちが拓く日本の
未来」の印刷及び梱包発送

一般競争（最低価格） ○ 第１四半期
自治行政局

選挙部管理課

18
第25回参議院議員通常選挙啓発
のための点字パンフレット

一般競争（最低価格） 第１四半期
自治行政局

選挙部管理課

19
第25回参議院議員通常選挙におけ
る音声ＣＤ

一般競争（最低価格） 第１四半期
自治行政局

選挙部管理課

20
第25回参議院議員議員通常選挙
政見放送用フィラーフィルム等

一般競争（最低価格） 第１四半期
自治行政局

選挙部管理課

21
参議院比例代表選出議員選挙政
党説明会・名簿登載予定者説明会
の開催に係る周知のための新聞広告

一般競争（最低価格） 第１四半期
自治行政局

選挙部管理課

22 一般投票用紙（選挙区）ほか１６点 一般競争（最低価格） 第１四半期
自治行政局

選挙部管理課

23
選挙事務所用標札（名簿届出政党
等用）799枚ほか７点

一般競争（最低価格） 第１四半期
自治行政局

選挙部管理課
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24
参議院議員通常選挙候補者用ビラ
証紙5,025万枚他２件

一般競争（最低価格） ○ 第１四半期
自治行政局

選挙部管理課

25
第25回参議院議員通常選挙に係る
特殊乗車券・特殊航空券

随意契約（公募） 第１四半期
自治行政局

選挙部管理課

26
第25回参議院議員通常選挙に係る
複写機及びFAXの賃貸借・保守につ
いて

一般競争（最低価格） 第１四半期
自治行政局

選挙部管理課

27
選挙制度１３０周年における選挙関
係功労者表彰の受賞者に対する記
念品（銀杯）

一般競争（最低価格） 第２四半期
自治行政局

選挙部管理課

28
公的個人認証サービスが提供する失
効情報等の利用（平成31年度）

随意契約 第１四半期
自治行政局選挙部

政治資金課

29
平成31年度政治資金監査実務に
関するフォローアップ研修資料の印刷

随意契約（少額） 第１四半期 政治資金適正化委員会事務局

部局名：自治税務局

番号 案件名 契約方式 WTO対象案件 契約予定時期 執行課室名 備考

1
航空機燃料譲与税法に規定する空
港に係る騒音予測コンター図作成

一般競争（最低価格） 第１四半期 自治政務局企画課

2
土地の合理的評価手法等に関する
調査研究の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期
自治税務局固定資産税課

資産評価室

3

木造家屋及び非木造家屋の再建築
費評点基準表等の改正に係る「単
位当たり標準評点数の積算基礎」等
の作成に関する請負

一般競争（最低価格） 第１四半期
自治税務局固定資産税課

資産評価室

部局名：国際戦略局

番号 案件名 契約方式 WTO対象案件 契約予定時期 執行課室名 備考

1

2019年度戦略的情報通信研究開
発推進事業及び「IoT/BD/AI情報
通信プラットフォーム」社会実装推進
事業（課題Ⅰ、Ⅱ）に係る経理関係
業務

一般競争（最低価格） 第１四半期 技術政策課

2
2019年度戦略的情報通信研究開
発推進事業（SCOPE）活性化支援
事業

一般競争（最低価格） 第１四半期 技術政策課

3
ユーザ企業等におけるIoT機器の適正
な電波利用を図るための人材育成方
策に係る調査請負

一般競争（総合評価） 第１四半期 技術政策課

4

ICTイノベーションフォーラム2019での
研究開発成果広報、同フォーラムの
開催、及び運営等に係る業務の請
負

一般競争（総合評価） 第２四半期 技術政策課

5
平成31年度「ICTイノベーション創出
チャレンジプログラム」に係る不正等監
視機関の委託

一般競争（総合評価） 第１四半期 技術政策課

6
ICTイノベーションの創出に向けた国内
外動向調査の請負

一般競争（総合評価） 第１四半期 技術政策課
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7
衛星関連技術の動向及び宇宙利用
の将来像のあり方に関する調査検討
の請負

一般競争（総合評価） 第１四半期 技術政策課

8
新しい技術戦略検討のための調査請
負

一般競争（総合評価） 第２四半期 技術政策課

9
研究開発委託契約に係る経理処理
関連文書整備に関する調査検討の
請負

随意契約 第３四半期 技術政策課

10
研究開発委託契約に係る関連文書
整備に関する調査検討の請負

未定 第２四半期 技術政策課

11
情報通信技術の委託研究開発にお
ける経理状況検査に係る業務の請
負

一般競争（最低価格） 第１四半期
技術政策課
研究推進室

12
諸外国における国際共同研究の調
査の請負

一般競争（総合評価） 第１四半期 通信規格課

13
Web of Thingsの標準化動向及びユー
スケース等に関する調査検討の請負
（仮称）

一般競争（総合評価） 第１四半期 通信規格課

14
データ流通に関する国際標準化動向
及び戦略的な標準化方策についての
調査検討の請負（仮称）

一般競争（総合評価） 第１四半期 通信規格課

15
スマートIoT推進フォーラム国際連携推
進

一般競争（総合評価） 第３四半期 通信規格課

16
無線LANブロードキャスト技術の国際
標準化動向等に関する調査検討の請
負（仮称）

一般競争（総合評価） 第１四半期 通信規格課

17
工場におけるIoT機器の適正な電波
利用を図るための人材育成方策に関
する調査研究の請負

一般競争（総合評価） 第１四半期 通信規格課

18
医療・救護活動等の非常用通信シ
ステムの適正な利用に係る人的能力
強化に関する調査検討の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期 宇宙通信政策課

19
低緯度地域における高精度測位技
術を活用した効率的営林システムの
実証

一般競争（最低価格） 第１四半期 宇宙通信政策課

20
中南米におけるデジタル経済イベン
ト・人材育成・招聘における事務請
負

一般競争（最低価格） 第１四半期 国際協力課

21
ペルー共和国の日系社会における
ICTを活用した教育ネットワークの展
開にむけた調査の請負

一般競争（総合評価） 第１四半期 国際協力課

22
コロンビアにおける農業情報基盤を用
いた農業IoTプラットフォーム導入に向
けた実証調査の請負

一般競争（総合評価） 第１四半期 国際協力課

23
太平洋島嶼国におけるICT事情に関
する調査

一般競争（総合評価） 第２四半期 国際協力課

24
カンボジア及びラオスにおける情報通
信システム等の海外展開に向けた調
査研究の請負

一般競争（総合評価） 第２四半期 国際協力課

25
ミャンマー運輸・通信省職員の招へい
研修

一般競争（最低価格） 第２四半期 国際協力課
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26
ミャンマーにおける国民IDシステムの導
入に向けた実証実験

