
別記様式１ 総括表

（期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

・総契約件数 613 件

（内訳）

①　一般競争方式（政府調達に関する協定適用対象） 16 件

②　一般競争方式（①以外） 195 件

③　指名競争方式 15 件

④　企画競争に基づく随意契約方式 86 件

⑤　公募に基づく随意契約方式 37 件

⑥　その他の随意契約方式 264 件

注：予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第９９条第１号に該当する契約（国の行為を秘密にする必要があるもの）
　　及び同条第２号から第７号までに該当する契約（少額）は含まない。

入　　　札　　　方　　　式 件　　　数 備　　　　　　　考



契約種類 局課別

A 通訳 1-1 総務課

B 調査・研究 1-2 人事課

C 招へい･賓客接遇 1-3 通信課

D 事業実施･会議運営等 1-4 会計課

E レセプション･ケータリング 1-5 在外公館課

F 保守・管理（機械・設備） 1-6 儀典官室

G 工事･建築ｻｰﾋﾞｽ 1-7 報道官組織

H ｼｽﾃﾑ関係 1-8 広報文化交流部

I 情報配信･ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 1-9 その他大臣官房

J その他業務委嘱 2 総合外交政策局

K 物品製造 3 軍縮・科学部

L 物品購入 4 経済局

M 賃貸借 5 国際協力局

N 派遣職員 6 国際法局

7 領事局

8 国際情報統括官

9 研修所

10 アジア大洋州局

11 北米局

12 中南米局

13 欧州局

14 中東アフリカ局



別記様式２　(契約一覧）

①　一般競争方式（政府調達に関する協定適用対象） （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

1
「在外公館向け新聞・雑誌等定期刊行
物購入・発送」業務委嘱

平成20年4月1日 海外新聞普及株式会社 東京都港区芝浦２－９－１３ 1 － 複数単価 － Ｊ
その他業
務委嘱

1-5
在外公館
課

政府調達
単価契約

2
「外交行のうの外務本省と日本国在外
公館との間の発受」業務委嘱

平成20年4月1日
ディー・エイチ・エル・ジャパン
株式会社

東京都品川区東品川１－３７
－８ 4 － 複数単価 － Ｊ 物品購入 1-3 通信課

政府調達
単価契約

3 ＯＡ機器消耗品の購入 平成20年4月1日 株式会社リコー
東京都大田区中馬込１－３
－６ 1 － 複数単価 － L 物品購入 1-4 会計課

政府調達
単価契約

4
「航空外交貨物の外務本省から日本国
在外公館最寄り空港までの運送」業務
委嘱

平成20年4月1日 海外新聞普及株式会社 東京都港区芝浦２－９－１３ 3 － 複数単価 － Ｊ
その他業
務委嘱

1-5
在外公館
課

政府調達
単価契約

5
「外交貨物、外交行嚢及びその他荷物
の梱包」業務委嘱

平成20年4月1日 株式会社日成 東京都港区港南３－５－１６ 1 － 複数単価 － Ｊ
その他業
務委嘱

1-5
在外公館
課

政府調達
単価契約

6
「外交定期刊行物等の外務本省から日
本国在外公館への送達等」業務委嘱

平成20年4月1日
ティエヌティエクスプレス株式
会社

東京都港区芝浦４－３－４ 4 － 複数単価 － Ｊ
その他業
務委嘱

1-3 通信課
政府調達
単価契約

7 FM放送機及び無線機の購入 平成20年4月1日 株式会社ケンウッド
東京都八王子市石川町２９６
７－３ 1 － 複数単価 － L 物品購入 7 領事局

政府調達
単価契約

8 医薬品及び医療用品の購入 平成20年4月1日 株式会社スズケン
東京都千代田区神田佐久間
河岸５９ 1 － 複数単価 － L 物品購入 1-9

その他大
臣官房

政府調達
単価契約

9 事務用品の購入 平成20年4月1日 株式会社フォーサイト
東京都中央区八丁堀４－１０
－８ 2 － 複数単価 － L 物品購入 1-4 会計課

政府調達
単価契約

10 「外務省庁舎清掃」業務委嘱 平成20年4月1日 株式会社クリーン工房
東京都中央区日本橋堀留町
１－２－１３ 14 27,815,273 25,368,000 91.2% Ｊ

その他業
務委嘱

1-4 会計課 政府調達

11
「海上外交貨物の外務本省から日本国
在外公館最寄り港、ＣＦＳ又は事務所ま
での運送」業務委嘱

平成20年4月1日 日本通運株式会社
東京都中央区日本橋人形町
２－２６－５ 1 － 複数単価 － Ｊ

その他業
務委嘱

1-5
在外公館
課

政府調達
単価契約

12 外務省本省庁舎で使用する電気 平成20年5月1日 東京電力株式会社
東京都千代田区内幸町１－
１－３ 1 － 180,012,824 － L 物品購入 1-4 会計課 政府調達

(主管局課)

予定価格 契約金額 落札率契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 応札者数№ 件　名
備　　考

(契約種類)



13 Ｇ８北海道洞爺湖サミット用パソコン等 平成20年5月2日
株式会社富士通ビジネスシ
ステム

東京都文京区後楽１－７－２
７ 4 128,303,314 96,838,560 75.4% L 物品購入 1-3 通信課 政府調達

14
北海道洞爺湖サミット及びＧ８外相会合
における公式写真提供業務

平成20年5月14日
富士フイルムイメージテック
株式会社

東京都品川区西五反田３－
６－３０ 1 151,234,330 148,302,000 98.0% J

その他業
務委嘱

1-9
その他大
臣官房

政府調達

15
「２００９年版生け花カレンダー製作」業
務委嘱

平成20年5月16日 株式会社アイネット
東京都中央区銀座７－１６－
２１ 9 24,829,248 24,788,631 99.8% K 物品製造 1-8

広報文化
交流部

政府調達

16
外交文書のマイクロフィルム作成及び
同マイクロフィルムからの電子画像
データ作成業務委嘱

平成20年5月21日 富士マイクロ株式会社
熊本県熊本市水前寺６－４６
－１ 5 105,934,324 103,322,625 97.5% J

その他業
務委嘱

1-9
その他大
臣官房

政府調達

件数： 16

契約金額： 578,632,640

契約種類：A通訳、B調査・研究、C招へい・賓客接遇、D事業実施・会議運営等、Eﾚｾﾌﾟｼｮﾝ・ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ、F保守・管理（機械/設備）、G工事・建築ｻｰﾋﾞｽ、Hｼｽﾃﾑ関係、I情報配信・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、Jその他業務委嘱、K物品製造、L物品購入、M賃貸借、N派遣職員

主管局課：大臣官房････1-1．総務課、1-2．人事課、1-3．通信課、1-4．会計課、1-5．在外公館課、1-6．儀典官室、1-7．報道官組織、1-8．広報文化交流部、1-9．その他大臣官房