一般競争（総合評価） 第２四半期 国際協力課

27
タイにおけるデータ利活用プラット
フォームの実現に向けた実証実験

一般競争（総合評価） 第２四半期 国際協力課

28
ベトナムにおけるスマートシティ構築の
評価指標策定・評価プロセス選定に
向けた調査の請負

一般競争（総合評価） 第１四半期 国際協力課

29
トランスフォームアフリカサミット2018に
おけるジャパンパビリオン出展等に要す
る協賛金の支出

随意契約 第１四半期 国際協力課

30
TICAD 7における公式サイドイベント
「日・アフリカICTハイレベルラウンドテー
ブル」

随意契約 第２四半期 国際協力課

31
サウジアラビア、UAEにおける情報通
信分野の協力強化に向けた調査

一般競争（総合評価） 第１四半期 国際協力課

32
アフリカにおけるICTを活用した農業の
導入可能性に関する調査研究の請
負

一般競争（総合評価） 第１四半期 国際協力課

33
アフリカにおける情報通信・郵便分野
の情報収集・調査事業の請負

一般競争（総合評価） 第１四半期 国際協力課

34
認証技術を活用した乗員検知システ
ムの展開に関する調査研究の請負

一般競争（総合評価） 第２四半期 国際経済課

35
我が国ICTのグローバルマーケットへの
展開のための海外大規模展示会の
活用に関する調査研究の請負

一般競争（総合評価） 第２四半期 国際経済課

36

自由で開かれたインド太平洋戦略に
基づくICT分野における日米第三国
連携の促進に関する調査研究の請
負

一般競争（総合評価） 第２四半期 国際経済課

37
インド太平洋地域における第三国連
携強化に向けた人的交流の促進に
関する請負

一般競争（総合評価） 第１四半期 国際経済課

38
ロシアにおける我が国の情報通信技
術の導入可能性に関する調査等の
請負

一般競争（総合評価） 第１四半期 国際経済課

39
ロシアにおける我が国の情報通信技
術の導入に向けた人的交流、広報
等に関する請負

一般競争（総合評価） 第１四半期 国際経済課

部局名：情報流通行政局

番号 案件名 契約方式 WTO対象案件 契約予定時期 執行課室名 備考

1
諸外国における放送コンテンツの権利
処理の実態等に関する調査研究の
請負

一般競争（総合評価） 第１四半期 情報通信作品振興課

2
放送コンテンツ製作取引における相
談・紛争解決促進に関する調査研
究(仮)

一般競争（総合評価） 第２四半期 情報通信作品振興課
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3
災害情報の迅速・円滑な提供のため
の共通的配信基盤の整備に関する
実証（仮）

一般競争（総合評価） 第１四半期 情報通信作品振興課

4
放送コンテンツのネット同時配信にお
けるトラフィック量の削減方策に関する
調査研究

一般競争（総合評価） 第１四半期 情報通信作品振興課

5
適正なコンテンツ流通の在り方及び
放送コンテンツの流通の活性化の確
保のための調査研究（仮）

一般競争（総合評価） 第３四半期 情報通信作品振興課

6
4K・8K衛星放送に係る高度なサービ
スの実現に向けた8K放送技術の実
証の請負

一般競争（総合評価） 第２四半期 衛星・地域放送課

7
ケーブルテレビの次世代映像配信技
術に関する調査研究の請負

一般競争（総合評価） 第１四半期
衛星・地域放送課
地域放送推進室

8
IPマルチキャスト方式による放送への
マイグレーションに関する調査研究

一般競争（総合評価） 第１四半期
衛星・地域放送課
地域放送推進室

9
放送分野における非常時の情報伝
達手段の調査研究の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期
衛星・地域放送課
地域放送推進室

10

平成31年度 IoTの安心・安全かつ適
正な利用環境の構築（IoT利用環境
の適正な運用及び整備等に資するガ
イドライン等策定）に係る実証事業

随意契約（公募） 第２四半期 情報流通振興課

11
IoT利用環境の適正な運用及び整
備等に資するガイドライン等の策定及
び業務執行管理等に関する請負

一般競争（総合評価） 第１四半期 情報流通振興課

12
地方公共団体のオープンデータ化に
向けた研修実施等に関する実証の
請負

一般競争（総合評価） ○ 第１四半期 情報流通振興課

13
オープンデータを含む官民データ等の
利活用促進に関する調査の請負

一般競争（総合評価） 第１四半期 情報流通振興課

14

平成31年度予算「地域IoT実装推
進事業」及び「データ利活用型スマー
トシティ推進事業」における経理処理
に係る補助業務等の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期 情報流通振興課

15
平成31年度ふるさとテレワークポータ
ルサイトの保守・管理等に係る請負

一般競争（最低価格） 第１四半期 情報流通振興課

16
電気通信行政情報システムのJavaア
プレット廃止に伴う機能開発等の請
負

一般競争（最低価格） ○ 第１四半期 情報流通振興課

17

電気通信行政情報システムの制度
改正に係る機能開発等の請負
（電気通信事業者管理業務、電気
通信資格者管理業務）

一般競争（最低価格） ○ 第２四半期 情報流通振興課

18
遠隔医療モデルの構築に資する実証
事業

一般競争（総合評価） 第１四半期
情報流通振興課

情報流通高度化推進室

19
レセプトデータを活用した診療支援シ
ステムの構築に資する実証事業

一般競争（総合評価） 第１四半期
情報流通振興課

情報流通高度化推進室
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20
PHRサービスの普及展開に資する調
査研究

一般競争（総合評価） 第１四半期
情報流通振興課

情報流通高度化推進室

21
メキシコ及びコロンビアにおけるモバイル
端末を活用した遠隔医療システムの
展開に向けた調査研究の請負

一般競争（総合評価） 第１四半期
情報流通振興課

情報流通高度化推進室

22
「テレワーク・デイズ2019」の実施に係
る調査研究の請負

一般競争（総合評価） 第１四半期
情報流通振興課

情報流通高度化推進室

23
　「テレワーク・デイズ2019」に係る新
聞広告の掲載請負

一般競争（総合評価） 第１四半期
情報流通振興課

情報流通高度化推進室

24
平成31年度 テレワークの裾野拡大に
向けた調査研究に係る請負

一般競争（総合評価） 第１四半期
情報流通振興課

情報流通高度化推進室

25
テレワークマネージャー派遣事業の検
証及び効果的な運営に関する調査
研究等の請負

一般競争（総合評価） 第１四半期
情報流通振興課

情報流通高度化推進室

26
ビッグデータを活用したテレワーク・デイ
ズ2019の効果測定に関する請負

一般競争（総合評価） 第１四半期
情報流通振興課

情報流通高度化推進室

27
「スマートスクール」の実現に向けた調
査研究（2019年度）

一般競争（総合評価） 第１四半期
情報流通振興課
情報活用支援室

28
「地域ICTクラブ」実証事業の進捗管
理支援及び普及推進に向けた調査
研究の請負

一般競争（総合評価） 第１四半期
情報流通行政局
情報活用支援室

29
地域ICTクラブ普及推進に向けたポー
タルサイトのあり方に関する調査研究
の請負

一般競争（総合評価） 第１四半期
情報流通行政局
情報活用支援室

30
障害情報共有プラットフォームの構築
に向けた調査研究の請負

一般競争（総合評価） 第１四半期
情報流通振興課
情報活用支援室

31

平成31年度予算「地域IoT実装推
進事業」及び「データ利活用型スマー
トシティ推進事業」における経理処理
に係る補助業務等の請負

一般競争（総合評価） 第１四半期 地域通信振興課

32
公衆無線LAN環境整備支援事業の
経理処理に係る補助業務等の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期 地域通信振興課

33
防災等に資する公衆無線LANの活
用状況等に関する調査等の請負

一般競争（総合評価） 第２四半期 地域通信振興課

34
Ｌアラートを活用した災害対応支援シ
ステム構築に関する実証の請負

一般競争（総合評価） ○ 第１四半期 地域通信振興課

35
Ｌアラートの利活用推進のための人材
育成研修に関する請負

一般競争（最低価格） 第１四半期 地域通信振興課

36
平成31年度地理空間情報の利活
用促進を図るための人材育成方策に
関する調査研究の請負

一般競争（総合評価） 第１四半期 地域通信振興課

37
「Ｌアラート全国合同訓練2019」にお
けるLアラート情報の正確性向上に関
する調査研究

随意契約（少額） 第１四半期 地域通信振興課
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38
革新的ビッグデータ処理技術導入推
進事業（RPA導入補助事業）の経理
処理に係る補助業務等の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期
地域通信振興課

地方情報化推進室

39
ICT等の地域実装の推進及び事例の
情報展開に関する調査研究等の請
負

一般競争（総合評価） 第２四半期
地域通信振興課

地方情報化推進室

40
自治体CIO育成研修の研修教材の
改修の請負

随意契約（企画競争） 第１四半期
地域通信振興課

地方情報化推進室

41
自治体行政スマートプロジェクト（都
道府県補完モデル）

未定 第１四半期
地域通信振興課

地方情報化推進室

42
国際放送業務に関する調査研究の
請負

一般競争（総合評価） 第３四半期
衛星・地域放送課
国際放送推進室

43
競技会場における避難情報の提供に
関する調査研究

一般競争（総合評価） 第１四半期 情報通信政策課

44
高度な映像配信技術の社会実装に
向けた調査研究

一般競争（総合評価） 第１四半期 情報通信政策課

45
「平成31年情報通信業基本調査」
の調査票等の調製及び集計等の請
負

一般競争（最低価格） 第１四半期 情報通信政策課

46
「平成31年通信利用動向調査」の
調査票の調製等調査実施に係る事
及び集計に係る事務の請負

一般競争（総合評価） ○ 第１四半期
情報通信政策課
情報通信経済室

47
「平成31年通信利用動向調査」の
電子調査票（企業調査票）の開発

一般競争（最低価格） 第２四半期
情報通信政策課
情報通信経済室

48
世界デジタルサミット２０１９の運営及
び管理等に係る事務の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期
情報通信政策課
情報通信経済室