　　　　　　　機能局････２．総合外交政策局、３．軍縮・科学部、４．経済局、５．国際協力局、６．国際法局、７．領事局、８．国際情報統括官、９．研修所

　　　　　　　地域局････10．アジア大洋州局、11．北米局、12．中南米局、13．欧州局、14．中東アフリカ局



別記様式２　(契約一覧）

②　一般競争方式（①以外） （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

8
「Ｇ８京都外相会合日本政府代表団連
絡本部」会場提供契約

平成20年4月1日
京都ブライトンホテル株式会
社

京都府京都市上京区新町通
中立売下ル仕丁町３３０ 1 19,962,000 19,603,584 98.2% M 賃貸借 1-9

その他大臣
官房

47
「Ｇ８京都外相会合国際メディアセン
ター」会場提供契約

平成20年4月1日 財団法人国立京都国際会館
京都府京都市左京区岩倉大
鷺町４２２ 2 17,052,000 4,662,151 27.3% M 賃貸借 1-9

その他大臣
官房

59
「北海道洞爺湖サミット準備事務局支
援要員」派遣契約

平成20年4月1日
株式会社ダブリュファイブ・ス
タッフサービス

愛知県名古屋市中村区名駅
５－４－１４ 2 1,890 1,496 79.1% N 派遣職員 1-9

その他大臣
官房

単価契約

60
「北海道洞爺湖サミット準備事務局支
援要員」派遣契約

平成20年4月1日
株式会社ダブリュファイブ・ス
タッフサービス

愛知県名古屋市中村区名駅
５－４－１４ 2 2,730 1,995 73.0% N 派遣職員 1-9

その他大臣
官房

単価契約

67
「北海道洞爺湖サミット準備事務局支
援要員」派遣契約

平成20年4月1日
株式会社コンベンションリン
ケージ

東京都千代田区三番町２ 3 2,730 1,785 65.3% N 派遣職員 1-9
その他大臣
官房

単価契約

80
「北海道洞爺湖サミット準備事務局支
援要員」派遣契約

平成20年4月1日
株式会社ダブリュファイブ・ス
タッフサービス

愛知県名古屋市中村区名駅
５－４－１４ 2 1,890 1,596 84.4% N 派遣職員 1-9

その他大臣
官房

単価契約

90
「北海道洞爺湖サミット準備事務局支
援要員」派遣契約

平成20年4月1日 株式会社コングレ
大阪府大阪市中央区淡路町
３－６－１３ 4 1,890 1,417 74.9% N 派遣職員 1-9

その他大臣
官房

単価契約

97
「北海道洞爺湖サミット準備事務局支
援要員」派遣契約

平成20年4月1日
株式会社ダブリュファイブ・ス
タッフサービス

愛知県名古屋市中村区名駅
５－４－１４ 3 1,890 1,627 86.0% N 派遣職員 1-9

その他大臣
官房

単価契約

100
「北海道洞爺湖サミット準備事務局支
援要員」派遣契約

平成20年4月7日 株式会社スタッフジャパン
東京都中央区銀座１－１６－
７ 3 1,890 1,890 100.0% N 派遣職員 1-9

その他大臣
官房

単価契約

110
「北海道洞爺湖サミット現地事務所」電
力需給契約

平成20年4月25日 北海道電力株式会社
北海道札幌市中央区大通東
１－２ 1 － 複数単価 － L 物品購入 1-9

その他大臣
官房

単価契約

115
北海道洞爺湖サミット首脳会議会場受
変電設備改修工事契約

平成20年4月1日
セコムテクノサービス株式会
社

東京都中野区弥生町５－６
－１１ 1 51,983,452 50,820,000 97.7% G

工事･建築
ｻｰﾋﾞｽ

1-9
その他大臣
官房

116
北海道洞爺湖サミット現地事務局臨時
受変電設備設置工事契約

平成20年4月18日 株式会社北弘電社
北海道札幌市中央区北１１
条西２３－２－１０ 2 30,765,000 20,475,000 66.5% G

工事･建築
ｻｰﾋﾞｽ

1-9
その他大臣
官房

117
北海道洞爺湖サミット現地事務局間仕
切り工事契約

平成20年4月24日 須藤建設株式会社
北海道伊達市松ヶ枝町３０
－１０ 2 35,721,000 35,490,000 99.3% G

工事･建築
ｻｰﾋﾞｽ

1-9
その他大臣
官房

121
「北海道洞爺湖サミット準備事務局支
援要員」派遣契約

平成20年5月1日 株式会社日経スタッフ
東京都千代田区大手町１－
９－５ 2 @2,100 @1,785 85.0% N 派遣職員 1-9

その他大臣
官房

単価契約

備　　考

(契約種類) (主管局課)
落札率契約相手方の住所 応札者数 契約金額予定価格№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称



別記様式２　(契約一覧）

②　一般競争方式（①以外） （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

備　　考

(契約種類) (主管局課)
落札率契約相手方の住所 応札者数 契約金額予定価格№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称

122
「北海道洞爺湖サミット関連事務支援
要員」派遣契約

平成20年5月1日
日本コンベンションサービス
株式会社

東京都千代田区霞が関１－
４－２ 4 @2,625 @1,680 64.0% N 派遣職員 1-9

その他大臣
官房

単価契約

125
「北海道洞爺湖サミット準備事務局支
援要員」派遣契約

平成20年5月12日 株式会社日経スタッフ
東京都千代田区大手町１－
９－５ 1 @2,625 @2,047 78.0% N 派遣職員 1-9

その他大臣
官房

単価契約

126
「北海道洞爺湖サミット準備事務局支
援要員」派遣契約

平成20年5月12日 株式会社コングレ 東京都千代田区麹町５－１ 1 @2,625 @1,890 72.0% N 派遣職員 1-9
その他大臣
官房

単価契約

127
「北海道洞爺湖サミット現地事務局用
複写機・複合機」賃貸借契約

平成20年5月16日 株式会社リコー
東京都大田区中馬込１－３
－６ 3 － @1.86ほか － M 賃貸借 1-9

その他大臣
官房

単価契約

132
「北海道洞爺湖サミットにおける車両
借上げ」業務委嘱

平成20年5月30日 株式会社ＪＴＢ北海道
北海道札幌市中央区北一条
西６－１－２ 1 － @57,750ほか － J

その他業務
委嘱

1-9
その他大臣
官房

単価契約

141
「北海道洞爺湖サミット会議開催に伴
うパソコン及びカラープリンタ」賃貸借
契約

平成20年5月14日 株式会社パシフィックネット 東京都港区芝５－２０－１４ 1 14,803,120 12,285,000 82.9% M 賃貸借 1-9
その他大臣
官房

144
「北海道洞爺湖サミット現地事務局用
什器類」賃貸借契約

平成20年5月16日 広友リース株式会社 東京都港区赤坂１－４－１７ 1 15,591,072 14,595,000 93.6% M 賃貸借 1-9
その他大臣
官房

147
「北海道洞爺湖サミット開催に伴う空
港内施設における各種接遇支援」業
務委嘱

平成20年5月20日
株式会社ＪＴＢグローバル
マーケティング＆トラベル

東京都品川区東品川２－３
－１１ 3 77,619,795 66,252,370 85.3% J

その他業務
委嘱

1-9
その他大臣
官房

148
「Ｇ８京都外相会合における国際メディ
アセンター」設営及び運営管理業務委
嘱

平成20年5月20日
株式会社コンベンションリン
ケージ

東京都千代田区三番町二番
地 4 65,330,610 49,182,035 75.2% J

その他業務
委嘱

1-9
その他大臣
官房

152
「北海道洞爺湖サミット開催に伴う会
場周辺施設警備」業務委嘱

平成20年5月26日 綜合警備保障株式会社 東京都港区元赤坂１－６－６ 3 188,997,613 152,244,282 80.5% J
その他業務
委嘱

1-9
その他大臣
官房

154
「北海道洞爺湖サミット開催に伴う国
際メディアセンター警備」業務委嘱

平成20年5月27日
株式会社ライジングサンセ
キュリティーサービス

東京都渋谷区神南１－６－１
２ 3 259,780,240 180,872,824 69.6% J

その他業務
委嘱

1-9
その他大臣
官房

156
「北海道洞爺湖サミット開催に伴う会
議場警備」業務委嘱

平成20年5月29日 セコム株式会社
東京都渋谷区神宮前１－５
－１ 2 77,205,002 72,450,000 93.8% J

その他業務
委嘱

1-9
その他大臣
官房

162
「北海道洞爺湖サミット用テレビ会議シ
ステム」提供業務委嘱

平成20年6月3日 大洋事務機株式会社
北海道札幌市東区本町１条
１－３ 2 15,817,696 9,198,000 58.15% J

その他業務
委嘱

1-9
その他大臣
官房

164
「Ｇ８京都外相会合用会議テーブル」
賃貸借契約

平成20年6月4日 広友リース株式会社 東京都港区赤坂１－４－１７ 1 16,590,000 16,170,000 97.47% M 賃貸借 1-9
その他大臣
官房



別記様式２　(契約一覧）

②　一般競争方式（①以外） （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

備　　考

(契約種類) (主管局課)
落札率契約相手方の住所 応札者数 契約金額予定価格№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称

165
「北海道洞爺湖サミット用什器類」賃貸
借契約

平成20年6月4日 広友リース株式会社 東京都港区赤坂１－４－１７ 2 15,770,498 11,445,000 72.57% M 賃貸借 1-9
その他大臣
官房