49
国内外におけるICT市場及び関連
市場の動向分析に関する調査研
究の請負

一般競争（総合評価） 第１四半期
情報通信政策課
情報通信経済室

50
「平成31年　情報通信に関する現状
報告」の版下作成等の請負

随意契約（企画競争） 第１四半期
情報通信政策課
情報通信経済室

51
可搬型予備送信設備等の活用事
業の業務委託（平成31年度）

一般競争（最低価格） 第１四半期 地上放送課

52
ＦＭ補完放送（ワイドＦＭ）に係る周
知広報の請負

一般競争（総合評価） ○ 第２四半期 地上放送課

53 ラジオ放送に関する調査研究 一般競争（総合評価） 第２四半期 地上放送課

54
視聴覚障害者向け放送等に係る調
査研究

一般競争（総合評価） 第２四半期 地上放送課

55
地デジ移行・普及促進のための技術
支援、人材育成及び調査 一般競争（総合評価） 第１四半期 国際協力課

放送技術課

56
超高精細度放送技術の海外展開に
関する業務の請負 一般競争（総合評価） 第２四半期 放送技術課

57

1.2GHz帯等における4K・8K用FPU
導入のための技術的条件に関する調
査検討

一般競争（総合評価） 第１四半期 放送技術課
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58

放送用周波数を有効活用する技術
方策に関する調査検討（新たな放
送サービスの実現に向けた調査検
討）の請負

一般競争（総合評価） 第１四半期 放送技術課

59

放送用周波数を有効活用する技術
方策に関する調査検討（効率的な
周波数利用の実現に向けた調査検
討）の請負

一般競争（総合評価） 第１四半期 放送技術課

60

放送用周波数の更なる効率的な利
用に向けた技術基準の在り方に関す
る調査検討の請負

一般競争（総合評価） 第１四半期 放送技術課

61
ＩＣＴを活用するなどした郵便局と地方
自治体等の連携のあり方に関する調
査研究の請負

一般競争（総合評価） 第１四半期
郵政行政部

企画課

62
郵政事業のユニバーサルサービスコス
トの算定等に関する調査研究の請負

一般競争（総合評価） 第１四半期
郵政行政部

郵便課

63
郵便のサービス水準等に関する調査
研究等の請負

一般競争（最低価格） 第３四半期
郵政行政部

郵便課

64
アジア＝太平洋郵便連合（ＡＰＰＵ）
執行理事会開催に関する事務の請
負

一般競争（最低価格） 第１四半期
郵政行政部

郵便課国際企画室

65 海外郵政関連情報の収集等の請負 一般競争（総合評価） 第４四半期
郵政行政部

郵便課国際企画室

66
郵政事業を取り巻く経済環境に関す
る調査

一般競争（総合評価） 第２四半期
郵政行政部
貯金保険課

67
保険計理に係る監督基準等に関す
る調査研究の請負

一般競争（総合評価） 第２四半期
郵政行政部
貯金保険課

68
「信書制度周知用ポスター・チラシ」の
デザインの製版作成の請負

随意契約（企画競争） 第３四半期 郵政行政部信書便事業課

69
「信書制度周知用ポスター・チラシ」の
印刷・梱包発送の請負

随意契約（少額） 第４四半期 郵政行政部信書便事業課

部局名：サイバーセキュリティ統括官室

番号 案件名 契約方式 WTO対象案件 契約予定時期 執行課室名 備考

1
サイバー攻撃の防御に向けた情報共
有基盤に関する実証実験の請負
（仮）

一般競争（総合評価） ○ 第２四半期 サイバーセキュリティ統括官室

2
機械学習を用いた脆弱性情報の深
刻度・信頼度評価に関する実証実
験の請負（仮）

一般競争（総合評価） ○ 第２四半期 サイバーセキュリティ統括官室

3
情報通信ネットワークの高度化に向け
たセキュリティ対策の調査研究の請負
（仮）

一般競争（総合評価） ○ 第２四半期 サイバーセキュリティ統括官室
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4
契約者間等の情報共有体制
（ISAO）の推進の請負（仮）

一般競争（総合評価） 第１四半期 サイバーセキュリティ統括官室

5
地域のIoTシステムのセキュリティ要件
等のガイドライン化に関する請負（仮）

一般競争（総合評価） 第１四半期 サイバーセキュリティ統括官室

6
パスワード設定等に不備のあるIoT機
器等の利用者に対する注意喚起サ
ポート業務等の実施

一般競争（最低価格） 第１四半期 サイバーセキュリティ統括官室

7
ASEAN諸国における標的型サイ
バー攻撃対策ソリューションの適用
性調査の請負（仮）

一般競争（総合評価） 第１四半期 サイバーセキュリティ統括官室

8
ISP向け日ASEANサイバーセキュリ
ティワークショップの開催の請負
（仮）

一般競争（総合評価） 第１四半期 サイバーセキュリティ統括官室

9
ISAC国際連携ワークショップの開
催の請負（仮）

一般競争（総合評価） 第２四半期 サイバーセキュリティ統括官室

10
サイバー防衛能力の向上に向けた
サイバー演習の実施の請負（仮）

一般競争（総合評価） 第１四半期 サイバーセキュリティ統括官室

11
諸外国におけるサイバーセキュリ
ティ動向の調査研究の請負（仮）

一般競争（総合評価） 第２四半期 サイバーセキュリティ統括官室

12
地域におけるサイバーセキュリティ人材
育成事業の請負（仮）

一般競争（総合評価） 第１四半期 サイバーセキュリティ統括官室

13
公衆無線LANのセキュリティ対策に係
る周知啓発事業の請負（仮）

一般競争（総合評価） 第１四半期 サイバーセキュリティ統括官室

14
トラストサービスに関する調査の請負
（仮）

一般競争（総合評価） 第１四半期 サイバーセキュリティ統括官室
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部局名：総合通信基盤局

番号 案件名 契約方式 WTO対象案件 契約予定時期 執行課室名 備考

1
固定電話網の接続料算定に用いる
モデルの構築に関する調査研究

随意契約（公募） 第１四半期 料金サービス課

2
電気通信事業者が取得すべき接続
料の算定等に関する調査研究

一般競争（総合評価） 第３四半期 料金サービス課

3
電気通信役務の提供に係る利用者
料金政策に関する調査研究

一般競争（総合評価） 第３四半期 料金サービス課

4
ユニバーサルサービス政策に関する調
査研究

一般競争（総合評価） 第３四半期 料金サービス課

5
データセンターの地域分散化の在り方
に関する調査研究

一般競争（総合評価） 第２四半期 データ通信課

6
無料公衆無線LANサービスの提供実
態等の調査研究

一般競争（総合評価） 第２四半期 データ通信課

7
インターネット資源の効率的な利用に
関する調査研究

一般競争（総合評価） 第２四半期 データ通信課

8
ネットワークの効率的活用に関する調
査研究

一般競争（総合評価） 第２四半期 データ通信課

9
 IoT利用環境の構築に向けたIPv6導
入のためのガイドライン等策定に関す
る調査検討

一般競争（総合評価） 第１四半期 データ通信課

10 文書の発送等の業務の請負 一般競争（最低価格） 第１四半期 データ通信課

11
電気通信事業における総務省施策
等に関する情報提供資料の提供に
関する業務の請負

一般競争（最低価格） 第２四半期 データ通信課

12 文書の印刷・封入等の業務の請負 一般競争（最低価格） 第３四半期 データ通信課

13
届出電気通信事業者の事業実態
等の調査の請負

一般競争（最低価格） 第４四半期 データ通信課

14 ICTユニットの調達 随意契約 第１四半期 電気通信技術システム課

15
ネットワークの変化に対応した端末機
器の基準認証制度に関する調査

一般競争（最低価格） 第１四半期 電気通信技術システム課

16
平成31年度災害対策用移動電源
車の維持管理等

随意契約 第１四半期
電気通信技術システム課

安全・信頼性対策室

17
非常時情報伝達ネットワークシステム
のサービス提供の請負

随意契約（公募） 第１四半期
電気通信技術システム課

安全・信頼性対策室

18
電気通信事業における電気通信番
号政策に関する調査研究

一般競争（総合評価） 第２四半期
電気通信技術システム課

番号企画室

19
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負

一般競争（総合評価） 第１四半期 消費者行政第一課

20
インターネット利用におけるトラブル事
例等に関する調査研究の請負

一般競争（総合評価） 第１四半期 消費者行政第一課
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21
高齢者等を対象としたIoT機器に係る
電波の適正利用促進に向けた啓発
の在り方等に関する調査の請負