166
「Ｇ８京都外相会合用音響・映像・同時
通訳システム等関連機器」設営業務委
嘱

平成20年6月4日
株式会社放送サービスセン
ター

東京都新宿区本塩町９ 1 11,474,295 9,856,560 85.90% J
その他業務
委嘱

1-9
その他大臣
官房

169
「Ｇ８京都外相会合用複写機・複合機」
賃貸借契約

平成20年6月9日 株式会社リコー
東京都大田区中馬込１－３
－６ 2 - 単価契約 - M 賃貸借 1-9

その他大臣
官房

170
「Ｇ８京都外相会合用複写機・複合機」
賃貸借契約

平成20年6月9日 株式会社リコー
東京都大田区中馬込１－３
－６ 2

3,139,920
（賃貸借分：
1,478,169)

1,327,329
（賃貸借料金の

み）
73.99% M 賃貸借 1-9

その他大臣
官房

171
「北海道洞爺湖サミット開催に伴う新
千歳空港内仮設トイレ等設営」業務委
嘱

平成20年6月9日 広友リース株式会社 東京都港区赤坂１－４－１７ 2 1,450,312 777,000 53.57% J
その他業務
委嘱

1-9
その他大臣
官房

172
「北海道洞爺湖サミット国際メディアセ
ンター（ＩＭＣ）運営支援要員及び事務
機器類の手配」業務委嘱

平成20年6月10日
株式会社コンベンションリン
ケージ

東京都千代田区三番町２ 2 64,790,741 45,013,602 69.48% J
その他業務
委嘱

1-9
その他大臣
官房

173
「Ｇ８京都外相会合会議運営支援」業
務委嘱

平成20年6月10日
日本コンベンションサービス
株式会社

東京都千代田区霞が関１－
４－２ 5 60,000,000 13,650,000 22.75% D

事業実施･会
議運営等

1-9
その他大臣
官房

175
「北海道洞爺湖サミット用卓上旗及び
車旗」作成契約

平成20年6月10日 株式会社アテナ
東京都江戸川区臨海町５－
２－２ 1 4,681,425 2,201,850 47.03% Ｋ 物品製造 1-9

その他大臣
官房

178
北海道洞爺湖サミット用リサイクルＰＰ
Ｃ用紙の購入

平成20年6月12日 株式会社リコー
東京都大田区中馬込１－３
－６ 2 1,453,803 1,219,575 83.89% L 物品購入 1-9

その他大臣
官房

181
「北海道洞爺湖サミット会場設営・会議
運営」業務委嘱

平成20年6月16日 株式会社コングレ 東京都千代田区麹町５－１ 3 112,548,403 103,320,000 91.80% D
事業実施･会
議運営等

1-9
その他大臣
官房

182
「北海道洞爺湖サミット配偶者プログラ
ム」実施運営業務委嘱

平成20年6月16日 株式会社ティー・シー・ピー
北海道札幌市中央区南１条
西２０－１－６ 2 94,851,834 82,781,543 87.27% J

その他業務
委嘱

1-9
その他大臣
官房

183
「北海道洞爺湖サミットに伴う新千歳
空港の警備」業務委嘱

平成20年6月16日 綜合警備保障株式会社 東京都港区元赤坂１－６－６ 1 49,234,739 46,199,965 93.84% J
その他業務
委嘱

1-9
その他大臣
官房

184
Ｇ８京都外相会合開催に伴う関西国際
空港連絡室設営及び各国外相等接遇
支援」業務委嘱

平成20年6月16日
株式会社ＪＴＢグローバル
マーケティング＆トラベル

東京都品川区東品川２－３
－１１ 1 32,034,200 29,149,769 91.00% J

その他業務
委嘱

1-9
その他大臣
官房

185

「北海道洞爺湖サミット国際メディアセ
ンター（ＩＭＣ）内ＮＧＯコーナー、共用
ワーキング・スペース等」設営業務委
嘱

平成20年6月17日 広友リース株式会社 東京都港区赤坂１－４－１７ 2 13,537,870 10,290,000 76.01% J
その他業務
委嘱

1-9
その他大臣
官房



別記様式２　(契約一覧）

②　一般競争方式（①以外） （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）
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186
「北海道洞爺湖サミット用ブリーフィン
グモニタリングシステム」提供業務委
嘱

平成20年6月17日 株式会社アンカー
北海道札幌市西区二十四軒
２条７－１－１９ 3 12,132,075 4,662,000 38.43% J

その他業務
委嘱

1-9
その他大臣
官房

187
「Ｇ８京都外相会合に伴う外相車列用
車両」提供業務委嘱

平成20年6月18日 京都観光自動車株式会社
京都府京都市南区東九条下
殿田町５０ 4 16,812,400 7,435,480 44.23% J

その他業務
委嘱

1-9
その他大臣
官房

188
「Ｇ８京都外相会合用什器類の管理」
業務委嘱

平成20年6月20日 日本通運株式会社 東京都港区東新橋１－９－３ 1 3,657,412 2,788,039 76.23% J
その他業務
委嘱

1-9
その他大臣
官房

192
「北海道洞爺湖サミット開催に伴う車
両運行・管理」業務委嘱

平成20年6月25日 株式会社ＪＴＢ北海道
北海道札幌市中央区北１条
西６－１－２ 1 288,721,488 282,116,406 97.71% J

その他業務
委嘱

1-9
その他大臣
官房

193

「北海道洞爺湖サミット開催に伴う国
際メディアセンター（ＩＭＣ）、新千歳空
港内プレステント待機所、ウィンザー山
頂プレス待機所及びウィンザー研修棟
の設置・運営」業務委嘱

平成20年6月26日 広友リース株式会社 東京都港区赤坂１－４－１７ 2 39,101,209 28,875,000 73.85% J
その他業務
委嘱

1-9
その他大臣
官房

194

「北海道洞爺湖サミット開催に伴う新
千歳空港内プレステント待機所及び
ウィンザー研修棟における支援要員手
配」業務委嘱

平成20年6月26日 株式会社ＴＥＩ 東京都港区芝１－５－１２ 2 5,728,800 5,372,725 93.78% N 派遣職員 1-9
その他大臣
官房

2
「第４回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤⅣ）」
運営業務委嘱

平成20年4月1日 株式会社インターグループ 東京都港区西新橋１－７－２ 5 153,642,014 125,367,781 81.5% D
事業実施･会
議運営等

14
中東アフリ
カ局

11
「第４回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤⅣ）
会議場設営」業務委嘱

平成20年4月1日
株式会社コンベンションリン
ケージ

東京都千代田区三番町２ 6 31,672,410 17,648,809 55.7% J
その他業務
委嘱

15
中東アフリ
カ局

53
「アジア太平洋経済研究メカニズム・プ
ロジェクト関係業務補助職員」派遣契
約

平成20年4月1日 アデコ株式会社
東京都港区南青山１－１５－
９ 3 2,000 2,000 100.0% N 派遣職員 4 経済局 単価契約

30 国旗等の購入 平成20年4月1日 カトウ商事株式会社
東京都千代田区神田神保町
１－４８ 2 － 複数単価 ー L 物品購入 1-5 在外公館課 単価契約

160
「中国遺棄化学兵器問題に関する調
査」業務委嘱

平成20年6月3日 株式会社三菱総合研究所
東京都千代田区大手町２－
３－６ 1 377,197,497 323,439,341 85.75% B 調査・研究 10

アジア大洋
州局

161
「中国遺棄化学兵器問題に関する調
査」業務委嘱

平成20年6月3日 株式会社三菱総合研究所
東京都千代田区大手町２－
３－６ 1 130,943,135 112,755,142 86.11% B 調査・研究 10

アジア大洋
州局

129
「アジア大洋州外交政策業務補助職
員」派遣契約

平成20年5月19日 伊藤喜ベストメイツ株式会社
大阪府大阪市中央区平野町
２－４－１２ 6 @1,750 @1,460 83.4% N 派遣職員 10

アジア大洋
州局

単価契約

21
「日本センター日本語講座支援」業務
委嘱

平成20年4月1日
社団法人国際フレンドシップ
協会

東京都港区麻布台３－４－１
２ 1 10,718,400 10,485,150 97.8% J

その他業務
委嘱

13 欧州局
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180
「北方四島住民支援（患者受入事業）」
業務委嘱