一般競争（総合評価） 第２四半期 消費者行政第一課

22
苦情・相談受付システム（ＣＴＩシステ
ム）の保守及び運用における支援業
務等の請負（2019年度）

随意契約（公募） 第１四半期 消費者行政第一課

23
電気通信サービスに関する情報提供
の推進を内容としたパンフレット（平成
３１年度）の企画及び版下作成等

随意契約（企画競争） 第３四半期 消費者行政第一課

24
電気通信サービスの利用に関する情
報提供の推進を内容としたパンフレッ
トの印刷及び発送請負

随意契約（少額） 第４四半期 消費者行政第一課

25
PSTNマイグレーションに係る周知啓
発文書の企画及び版下作成等

随意契約（企画競争） 第３四半期 消費者行政第一課

26
PSTNマイグレーションに係る周知啓
発文書の印刷及び発送請負

随意契約（少額） 第３四半期 消費者行政第一課

27

電気通信サービスの苦情・相談受付
システム（ＣＴＩシステム）における総務
省ＬＡＮ端末のＯＳ（Windows10）移
行に伴う対応の請負

随意契約（公募） 第１四半期 消費者行政第一課

28
電気通信サービスの苦情・相談受付
システム（ＣＴＩシステム）における音声
録音環境構築の請負

随意契約（公募） 第２四半期 消費者行政第一課

29
電気通信事業外分野における販売
実態調査の請負

一般競争（総合評価） 第２四半期 消費者行政第一課

30
消費者保護ルールの見直しに係る調
査の請負

一般競争（総合評価） 第２四半期 消費者行政第一課

31
販売代理店届出制度に係るシステム
の設計・開発等の請負

一般競争（総合評価） 第２四半期 消費者行政第一課

32
販売代理店届出制度に係る入力等
業務の請負

一般競争（最低価格） 第２四半期 消費者行政第一課

33
電気通信サービスの説明状況及び利
用者理解状況の実態調査の請負

一般競争（最低価格） 第３四半期 消費者行政第一課

34
電気通信サービスにおける利用者の
苦情・相談実態調査の請負

一般競争（最低価格） 第３四半期 消費者行政第一課

35
携帯電話契約締結に係る本人確認
手法についての調査（仮称）

一般競争（総合評価） 第２四半期 消費者行政第二課

36
電話受付代行業及び電話転送サー
ビス事業の実態把握のための調査
（仮称）

一般競争（総合評価） 第２四半期 消費者行政第二課

37
インターネット上の違法・有害情報関
係調査請負（仮称）

一般競争（総合評価） 第１四半期 消費者行政第二課

38
違法有害情報相談センターSNS相
談についての試行調査（仮称）

一般競争（総合評価） 第２四半期 消費者行政第二課

39
スマートフォン・プライバシー・アウトルッ
クについての調査（仮称）

一般競争（総合評価） 第２四半期 消費者行政第二課
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40
利用者情報に関する調査業務請負
（仮称）

一般競争（最低価格） 第２四半期 消費者行政第二課

41
海外政府におけるDMARCの導入状
況における調査（仮称）

一般競争（総合評価） 第２四半期 消費者行政第二課

42
動的な周波数割当に向けた無線局
間の共用に関する調査検討

一般競争（総合評価） 第１四半期 電波政策課

43
船舶局無線従事者証明用訓練機
器の購入

随意契約（少額） 第１四半期 電波政策課

44

2020年東京オリンピック・パラリンピック
競技大会に伴って開設される無線局
と既存無線局の周波数共用に関す
る調査検討

一般競争（総合評価） 第１四半期 電波政策課

45

2020年東京オリンピック・パラリンピック
競技大会に伴って開設される無線局
と新規無線システムとの周波数共用
に関する調査検討

一般競争（総合評価） 第１四半期 電波政策課

46
移動通信システムと他の無線システム
とのダイナミックな周波数共用に関す
る調査検討

一般競争（総合評価） 第１四半期 電波政策課

47
移動通信システムと他の無線システム
とのダイナミックな周波数共用のための
システムに関する調査検討

一般競争（総合評価） 第１四半期 電波政策課

48
移動通信システムと他の無線システム
とのダイナミックな周波数共用のための
フィールド等実証に関する調査検討

一般競争（総合評価） 第１四半期 電波政策課

49
「諸外国における移動通信システムの
周波数割当制度等に関する調査研
究」の請負

一般競争（総合評価） 第１四半期 電波政策課

50
ダイナミック周波数共用システムのあり
方に係る調査検討

一般競争（総合評価） 第１四半期 電波政策課

51

平成31年度電波の利用状況調査の
実行及び平成32年度電波の利用状
況調査の準備に係る支援作業の請
負

一般競争（総合評価） 第２四半期 電波政策課

52
平成31年度電波の発射状況調査に
係る測定調査の請負

一般競争（総合評価） 第２四半期 電波政策課

53
スペクトラム・アナライザ、測定用アンテ
ナ及び付属品の借入

一般競争（最低価格） ○ 第２四半期 電波政策課

54
電波の発射状況に関する置局調査
及び測定調査の請負

一般競争（総合評価） 第２四半期 電波政策課

55
臨時の電波の利用状況調査の実行
に係る支援作業の請負

一般競争（総合評価） 第２四半期 電波政策課

56
平成31年度 Connected Car社会の
実現に向けた新たなワイヤレスシステ
ムの調査検討

一般競争（総合評価） 第１四半期 移動通信課
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57
平成31年度 我が国のV2X技術の海
外展開に関する調査研究の請負

随意契約（公募） 第１四半期 移動通信課

58

平成31年度 「国際標準化連絡調
整事務」のうち「ITS用周波数の世界
的調和に対応するための国際機関
等との連絡調整事務」の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期 移動通信課

59
携帯電話のエリア整備及び電波遮へ
い対策に関する調査研究の請負

一般競争（総合評価） 第１四半期 移動通信課

60

4.9GHzから5.0GHzへ第５世代移動
通信システムを導入するための既存
無線システム等との共用検討等の請
負

一般競争（総合評価） 第１四半期 移動通信課

61
平成31年度電子申請促進・免許失
効防止対策ハガキの請負

一般競争（最低価格） 第１四半期 移動通信課

62
「免許状の送料受取人払方式」対
応に伴う印刷・封緘・発送等業務の
請負（平成31年度）

随意契約（公募） 第１四半期 移動通信課

63
2020年代の移動通信システムの国
際協調に向けた国際機関等との連
絡調整事務の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期 移動通信課

64
第５世代移動通信システムの国際協
調に向けた国際機関等との連絡調
整事務の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期 移動通信課

65

第５世代移動通信システムの国際協
調に向けた国際会合の支援及び広
報コンテンツ作成による連絡調整事
務等の請負

一般競争（総合評価） ○ 第１四半期 移動通信課

66
5.7GHz帯における高効率周波数利
用技術の研究開発

随意契約（公募） 第１四半期 移動通信課

67
「非常通信事務必携」の印刷・製
本・梱包発送

随意契約（少額） 第１四半期 重要無線室

68
「災害対策用移動通信機器の貸与
のご案内」リーフレットの印刷・・梱包
発送

随意契約（少額） 第１四半期 重要無線室

69
災害対策用移動通信機器の維持
管理等の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期 重要無線室

70
公共安全ＬＴＥの実現に向けた調査
検討の請負

一般競争（総合評価） 第1四半期 重要無線室

71
第５世代移動通信システムの国際協
調に向けた国際機関等との連絡調
整事務の請負

一般競争（最低価格） 第1四半期 重要無線室

72
電気通信機器に関する基準認証制
度等の各国制度調査及び国際ワー
クショップの開催に係る事務の請負

一般競争（総合評価） 第２四半期 電波環境課認証推進室

73
市場に流通する無線設備の技術基
準への適合性等に関する調査の請
負

一般競争（総合評価） 第２四半期 電波環境課認証推進室
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74
ワイヤレス電力伝送システムの国際標
準化に向けた国際機関等との連絡
調整事務

一般競争（最低価格） 第１四半期 電波環境課

75
無線機器の型式検定に係る受検機
器の試験業務等の請負

随意契約（公募） 第１四半期 電波環境課認証推進室

76
沿岸測定用簡易型鉄塔施設整備
（未定）

随意契約（少額） 第１四半期 電波環境課認証推進室

77
平成31年度無線局用検査機器の
調達について

一般競争（最低価格） ○ 第２四半期 電波環境課

78 高性能較正器の保守業務の請負 随意契約（公募） 第１四半期 電波環境課

79
高性能較正機器の再借入れについ
て（信越総合通信局、北陸総合通
信局）

随意契約 第１四半期 電波環境課

80
高性能較正機器の再借入れについ
て（北海道総合通信局、四国総合
通信局及び沖縄総合通信事務所）

随意契約 第１四半期 電波環境課

81

高性能較正機器の借入れについて
（東北総合通信局、関東総合通信
局、東海総合通信局、近畿総合通
信局）

一般競争（総合評価） ○ 第２四半期 電波環境課

82
無線設備の適合性評価における試
験方法等に関する技術試験事務

一般競争（総合評価） 第２四半期 電波環境課

83
医療機関における安心・安全な電波
利用の推進方策に関する調査等の
請負

一般競争（最低価格） 第１四半期 電波環境課

84
平成31年度電波の安全性に関する
相談内容の分析業務実施等におけ
る業務支援作業の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期 電波環境課

85

平成３１年度生体電磁環境及び電
波の安全性に関する評価技術研究
等における経理状況検査等に係る業
務の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期 電波環境課

86

平成31年度「電波の植込み型医療
機器及び在宅医療機器等への影響
に関する調査」のうち調査検討の請
負

一般競争（総合評価） 第１四半期 電波環境課

87

平成31年度「電波の植込み型医療
機器及び在宅医療機器等への影響
に関する調査」 のうち測定業務の請
負

一般競争（総合評価） 第１四半期 電波環境課

88
電波の安全性に関するリスクコミュニ
ケーションの調査・支援業務の請負

一般競争（最低価格） 第２四半期 電波環境課

89
電波防護に関する国外の基準・規制
動向調査

一般競争（総合評価） 第２四半期 電波環境課

90
電気通信事業における電気通信番
号政策に関する調査研究（仮）

一般競争（総合評価） 第２四半期
電気通信技術システム課番号

企画室
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91
平成31年度電波適正利用推進員
活動の運営管理等の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期
電波環境課
監視管理室

92
重要無線通信妨害対策用携帯電
話の使用料の支払い

随意契約 第１四半期
電波環境課
監視管理室

93
電波利用環境保護活動用ポスター
等の印刷の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期
電波環境課
監視管理室

94
電波利用環境保護周知啓発活動に
おける日刊全国新聞への広告掲載
による注意喚起の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期
電波環境課
監視管理室

95
電波利用環境保護周知啓発活動に
おける専門紙・業界紙への広告掲載
による注意喚起の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期
電波環境課
監視管理室

96
電波利用環境保護周知啓発活動に
おける電車中吊り広告及び駅構内
広告掲載による注意喚起の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期
電波環境課
監視管理室

97
電波利用環境保護周知啓発活動に
おけるインターネット広告掲載による注
意喚起の請負

一般競争（最低価格） ○ 第１四半期
電波環境課
監視管理室

98 電波利用に関する意識調査の請負 一般競争（総合評価） 第１四半期
電波環境課
監視管理室

99
電波利用環境保護活動用ポスター
等の版下作成の請負

随意契約（企画競争） 第２四半期
電波環境課
監視管理室

100
平成31年度周知啓発用教材構築
等の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期
電波環境課
監視管理室

101
平成31年度無線設備試買テストの
測定業務等の請負

一般競争（総合評価） 第１四半期
電波環境課
監視管理室

102
平成31年度漏洩電波による障害の
除去調査の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期
電波環境課
監視管理室

103
平成31年度電波混信・不要輻射状
況調査の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期
電波環境課
監視管理室

104
大規模イベントにおける電波監視業
務手法に係る訓練等の支援について

一般競争（最低価格） 第１四半期
電波環境課
監視管理室

105
短波監視施設の広域イーサネット通
信回線契約（2019年４月～10月）

随意契約 ○ 第１四半期
電波環境課
監視管理室

106
短波監視施設　広域イーサネット通
信回線等提供の請負（平成31年度
～）

一般競争（最低価格） ○ 第１四半期
電波環境課
監視管理室

107
平成31年度遠隔方位測定設備セン
サ等回線一括提供の請負（４月～９
月）

随意契約 ○ 第１四半期
電波環境課
監視管理室

108
遠隔方位測定設備センサ等回線一
括提供の請負

一般競争（最低価格） ○ 第１四半期
電波環境課
監視管理室

109
平成31年度遠隔方位測定設備セン
タ局間の通信回線の提供の請負（４
月～６月）

随意契約（公募） 第１四半期
電波環境課
監視管理室

110
遠隔方位測定設備センタ局間通信
回線の提供の請負

一般競争（最低価格） ○ 第１四半期
電波環境課
監視管理室
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111
平成31年度 不法無線局探索車の
借入（DEURAS-M5）