平成20年6月15日 株式会社日本旅行北海道
北海道札幌市中央区南１条
西４ 3 3,501,915 3,074,870 87.81% J

その他業務
委嘱

13 欧州局

190
「対ロシア技術支援事業企画競争審査
会」開催業務委嘱

平成20年6月23日
社団法人国際フレンドシップ
協会

東京都港区麻布台３－４－１
２ 2 1,550,004 1,406,784 90.76% J

その他業務
委嘱

13 欧州局

1
「外務省本省庁舎及び所管建物設備
運転管理」業務委嘱

平成20年4月1日 株式会社ケントク
東京都千代田区内幸町１－
２－１ 2 213,841,039 186,375,000 87.1% F

保守・管理
（機械・設
備）

1-4 会計課

3 「自動車運行管理」業務委嘱 平成20年4月1日 大新東株式会社 東京都港区芝３－１４－２ 3 139,179,600 106,369,200 76.4% J
その他業務
委嘱

1-4 会計課

6
「外務省所管建物電話交換設備保守」
業務委嘱

平成20年4月1日
ＮＥＣネッツエスアイ株式会
社

東京都品川区東品川１－３９
－９ 1 33,536,211 33,125,400 98.7% F

保守・管理
（機械・設
備）

1-4 会計課

16 「外務省電話交換業務職員」派遣契約 平成20年4月1日
株式会社ダブリュファイブ・ス
タッフサービス

愛知県名古屋市中村区名駅
５－４－１４ 2 2,038 1,460 71.6% N 派遣職員 1-4 会計課 単価契約

19 「外務省本省庁舎受付職員」派遣契約 平成20年4月1日 株式会社スタッフジャパン
東京都中央区銀座１－１６－
７ 4 2,350 1,810 77.0% N 派遣職員 1-4 会計課 単価契約

20 「外国雑誌」購買契約 平成20年4月1日 海外新聞普及株式会社 東京都港区芝浦２－９－１３ 1 11,199,640 10,937,604 97.6% L 物品購入 1-4 会計課

23 自動車ガソリンの購入 平成20年4月1日 千代田石油株式会社 東京都港区西新橋１－１－３ 1 － 複数単価 － L 物品購入 1-4 会計課 単価契約

24 「外国新聞」購買契約 平成20年4月1日 海外新聞普及株式会社 東京都港区芝浦２－９－１３ 1 9,682,074 9,443,622 97.5% L 物品購入 1-4 会計課

26 「外務省研修所清掃」業務委嘱 平成20年4月1日 大成企業株式会社
東京都府中市八幡町２－７
－２ 5 11,180,749 8,799,000 78.6% J

その他業務
委嘱

1-4 会計課

31 「会計業務補助職員」派遣契約 平成20年4月1日 株式会社ダイワサービス
東京都千代田区飯田橋３－
１３－１ 8 1,995 1,743 87.3% N 派遣職員 1-4 会計課 単価契約

32
「外務省研修所植栽保守管理」業務委
嘱

平成20年4月1日 奈良造園土木株式会社
神奈川県横浜市港北区新横
浜１－１３－３ 5 9,672,636 6,720,000 69.4% J

その他業務
委嘱

1-4 会計課

37 「外務省研修所警備」業務委嘱 平成20年4月1日 アート警備有限会社 埼玉県川口市芝２－１－１２ 6 12,179,585 6,429,780 52.7% J
その他業務
委嘱

1-4 会計課



別記様式２　(契約一覧）

②　一般競争方式（①以外） （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

備　　考

(契約種類) (主管局課)
落札率契約相手方の住所 応札者数 契約金額予定価格№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称

39
「外務省本省庁舎会議室同時通訳装
置等保守」業務委嘱

平成20年4月1日
株式会社東和エンジニアリン
グ

東京都台東区秋葉原１－８ 1 9,082,500 6,405,000 70.5% F
保守・管理
（機械・設
備）

1-4 会計課

41 「会計業務補助職員」派遣契約 平成20年4月1日 株式会社Ａ．Ｉパーソンズ 東京都港区東新橋２－１－６ 10 1,850 1,463 79.0% N 派遣職員 1-4 会計課 単価契約

46
「外務省本省庁舎等廃棄物搬出処理」
業務委嘱

平成20年4月1日 広陽サービス株式会社
東京都千代田区四番町７－
７ 5 － 複数単価 － J

その他業務
委嘱

1-4 会計課 単価契約

50
「外務省本省エアシューター設備保守
管理」業務委嘱

平成20年4月1日
株式会社ＳアンドＳエンジニ
アリング

神奈川県川崎市川崎区駅前
本町１２－１ 1 4,717,251 4,359,600 92.4% F

保守・管理
（機械・設
備）

1-4 会計課

51 「会計業務補助職員」派遣契約 平成20年4月1日 株式会社日経スタッフ
東京都千代田区大手町１－
９－５ 2 2,300 2,130 92.6% N 派遣職員 1-4 会計課 単価契約

62 「会計業務補助職員」派遣契約 平成20年4月1日 株式会社ティム・プラニング
東京都豊島区東池袋４－１５
－２ 3 2,300 1,745 75.8% N 派遣職員 1-4 会計課 単価契約

64 「会計業務補助職員」派遣契約 平成20年4月1日
オーヤマ・データサービス株
式会社

大阪府大阪市西区土佐堀１
－６－２０ 4 1,900 1,645 86.5% N 派遣職員 1-4 会計課 単価契約

65 「会計業務補助職員」派遣契約 平成20年4月1日 株式会社ソフィアスタッフ
神奈川県横浜市西区平沼１
－２－２４ 6 1,700 1,630 95.8% N 派遣職員 1-4 会計課 単価契約

66 「会計業務補助職員」派遣契約 平成20年4月1日
株式会社ダブリュファイブス
タッフサービス

東京都渋谷区道玄坂１－２２
－１０ 8 1,900 1,610 84.7% N 派遣職員 1-4 会計課 単価契約

72 「会計業務補助職員」派遣契約 平成20年4月1日 株式会社人材バンク
東京都武蔵野市中町１－１７
－４ 12 1,995 1,530 76.6% N 派遣職員 1-4 会計課 単価契約

73 「会計業務補助職員」派遣契約 平成20年4月1日
株式会社リノス・スタッフィン
グ

東京都渋谷区代々木２－２
－１ 1 2,800 2,300 82.1% N 派遣職員 1-4 会計課 単価契約

76 「会計業務補助職員」派遣契約 平成20年4月1日 株式会社人材バンク
東京都武蔵野市中町１－１７
－４ 8 1,900 1,473 77.5% N 派遣職員 1-4 会計課 単価契約

78 「会計業務補助職員」派遣契約 平成20年4月1日 株式会社人材バンク
東京都武蔵野市中町１－１７
－４ 11 1,850 1,457 78.7% N 派遣職員 1-4 会計課 単価契約

81 「会計業務補助職員」派遣契約 平成20年4月1日
オーヤマ・データサービス株
式会社

大阪府大阪市西区土佐堀１
－６－２０ 1 1,900 1,880 98.9% N 派遣職員 1-4 会計課 単価契約



別記様式２　(契約一覧）

②　一般競争方式（①以外） （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

備　　考

(契約種類) (主管局課)
落札率契約相手方の住所 応札者数 契約金額予定価格№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称

84 「外務省大阪分室警備」業務委嘱 平成20年4月1日 タイガー警備保障株式会社
大阪府堺市百舌鳥梅北町５
－２４３－３ 5 4,180,207 2,525,985 60.4% J

その他業務
委嘱

1-4 会計課

89 「外務省沖縄事務所警備」業務委嘱 平成20年4月1日 中央警備保障株式会社
沖縄県那覇市松山１－１－１
２ 5 3,665,812 1,785,420 48.7% J

その他業務
委嘱

1-4 会計課

91 会議用飲料ケータリング契約 平成20年4月1日 株式会社花山
東京都千代田区霞が関３－
２－４ 1 － 複数単価 － E

レセプショ
ン･ケータリ
ング

1-4 会計課 単価契約

103
「外務省飯倉別館及び麻布台別館庭
園保守管理」業務委嘱

平成20年4月10日 有限会社宝亀園 埼玉県川口市大字峯１５３４ 4 9,717,236 5,250,000 54.0% J
その他業務
委嘱

1-4 会計課

104 「外務省本省庭園保守管理」業務委嘱 平成20年4月10日
株式会社東京ローン・サービ
ス

東京都杉並区天沼２―２６―
３ 6 9,876,512 5,079,900 51.4% J

その他業務
委嘱

1-4 会計課

138 事務用什器の購入 平成20年5月9日 株式会社フォーサイト
東京都中央区八丁堀４－１０
－８ 1 16,470,321 16,049,754 97.4% L 物品購入 1-4 会計課