一般競争（総合評価） ○ 第１四半期
電波環境課
監視管理室

112
平成31年度 電波監視車両（小型
監視車）の借入

一般競争（総合評価） ○ 第１四半期
電波環境課
監視管理室

113
平成31年小型監視車（緊急））の借
入

一般競争（総合評価） ○ 第１四半期
電波環境課
監視管理室

114
平成31年度　電波監視車両の継続
借入

随意契約 ○ 第１四半期
電波環境課
監視管理室

115
第５世代移動通信対応電波監視用
スペクトラム・アナライザの借入

一般競争（総合評価） ○ 第１四半期
電波環境課
監視管理室

116 平成31年度 電波暗室の借入れ 一般競争（最低価格） 第１四半期
電波環境課
監視管理室

117
平成31年度　短波監査装置の保守
の請負

随意契約 第１四半期
電波環境課
監視管理室

118
遠隔方位測定設備（Ａ）の保守の請
負

随意契約 ○ 第１四半期
電波環境課
監視管理室

119
遠隔方位測定設備（Ｂ）、短波監視
施設及び宇宙電波監視施設の保守
の請負

随意契約 ○ 第１四半期
電波環境課
監視管理室

120
平成31年度 遠隔方位測定設備等
のモバイル回線契約

随意契約 第１四半期
電波環境課
監視管理室

121
遠隔方位測定設備可搬型センサ等
の通信回線

随意契約（少額） 第３四半期
電波環境課
監視管理室

122
平成31年度 遠隔方位測定設備 移
動系閉域ネットワーク接続点使用料
の支払い

随意契約 第１四半期
電波環境課
監視管理室

123
平成31年度電波監視業務連絡用
IP無線機の通信回線契約

随意契約 第１四半期
電波環境課
監視管理室

124
平成31年度　小型モニタリングセンサ
による電波発射状況及び発射源の
データ提供の請負（継続）

一般競争（最低価格） ○ 第１四半期
電波環境課
監視管理室

125
平成31年度電波監視技術等動向
調査の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期
電波環境課
監視管理室

126
平成31年度短波監視設備共同運
用に向けた調査検討の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期
電波環境課
監視管理室

127
国際電気通信連合（ITU）の出版物
の購入

随意契約 第１四半期
電波環境課
監視管理室

128
次世代宇宙電波監視施設の構築に
向けた検討

一般競争（最低価格） 第１四半期
電波環境課
監視管理室

129
平成31年度 小型モニタリングセンサに
よる電発射状況等のデータ提供の請
負

一般競争（最低価格） ○ 第２四半期
電波環境課
監視管理室

130
平成31年度遠隔方位測定設備セン
サ置局調査の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期
電波環境課
監視管理室

131
遠隔方位測定設備　地方センタ局
更改（信越・北陸）

随意契約 ○ 第２四半期
電波環境課
監視管理室

132 DEURASセンタ局機能改修 随意契約 ○ 第３四半期
電波環境課
監視管理室



25 / 28 ページ

133 DEURASセンサ更改（第1期） 一般競争（総合評価） ○ 第１四半期
電波環境課
監視管理室

134 DEURASセンサ更改（第2期） 一般競争（総合評価） ○ 第１四半期
電波環境課
監視管理室

135 DEURASセンサ更改（第3期） 一般競争（総合評価） ○ 第１四半期
電波環境課
監視管理室

136
遠隔方位測定設備　可搬センサⅡb
型の調達

随意契約 ○ 第１四半期
電波環境課
監視管理室

137
遠隔方位測定設備　可搬センサ設
置の請負

随意契約 ○ 第１四半期
電波環境課
監視管理室

138
遠隔方位測定設備SSRセンサ設置
の請負

随意契約 ○ 第１四半期
電波環境課
監視管理室

139 閉空間電波監視設備の設置の請負 随意契約 ○ 第２四半期
電波環境課
監視管理室

140
平成31年度　電波発射源可視化装
置の機能改修

随意契約 ○ 第１四半期
電波環境課
監視管理室

141
静止衛星監視設備の経年劣化等に
伴う修繕の請負

随意契約 ○ 第１四半期
電波環境課
監視管理室

142
電波規正用無線局送信装置の調
達

一般競争（最低価格） ○ 第２四半期
電波環境課
監視管理室

143
電波監視業務連絡用ＶＨＦ無線機
の調達

一般競争（最低価格） ○ 第１四半期
電波環境課
監視管理室

144
蓄積型電界強度分布解析装置の
調達

一般競争（最低価格） ○ 第１四半期
電波環境課
監視管理室

145
第5世代移動通信対応電波監視用
スペクトラム・アナライザの購入

一般競争（総合評価） ○ 第１四半期
電波環境課
監視管理室

146
第5世代移動通信対応電波監視用
ハンドヘルド・アナライザの購入

一般競争（総合評価） ○ 第１四半期
電波環境課
監視管理室

147 携帯型方向探知機の調達 一般競争（最低価格） ○ 第２四半期
電波環境課
監視管理室

148
遠隔方位測定設備可搬センサの改
修

随意契約 ○ 第２四半期
電波環境課
監視管理室

149 特別電波監視体制の構築の請負 一般競争（最低価格） ○ 第２四半期
電波環境課
監視管理室

150
「公共用無線局に係る電波利用料
制度等の調査」の請負（仮称）

一般競争（総合評価） 第１四半期
電波政策課

電波利用料企画室

151

平成31年度総合無線局監理システ
ムと連携した電波利用料徴収業務
支援用電話応答装置におけるシステ
ム運用及び納付案内オペレータ業務
の請負

随意契約（公募） 第１四半期
電波政策課

電波利用料企画室

152
平成31年度コンビニエンスストアにお
ける電波利用料の納付受託業務に
係る収納代行業務の請負

随意契約（公募） 第１四半期
電波政策課

電波利用料企画室

153
総合無線局監理システム　収納情
報連絡用オンライン通信回線の借入
れ（2019年度）

随意契約（公募） 第１四半期
電波政策課

電波利用料企画室

154
平成31年度電波利用料の徴収等に
関する法律相談等の請負

随意契約 第１四半期
電波政策課

電波利用料企画室
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155
平成31年度電磁的記録媒体運搬
の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期
電波政策課

電波利用料企画室

156
平成31年度電波利用料徴収事務
等の作業に係る補助の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期
電波政策課

電波利用料企画室

157
平成31年度電波利用料徴収口座
振替事務等の作業補助の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期
電波政策課