10
「外務省研修所設備運転管理」業務委
嘱

平成20年4月1日 株式会社マルム商会
神奈川県横浜市西区戸部本
町１３－１１ 4 24,003,000 18,774,000 78.2% F

保守・管理
（機械・設
備）

9 研修所

77
「外務省研修所受付職員及び電話交
換業務職員」派遣契約

平成20年4月1日
オムロンパーソネル株式会
社

東京都港区虎ノ門４－３－１ 3 1,360 1,240 91.1% N 派遣職員 9 研修所 単価契約

136
「軍備管理軍縮課が主催する国際会
議」開催業務委嘱

平成20年5月1日 財団法人国立京都国際会館
京都府京都市左京区岩倉大
鷺町４２２ 4 6,828,888 2,165,293 31.7% D

事業実施･会
議運営等

3
軍縮・科学
部

159
「『日本の軍縮・不拡散外交』の翻訳」
業務委嘱

平成20年6月2日 株式会社エァクレーレン 東京都港区赤坂３－４－４ 1 2,198,175 2,034,522 92.56% A 通訳 3
軍縮・科学
部

105
「国際原子力協力室が主催する国際
会議」開催業務委嘱

平成20年4月14日 イディオリンク株式会社
東京都千代田区永田町１－
１１－２８ 3 7,911,392 5,871,863 74.2% D

事業実施･会
議運営等

3
軍縮・科学
部

99
「第５回アジア不拡散協議（ＡＳＴＯＰ）」
開催業務委嘱

平成20年4月2日 イディオリンク株式会社
東京都千代田区永田町１－
１１－２８ 1 2,499,552 2,035,236 81.4% D

事業実施･会
議運営等

3
軍縮・科学
部

112
「アジア太平洋経済協力業務補助職
員」派遣契約

平成20年4月28日 株式会社ティム・プラニング
東京都豊島区東池袋４－１５
－２ 3 1,900 1,580 83.1% N 派遣職員 3

軍縮・科学
部

単価契約

150
「ＡＰＥＣ・貿易担当大臣会合に伴う同
時通訳」業務委嘱

平成20年5月22日
株式会社サイマル・インター
ナショナル

東京都中央区築地１－１２－
６ 1 3,485,240 3,280,000 94.1% A 通訳 4 経済局



別記様式２　(契約一覧）

②　一般競争方式（①以外） （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

備　　考

(契約種類) (主管局課)
落札率契約相手方の住所 応札者数 契約金額予定価格№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称

131 「国際貿易業務補助職員」派遣契約 平成20年5月26日
オムロンパーソネル株式会
社

東京都港区虎ノ門４－３－１ 2 @2,000 @1,700 85.0% N 派遣職員 4 経済局 単価契約

5 「緊急移送業務」委嘱契約 平成20年4月1日
日本エマージェンシーアシス
タンス株式会社

東京都文京区小石川１－２１
－１４ 1 ー 複数単価 － J

その他業務
委嘱

1-9
その他大臣
官房

単価契約

12 「定期健康診断」実施委嘱 平成20年4月1日 財団法人有馬記念医学財団
東京都文京区小石川２－５
－７ 1 － 複数単価 － J

その他業務
委嘱

1-9
その他大臣
官房

単価契約

82 「空気清浄機保守点検」業務委嘱 平成20年4月1日 株式会社サンエツ
東京都中野区中野１－６２－
１０ 4 3,732,750 2,778,300 74.4% F

保守・管理
（機械・設
備）

1-9
その他大臣
官房

86 医薬品の購入 平成20年4月1日 全国ワクチン株式会社
東京都新宿区大久保２－９
－１２ 1 － 複数単価 － L 物品購入 1-9

その他大臣
官房

単価契約

109 「非常勤職員社会保険手続」業務委嘱 平成20年4月25日 柿内社会保険労務士事務所
東京都中央区東日本橋２－
１５－７ 2 － 複数単価 － J

その他業務
委嘱

1-9
その他大臣
官房

単価契約

68
「広報文化交流業務補助職員」派遣契
約

平成20年4月1日 株式会社Ａ．Ｉパーソンズ 東京都港区東新橋２－１－６ 5 1,800 1,587 88.1% N 派遣職員 1-8
広報文化交
流部

単価契約

9
「元日本留学者の集い（東南アジア・中
国）接遇」業務委嘱

平成20年4月1日 トップツアー株式会社
東京都新宿区西新宿１－２０
－２ 4 21,378,629 18,881,710 88.3% Ｃ

招へい･賓客
接遇

1-8
広報文化交
流部

130
「留学生関連情報資料等発送」業務委
嘱

平成20年5月21日
ティエヌティエクスプレス株式
会社

東京都港区芝浦４－３－４ 2 － @500ほか － J
その他業務
委嘱

1-8
広報文化交
流部

単価契約

134
「ジュニア・エイト（Ｊ８）サミット２００８千
歳支笏湖」開催業務委嘱

平成20年5月1日 株式会社ザ・コンベンション
東京都港区南青山２－６－１
２ 3 36,553,337 29,995,892 82.0% D

事業実施･会
議運営等

1-8
広報文化交
流部

111
「広報文化交流業務補助職員」派遣契
約

平成20年4月28日 株式会社ソフィアスタッフ
神奈川県横浜市西区平沼１
－２－２４ 4 1,800 1,650 91.6% N 派遣職員 1-8

広報文化交
流部

単価契約

149
「北海道洞爺湖サミット開催に伴う観
光案内ブース」運営業務委嘱

平成20年5月20日 株式会社アンカー
北海道札幌市西区二十四軒
２条７－１－１９ 3 2,386,695 1,827,000 76.5% J

その他業務
委嘱

1-8
広報文化交
流部

52
「国際協力政策業務補助職員」派遣契
約

平成20年4月1日 株式会社ケー・デー・シー
東京都渋谷区笹塚１－５７－
７ 2 2,400 2,100 87.5% N 派遣職員 5 国際協力局 単価契約

58
「国際協力政策業務補助職員」派遣契
約

平成20年4月1日 株式会社スタッフジャパン
東京都中央区銀座１－１６－
７ 2 1,900 1,790 94.2% N 派遣職員 5 国際協力局 単価契約



別記様式２　(契約一覧）

②　一般競争方式（①以外） （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）
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(契約種類) (主管局課)
落札率契約相手方の住所 応札者数 契約金額予定価格№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称

42
「ＯＤＡ関連データ入力及びＯＤＡ関連
資料作成」業務委嘱

平成20年4月1日
株式会社アドービジネスコン
サルタント

東京都中央区日本橋浜町２
－３１－１ 1 6,514,200 5,922,000 90.9% J

その他業務
委嘱

5 国際協力局

54
「ＯＤＡ白書資料収集・編纂等業務補
助職員」派遣契約

平成20年4月1日 株式会社ティム・プラニング
東京都豊島区東池袋４－１４
－１ 6 1,890 1,870 98.9% N 派遣職員 5 国際協力局 単価契約

70 「経済協力業務補助職員」派遣契約 平成20年4月1日 株式会社Ａ・Ｉパーソンズ 東京都港区東新橋２－１－６ 6 1,950 1,667 85.4% N 派遣職員 5 国際協力局 単価契約

101
「２００８日韓共催振興ドナーとのパー
トナーシップ会合」開催業務委嘱

平成20年4月7日 株式会社日本旅行
東京都港区新橋２－２０－１
５ 3 13,981,320 7,102,000 50.7% D

事業実施･会
議運営等

5 国際協力局

69 「評価調査業務補助職員」派遣契約 平成20年4月1日 株式会社ティム・プラニング
東京都豊島区東池袋４－１４
－１ 4 2,100 1,580 75.2% N 派遣職員 5 国際協力局 単価契約

167
「『２００７年度版経済協力評価報告
書』の英語版作成」業務委嘱

平成20年6月4日 株式会社ウィズダム
東京都中野区中央５－４０－
１８ 8 2,801,400 1,953,000 69.72% J

その他業務
委嘱

5 国際協力局

49
「無償資金・技術協力業務補助職員」
派遣契約

平成20年4月1日 株式会社ケー・デー・シー
東京都渋谷区笹塚１－５７－
７ 2 2,200 2,150 97.7% N 派遣職員 5 国際協力局 単価契約

118
「無償資金・技術協力業務補助職員」
派遣契約

平成20年5月1日 株式会社ソフィアスタッフ
神奈川県横浜市西区平沼１
－２－２４ 4 @2,200 @1,790 81.3% N 派遣職員 5 国際協力局 単価契約

120 「在外公館業務補助職員」派遣契約 平成20年5月1日 株式会社人材バンク
東京都武蔵野市中町１－１７
－４ 2 @1,550 @1,486 95.8% N 派遣職員 5 国際協力局 単価契約

128
「無償資金・技術協力業務補助職員」
派遣契約

平成20年5月19日 伊藤喜ベストメイツ株式会社
大阪府大阪市中央区平野町
２－４－１２ 3 @1,950 @1,630 83.5% N 派遣職員 5 国際協力局 単価契約

137
「国連水と衛生に関する諮問委員会第
１０回会合招聘接遇」業務委嘱

平成20年5月7日 株式会社日本旅行
東京都港区新橋２－２０－１
５ 5 18,876,616 14,073,320 74.5% C

招へい･賓客
接遇

5 国際協力局

57 「多国間協力業務補助職員」派遣契約 平成20年4月1日
オレンジネットプラス株式会
社

東京都新宿区西新宿６－２４
－１ 4 1,950 1,790 91.7% N 派遣職員 5 国際協力局 単価契約

88
「第２回Ｇ８保健専門家会合」開催業務
委嘱

平成20年4月1日 イディオリンク株式会社
東京都千代田区永田町１－
１１－２８ 2 2,165,736 1,839,296 84.9% D

事業実施･会
議運営等

5 国際協力局

106
「ＦＴＩ（ファスト・トラック・イニシアティブ）
実務者会合及び関連会合」開催業務
委嘱

平成20年4月18日 株式会社ビーズ 東京都港区赤坂２－１５－４ 3 10,274,330 7,708,163 75.0% D
事業実施･会
議運営等

5 国際協力局
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145
「対アフリカ人道支援国際セミナー」開
催業務委嘱

平成20年5月16日 株式会社ビーズ
東京都大田区東雪谷３－１４
－７ 4 14,492,034 9,516,124 65.6% D

事業実施･会
議運営等

5 国際協力局

36 食卓クロス等の購入 平成20年4月1日 株式会社オーエムサービス
神奈川県横浜市港北区篠原
台町３１－１ 1 － 複数単価 ー L 物品購入 1-4 会計課 単価契約

119
「無償資金・技術協力業務補助職員」
派遣契約

平成20年5月1日 株式会社ティム・プラニング
東京都豊島区東池袋４－１５
－２ 9 @2,200 @1,620 73.6% N 派遣職員 1-5 在外公館課 単価契約

123 「在外公館業務補助職員」派遣契約 平成20年5月7日
株式会社ダブリュファイブ・ス
タッフサービス

愛知県名古屋市中村区名駅
５－４－１４ 4 @2,150 @1,590 73.9% N 派遣職員 1-5 在外公館課 単価契約

7
「アルジャジーラ放送モニタリング」業
務委嘱

平成20年4月1日 有限会社エリコ通信社
東京都品川区西大井１－１
－２－１３０６ 1 21,115,545 20,868,225 98.8% I

情報配信･ﾓ
ﾆﾀﾘﾝｸﾞ

8
国際情報統
括官

71
「公開情報の英文評論の抄訳及びモ
ニタリング・リスト作成」業務委嘱

平成20年4月1日 財団法人ラヂオプレス 東京都新宿区若松町３３－８ 1 － 複数単価 － J
その他業務
委嘱

8
国際情報統
括官

単価契約

85
「中東要人に関する情報データベース
作成・更新」業務委嘱

平成20年4月1日 財団法人中東調査会
東京都新宿区西新宿７－３
－１ 1 2,688,840 2,376,000 88.3% J

その他業務
委嘱

8
国際情報統
括官

18
ウイルス対策ソフトウエアライセンスの
購入

平成20年4月1日
株式会社富士通ビジネスシ
ステム

東京都文京区後楽１－７－２
７ 5 15,978,027 12,599,916 78.8% L 物品購入 1-3 通信課

40
「コンピュータ入力データ作成」業務委
嘱

平成20年4月1日 株式会社コスモピア 東京都港区北青山１－２－３ 3 6,328,476 6,300,000 99.5% J
その他業務
委嘱

1-3 通信課

94 伝票フォーム用紙の購入 平成20年4月1日 水三島紙工株式会社
東京都北区昭和町２－１１－
１ 1 4,192 3,465 82.6% L 物品購入 1-3 通信課 単価契約

113
「共通プラットフォーム関連機器」賃貸
借・保守契約

平成20年4月28日
日本電子計算機株式会社
日本電気株式会社

東京都千代田区丸の内３－
４－１
東京都港区芝５－７－１

2 3,453,438 1,200,901 34.7% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

124
「北海道洞爺湖サミット開催に伴うパソ
コン等輸送」業務委嘱

平成20年5月8日 西濃運輸株式会社
東京都中央区日本橋浜町２
－１８－７ 5 － @250ほか － J

その他業務
委嘱

1-3 通信課 単価契約

140
北海道洞爺湖サミット等用通信機器の
購入

平成20年5月13日 株式会社富士通エフサス 東京都港区芝公園４－１－４ 1 16,450,144 14,121,681 85.8% L 物品購入 1-3 通信課

146
「北海道洞爺湖サミット現地事務局外
務省ＬＡＮ構築」業務委嘱

平成20年5月16日 大洋事務機株式会社
北海道札幌市東区本町１条
１－３ 1 2,972,663 1,260,000 42.3% J

その他業務
委嘱

1-3 通信課



別記様式２　(契約一覧）

②　一般競争方式（①以外） （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）
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151
北海道洞爺湖サミット等用ネットワーク
対応スキャナ等の購入

平成20年5月23日 ＦＪＢサプライ株式会社
東京都千代田区神田練塀町
３ 1 6,954,812 6,691,230 96.2% L 物品購入 1-3 通信課

163
「北海道洞爺湖サミット・国際メディアセ
ンターへの外務省ＬＡＮ配線」業務委
嘱

平成20年6月3日 大洋事務機株式会社
北海道札幌市東区本町１条
１－３ 2 3,212,672 783,300 24.38% J

その他業務
委嘱

1-3 通信課

176
北海道洞爺湖サミット用ソフトウエアラ
イセンスの購入

平成20年6月11日 株式会社ＢＣＣ
福岡県福岡市中央区六本松
２－１２－１９ 3 5,343,941 4,168,500 78.00% L 物品購入 1-3 通信課

38 「メンタルヘルス関連業務」委嘱契約 平成20年4月1日 株式会社グッピーズ
東京都新宿区西新宿１－１３
－１２ 1 3,150 3,150 100.0% J

その他業務
委嘱

1-2 人事課 単価契約

17
「成田国際空港及び関西国際空港内
施設における各種接遇支援」業務委
嘱

平成20年4月1日 株式会社旅行綜研
東京都港区西新橋１－７－１
３ 2 16,380,000 13,104,000 80.0% J

その他業務
委嘱

1-1 総務課

74 「沖縄担当大使公用車運転」業務委嘱 平成20年4月1日 國和第一ハイヤー株式会社
沖縄県豊見城市字与根５０
－５２ 4 5,664,456 3,024,000 53.3% J

その他業務
委嘱

1-1 総務課

75
「文書裁断屑回収・溶解処理及びリサ
イクル」業務委嘱

平成20年4月1日 株式会社國光
東京都台東区東上野６－２
－１ 2 22 4 18.1% J

その他業務
委嘱

1-1 総務課 単価契約

95 「資料深夜配達」業務委嘱 平成20年4月1日
有限会社ファーストカンパ
ニー

東京都大田区南馬込４－３７
－１０ 3 15,750 11,550 73.3% J

その他業務
委嘱

1-1 総務課 単価契約

108 外務省関係法令集の印刷・製本 平成20年4月23日 昭和情報プロセス株式会社 東京都港区三田５－１４－３ 5 2,989,245 1,890,000 63.2% Ｋ 物品製造 1-1 総務課