電波利用料企画室

158 電波利用料関係書類送付用封筒 一般競争（最低価格） 第１四半期
電波政策課

電波利用料企画室

159
電波利用料納付用納入告知書（３
種類）

一般競争（最低価格） 第１四半期
電波政策課

電波利用料企画室

160
電波利用料納入告知書同封リーフ
レット

一般競争（最低価格） 第１四半期
電波政策課

電波利用料企画室

161
総合無線局監理システムと連携した
電波利用料納付用情報入出力装
置の借入

随意契約（公募） 第１四半期
電波政策課

電波利用料企画室

162
平成31年度電波利用料徴収業務
に必要な帳票（改元対応）の調達

随意契約（少額） 第１四半期
電波政策課

電波利用料企画室

163
総合無線局監理システム　コンピュー
タ機器の借入れ・構築及び移行業務
等の請負（2019年度～）

一般競争（総合評価） ○ 第１四半期
電波政策課

電波利用料企画室

164

総合無線局監理システム 電波の発
射状況調査連携に係るコンピュータ
等機器の借入れ・構築及び開発等
の請負（2019年度～）

一般競争（総合評価） ○ 第３四半期
電波政策課

電波利用料企画室

165
総合無線局監理システム　基幹系
機能拡充　設計・開発等の請負
（2019年度　第1期）

一般競争（総合評価） ○ 第１四半期
電波政策課

電波利用料企画室

166
総合無線局監理システム　情報系
機能拡充　設計・開発等の請負
（2019年度　第1期）

一般競争（総合評価） ○ 第１四半期
電波政策課

電波利用料企画室

167
総合無線局監理システム　基幹系
機能拡充　設計・開発等の請負
（2019年度　第2期）

一般競争（総合評価） ○ 第２四半期
電波政策課

電波利用料企画室

168
総合無線局監理システム　情報系
機能拡充　設計・開発等の請負
（2019年度　第2期）

一般競争（総合評価） ○ 第２四半期
電波政策課

電波利用料企画室

169
総合無線局監理システムWEBサイト
内検索サービスの調達（2019年度）

一般競争（最低価格） 第１四半期
電波政策課

電波利用料企画室

170
総合無線局監理システムのネットワー
クに係る電話料金の支払い（2019年
度）

随意契約 第１四半期
電波政策課

電波利用料企画室

171
総合無線局監理システム　プライマリ
センター電気料金の支払い（2019年
度分）

随意契約 第１四半期
電波政策課

電波利用料企画室

172
総合無線局監理システム　バックアッ
プセンター電気料金の支払い（2019
年度分）

随意契約 第１四半期
電波政策課

電波利用料企画室
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173
総合無線局監理システム　オペレー
ションセンター電気料金の支払いにつ
いて（2019年度分）

随意契約 第１四半期
電波政策課

電波利用料企画室

174
総合無線局監理システム　総合通
信局等における無線局諸元整理等
作業の請負（2019年度）

一般競争（最低価格） 第１四半期
電波政策課

電波利用料企画室

175
総合無線局監理システム　基幹系ア
プリケーションプログラムの保守の請負
（2019年度）

一般競争（最低価格） 第１四半期
電波政策課

電波利用料企画室

176
総合無線局監理システム　情報系ア
プリケーションプログラムの保守の請負
（2019年度）

一般競争（最低価格） 第１四半期
電波政策課

電波利用料企画室

177
総合無線局監理システム　総務省
LAN端末およびPARTNER端末にお
けるWindows10対応作業

一般競争（最低価格） ○ 第１四半期
電波政策課

電波利用料企画室

178
総合無線局監理システム　システム
監査の請負（2019年度）

一般競争（最低価格） 第１四半期
電波政策課

電波利用料企画室

179
総合無線局監理システム地図データ
の複製利用許諾に係るサービス利用
料金の支払い（2019年度）

随意契約 第１四半期
電波政策課

電波利用料企画室

180
総務省 電波利用 電子申請・届出
システム等」に係る普及促進活動の
支援業務の請負（2019年度）

随意契約（公募） 第１四半期
電波政策課

電波利用料企画室

181
公的個人認証サービスが提供する電
子証明書失効情報の利用手数料の
支払い（2019年度）

随意契約 第１四半期
電波政策課

電波利用料企画室

182

総合無線局監理システム　プライマリ
センター及びオペレーションセンター用
データ通信用回線等提供の請負
（2019年度～）

一般競争（最低価格） 第１四半期
電波政策課

電波利用料企画室

183
総合無線局監理システム　免許状
発送等代行業者システム接続サービ
ス等提供の請負(2019年度)

一般競争（最低価格） 第１四半期
電波政策課

電波利用料企画室

184
総合無線局監理システム用コン
ピュータ機器(シンクライアントサーバ
等)の借入（2019年度）

一般競争（最低価格） 第１四半期
電波政策課

電波利用料企画室

185
総合無線局監理システム用コン
ピュータ機器の借入（2019年度）

随意契約 ○ 第１四半期
電波政策課

電波利用料企画室

186
総合無線局監理システム　オペレー
ションセンターの借入れ（2019年度
～）

一般競争（最低価格） 第１四半期
電波政策課

電波利用料企画室

187
総合無線局監理システム　プライマリ
センターの借入れ（2019年度～）

一般競争（最低価格） 第１四半期
電波政策課

電波利用料企画室
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188
総合無線局監理システム　ロボティク
ス・プロセス・オートメーション・ソリュー
ション　機能拡充・開発等の請負

一般競争（最低価格） ○ 第１四半期
電波政策課

電波利用料企画室

189

2019年世界無線通信会議（WRC-
19）における無線通信規則改正等に
向けたITU及びAPT関連会合の審議
動向調査の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期 国際周波数政策室

190

APG19-5会合(アジア・太平洋電気
通信共同体（APT）の2019年世界無
線通信会議（WRC-19）に向けた第５
回準備会合）開催に関する事務の請
負

一般競争（最低価格） 第１四半期 国際周波数政策室

191
世界無線通信会議2019における日
本事務局の運営等に係る事務の請
負

一般競争（最低価格） 第２四半期 国際周波数政策室

192
平成31年度衛星通信網の周波数
利用に関する干渉分析等事務の請
負

一般競争（最低価格） 第１四半期 国際周波数政策室

193

2019年世界無線通信会議（WRC-
19）における無線通信規則改正等に
向けた衛星調整関連議題等の審議
動向調査の請負

一般競争（最低価格） 第１四半期 国際周波数政策室

194
二重偏波気象レーダー装置製作（名
古屋ほか）
（技術試験事務関連）

一般競争（最低価格） ○ 第１四半期 基幹通信室

195
短波帯デジタル固定局の実用化のた
めの技術的条件に関する調査検討
の請負

一般競争（総合評価） 第１四半期 基幹通信室

196
次世代高機能気象レーダーの導入に
よる周波数の有効利用のための技術
的条件に関する調査検討の請負

一般競争（総合評価） 第１四半期 基幹通信室

部局名：電気通信紛争処理委員会事務局

番号 案件名 契約方式 WTO対象案件 契約予定時期 執行課室名 備考

1
電気通信紛争処理委員会が対象と
する各分野の紛争実態・委員会認
知度等に関する実態調査

一般競争（総合評価） 第３四半期 -

部局名：情報公開・個人情報保護審査会事務局

番号 案件名 契約方式 WTO対象案件 契約予定時期 執行課室名 備考

1
情報公開・個人情報保護審査会諮
問事件ファイル（平成３０年度答申
分）の電子化業務

一般競争（最低価格） 第２四半期
情報公開・個人情報保護審査
会事務局　総務課

部局名：行政不服審査会事務局

番号 案件名 契約方式 WTO対象案件 契約予定時期 執行課室名 備考

1 TKCローライブラリーの利用契約 随意契約 第１四半期 総務課
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