153
「北海道洞爺湖サミットに向けた国際
テロ対策イニシアティブ・ワークショッ
プ」開催業務委嘱

平成20年5月26日
株式会社プライムインターナ
ショナル

東京都渋谷区広尾２－２－１
９ 4 12,914,132 8,240,903 63.8% D

事業実施･会
議運営等

2
総合外交政
策局

143
「総合外交政策局政策企画室が開催
する有識者会合」運営業務委嘱

平成20年5月16日 近畿日本ツーリスト株式会社
東京都港区虎ノ門１－１－２
１ 5 42,955,385 39,647,040 92.2% D

事業実施･会
議運営等

2
総合外交政
策局

189
「平成２０年度青少年国際連合視察派
遣事業」実施業務委嘱

平成20年6月23日
社団法人国際フレンドシップ
協会

東京都港区麻布台３－４－１
２ 2 6,147,990 5,999,776 97.59% J

その他業務
委嘱

2
総合外交政
策局

155
「国連ＰＫＯ６０周年記念シンポジウム」
開催業務委嘱

平成20年5月28日
株式会社プライムインターナ
ショナル

東京都渋谷区広尾２－２－１
９ 6 6,898,850 5,522,408 80.0% D

事業実施･会
議運営等

2
総合外交政
策局

15 文房具等の購入 平成20年4月1日 株式会社フォーサイト
東京都中央区八丁堀４－１０
－８ 2 16,539,949 15,469,650 93.5% L 物品購入 2

総合外交政
策局
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114
「普遍的・定期的レビューに伴う同時通
訳」業務委嘱

平成20年4月30日
株式会社コンベンションリン
ケージ

東京都千代田区三番町２ 1 2,718,000 2,667,376 98.1% A 通訳 2
総合外交政
策局

195
「『平和と繁栄の回廊』構想第３回４者
協議閣僚級会合」開催業務委嘱

平成20年6月27日
社団法人国際交流サービス
協会

東京都千代田区霞が関２－
２－１ 4 7,834,002 5,804,146 74.09% D

事業実施･会
議運営等

14
中東アフリ
カ局

34
「日伯交流年・日本人ブラジル移住１０
０周年記念式典」開催業務委嘱

平成20年4月1日
株式会社エム・プラスコンベ
ンション

東京都港区南青山５－９－１
５ 1 6,896,805 6,615,000 95.9% D

事業実施･会
議運営等

12 中南米局

48 「国内広報業務補助職員」派遣契約 平成20年4月1日
株式会社ダブリュファイブ・ス
タッフサービス

愛知県名古屋市中村区名駅
５－４－１４ 2 2,900 2,240 77.2% N 派遣職員 1-7 報道官組織 単価契約

107 「広報動画配信」業務委嘱 平成20年4月23日 株式ステージ
東京都豊島区高松１－１１－
１６ 4 8,786,736 3,019,800 34.3% J

その他業務
委嘱

1-7 報道官組織

157
「北海道洞爺湖サミットホームページ
広報用品」作成契約

平成20年5月29日 株式会社マルト
福岡県福岡市早良区小田部
２－８－１６ 2 7,491,750 3,927,000 52.4% Ｋ 物品製造 1-7 報道官組織

168
「北海道洞爺湖サミットホームページ
（キッズコーナー）・サミット博士認定
証」作成契約

平成20年6月4日 株式会社ジップス
宮城県仙台市宮城野区榴岡
５－１－１２ 2 3,552,342 547,000 15.40% J

その他業務
委嘱

1-7 報道官組織

4 「報道関係者招聘事業」業務委嘱 平成20年4月1日
社団法人国際交流サービス
協会

東京都千代田区霞が関２－
２－１ 1 － 複数単価 － Ｃ

招へい･賓客
接遇

1-7 報道官組織 単価契約

13
「北海道洞爺湖サミット関連報道関係
者招聘事業」業務委嘱

平成20年4月1日
社団法人国際交流サービス
協会

東京都千代田区霞が関２－
２－１ 1 － 複数単価 － Ｃ

招へい･賓客
接遇

1-7 報道官組織 単価契約

27
「英字紙に掲載される我が国関連記事
の翻訳及び報告」業務委嘱

平成20年4月1日
株式会社アーバン・コネク
ションズ

東京都渋谷区渋谷３－２７－
１１ 2 － 複数単価 ー J

その他業務
委嘱

1-7 報道官組織 単価契約

55
「北海道洞爺湖サミット関連文書翻訳」
業務委嘱

平成20年4月1日
株式会社アーバン・コネク
ションズ

東京都渋谷区渋谷３－２７－
１１ 2 － 複数単価 － J

その他業務
委嘱

1-7 報道官組織 単価契約

61 「国際報道業務補助職員」派遣契約 平成20年4月1日 共同ピーアール株式会社
東京都中央区銀座７－２－２
２ 1 6,525 6,300 96.5% N 派遣職員 1-7 報道官組織 単価契約

79 「国際報道業務補助職員」派遣契約 平成20年4月1日 共同ピーアール株式会社
東京都中央区銀座７－２－２
２ 1 2,625 2,625 100.0% N 派遣職員 1-7 報道官組織 単価契約

83 「定例記者会見等記録作成」業務委嘱 平成20年4月1日
株式会社アーバン・コネク
ションズ

東京都渋谷区渋谷３－２７－
１１ 1 － 複数単価 － J

その他業務
委嘱

1-7 報道官組織 単価契約
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93
「総理記者会見記録の英訳作成」業務
委嘱

平成20年4月1日
株式会社アーバン・コネク
ションズ

東京都渋谷区渋谷３－２７－
１１ 1 － 複数単価 － J

その他業務
委嘱

1-7 報道官組織 単価契約

133
「Ｇ８京都外相会合及び北海道洞爺湖
サミットにおける記者会見記録作成」
業務委嘱

平成20年5月30日
株式会社アーバン・コネク
ションズ

東京都渋谷区渋谷３－２７－
１１ 1 － @2,730ほか － J

その他業務
委嘱

1-7 報道官組織 単価契約

179 「電話による世論調査」業務委嘱 平成20年6月13日
株式会社 もしもしホットライ
ン

東京都渋谷区代々木２－６
－５ 2 7,184,100 6,823,950 94.99% J

その他業務
委嘱

1-7 報道官組織

25
「定期刊行物等の国内発送及び保管・
管理」業務委嘱

平成20年4月1日 株式会社ラシスコ
埼玉県朝霞市根岸台１－８
－２３ 3 － 複数単価 － J

その他業務
委嘱

1-7 報道官組織 単価契約

28
「主要国首脳会議ホームページ専用
サーバ構築・維持管理及びコンテンツ
掲載作業職員」派遣契約

平成20年4月1日 ウェブスタッフ株式会社
東京都新宿区新宿２－５－１
５ 2 3,139 2,455 78.2% N 派遣職員 1-7 報道官組織 単価契約

43
「在外公館等宛広報資料発送」業務委
嘱

平成20年4月1日 海外新聞普及株式会社 東京都港区芝浦２－９－１３ 2 － 複数単価 － J
その他業務
委嘱

1-7 報道官組織 単価契約

44 「国内広報業務補助職員」派遣契約 平成20年4月1日
株式会社リノス・スタッフィン
グ

東京都渋谷区代々木２－２
－１ 7 1,685 1,470 87.2% N 派遣職員 1-7 報道官組織 単価契約

92
「視覚障害者向け録音テープ作成及び
配布」業務委嘱

平成20年4月1日
社会福祉法人日本点字図書
館

東京都新宿区高田馬場１―
２３―４ 4 1,679,466 1,584,480 94.3% J

その他業務
委嘱

1-7 報道官組織

139
「主要国首脳会議ホームページ掲載用
動画編集」業務委嘱

平成20年5月12日 株式会社ステージ
東京都豊島区高松１－１１－
１６ 9 2,165,743 1,423,926 65.7% J

その他業務
委嘱

1-7 報道官組織

158 「対面による世論調査」業務委嘱 平成20年5月29日 社団法人中央調査社
東京都中央区銀座６－１６－
１２ 1 2,991,450 2,887,500 96.5% J

その他業務
委嘱

1-7 報道官組織

177
主要国首脳会議ホームページ掲載用
動画の編集に係る業務委託

平成20年6月12日 株式会社ステージ 東京都豊島区高松１－１１－ 9 2,165,743 1,423,926 65.75% J
その他業務
委嘱

1-7 報道官組織

191
「大学生国際問題討論会フォーラム２
００８」開催業務委嘱

平成20年6月24日 株式会社プロセスユニーク
東京都中央区銀座３－１５－
８ 7 2,501,337 1,949,778 77.95% D

事業実施･会
議運営等

1-7 報道官組織

14
「主要新聞６紙記事情報作成」業務委
嘱

平成20年4月1日
株式会社エレクトロニックラ
イブラリー

東京都品川区西五反田８－
１１－１３ 1 － 複数単価 － J

その他業務
委嘱

1-7 報道官組織 単価契約
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22
「外交フォーラム－外務大臣と語る－」
開催業務委嘱

平成20年4月1日 株式会社ステージ
東京都豊島区高松１－１１－
１６ 5 12,449,178 10,410,566 83.6% D

事業実施･会
議運営等

1-7 報道官組織

35 「報道業務補助職員」派遣契約 平成20年4月1日 アソウ・ヒューマニーセンター
東京都千代田区有楽町１－
７－１ 5 2,260 1,615 71.4% N 派遣職員 1-7 報道官組織 単価契約

45
「外務大臣記者会見記録の英訳作成」
業務委嘱

平成20年4月1日
株式会社アーバン・コネク
ションズ

東京都渋谷区渋谷３－２７－
１１ 2 11,000 10,500 95.4% J

その他業務
委嘱

1-7 報道官組織 単価契約

56
「今日の朝刊（新聞見出し）作成」業務
委嘱

平成20年4月1日 株式会社協業センター
東京都品川区西五反田８－
１２－５－３０１ 1 4,174,296 3,780,000 90.5% J

その他業務
委嘱

1-7 報道官組織

63
「ニュースサマリー日曜ＴＶ版作成」業
務委嘱

平成20年4月1日 株式会社共同通信社 東京都港区東新橋１－７－１ 1 － 複数単価 － J
その他業務
委嘱

1-7 報道官組織 単価契約

87 「公式外交記録写真保存」業務委嘱 平成20年4月1日
富士フイルムイメージテック
株式会社

東京都港区西新橋１－４－１
４ 1 － 複数単価 － J

その他業務
委嘱

1-7 報道官組織 単価契約

96
「新聞記事ＦＡＸ送付サービス」業務委
嘱

平成20年4月1日 株式会社協業センター
東京都品川区西五反田８－
１２－５ 1 － 複数単価 － J

その他業務
委嘱

1-7 報道官組織 単価契約

135
「外交関係重要発言詳報作成」業務委
嘱

平成20年5月1日 株式会社時事通信社
東京都中央区銀座５－１５－
８ 1 6,446,000 6,442,909 99.9% J

その他業務
委嘱

1-7 報道官組織

142
「北海道洞爺湖サミット及びＧ８京都外
相会合におけるカメラマン等派遣」業
務委嘱

平成20年5月15日 株式会社遊創
東京都目黒区祐天寺１－１４
－１６ 1 15,833,906 14,752,731 93.1% J

その他業務
委嘱

1-7 報道官組織

98
「英文国際法判例・法律文献検索シス
テム」利用契約

平成20年4月1日
ウェストロー・ジャパン株式
会社

東京都千代田区九段４－１
－７ 2 1,346,886 803,880 59.6% J

その他業務
委嘱

6 国際法局

29
「海外邦人安全業務補助職員」派遣契
約

平成20年4月1日 株式会社ティム・プラニング
東京都豊島区東池袋４－１４
－１ 3 1,900 1,770 93.1% N 派遣職員 7 領事局 単価契約

33
「海外邦人安全業務補助職員」派遣契
約

平成20年4月1日 株式会社ティム・プラニング
東京都豊島区東池袋４－１４
－１ 2 2,000 1,630 81.5% N 派遣職員 7 領事局 単価契約

174 「特殊撮影等」業務委嘱 平成20年6月10日
富士フィルムイメージテック
株式会社

東京都品川区西五反田３－
６－３０ 2 5,409,109 2,356,935 43.57% J

その他業務
委嘱

7 領事局



別記様式２　(契約一覧）

②　一般競争方式（①以外） （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

備　　考

(契約種類) (主管局課)
落札率契約相手方の住所 応札者数 契約金額予定価格№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称

102 旅券システム用消耗品の購入 平成20年4月8日 富士通コワーコ株式会社 東京都港区芝公園４－１－４ 1 － 複数単価 － L 物品購入 7 領事局 単価契約

件数： 195

契約金額： 2,771,639,514

契約種類：A通訳、B調査・研究、C招へい・賓客接遇、D事業実施・会議運営等、Eﾚｾﾌﾟｼｮﾝ・ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ、F保守・管理（機械/設備）、G工事・建築ｻｰﾋﾞｽ、Hｼｽﾃﾑ関係、I情報配信・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、Jその他業務委嘱、K物品製造、L物品購入、M賃貸借、N派遣職員

主管局課：大臣官房････1-1．総務課、1-2．人事課、1-3．通信課、1-4．会計課、1-5．在外公館課、1-6．儀典官室、1-7．報道官組織、1-8．広報文化交流部、1-9．その他大臣官房

　　　　　　　機能局････２．総合外交政策局、３．軍縮・科学部、４．経済局、５．国際協力局、６．国際法局、７．領事局、８．国際情報統括官、９．研修所

　　　　　　　地域局････10．アジア大洋州局、11．北米局、12．中南米局、13．欧州局、14．中東アフリカ局



別記様式２　(契約一覧）

③　指名競争方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

1
「京都迎賓館ケータリングサービス」委
嘱契約

平成20年4月1日 株式会社京都ホテル
京都府京都市中京区河原町
通二条南入一之船入町５３
７ー４

4 － 複数単価 － Ｅ
レセプショ
ン･ケータリ
ング

1-6 儀典官室 単価契約

2
「第１０回アフリカ・パートナーシップ・
フォーラム等会合開催に伴う同時通
訳」業務委嘱

平成20年4月1日
株式会社コンベンションリン
ケージ

東京都千代田区三番町２ 2 7,854,990 4,193,393 53.3% Ｅ
レセプショ
ン･ケータリ
ング

14
中東アフリ
カ局

3
「総合外交政策局総務課が主催する
国際会議」会場提供契約

平成20年4月1日 株式会社パレスホテル
東京都千代田区丸の内１－
１－１ 3 3,489,780 3,046,954 87.3% D

事業実施･
会議運営
等

2
総合外交政
策局

4
「北海道洞爺湖サミット準備会合会場
等」提供契約

平成20年4月1日 株式会社京都ホテル
京都府京都市中京区河原町
通二条南入一之船入町５３
７－４

2 9,876,000 2,732,718 27.6% D
事業実施･
会議運営
等

4 経済局

5
「外国訪問に際しての公用品等集荷・
運搬・出入国手続等」業務委嘱

平成20年4月1日 株式会社阪急交通社 東京都港区新橋３－３－９ 5 － 複数単価 － J
その他業
務委嘱

1-6 儀典官室 単価契約

6
「国連水と衛生に関する諮問委員会第
１０回会合開催に伴う外務大臣主催レ
セプション」開催業務委嘱

平成20年5月19日 株式会社パレスホテル
東京都千代田区丸の内１－
１－１ 4 1,737,750 1,370,250 78.8% Ｅ

レセプショ
ン･ケータリ
ング

5 国際協力局

7
「Ｇ８政務局長会合に伴う外務審議官
主催ワーキングランチ」開催業務委嘱

平成20年5月22日 グランドプリンスホテル高輪 東京都港区高輪３－１３－１ 2 1,761,113 978,915 55.5% Ｅ
レセプショ
ン･ケータリ
ング

2
総合外交政
策局

8
「日韓歴史共同委員会委員との意見
交換に伴う外務政務官主催夕食会」
開催業務委嘱

平成20年5月28日
株式会社ロイヤルパークホ
テル

東京都中央区日本橋蠣殻町
２－１－１ 2 1,400,752 1,258,288 89.8% Ｅ

レセプショ
ン･ケータリ
ング

10
アジア大洋
州局

9
「北海道洞爺湖サミットに向けた外務
大臣主催有識者会合夕食会」開催業
務委嘱

平成20年5月29日
株式会社ホテルオークラ東
京

東京都港区虎ノ門２－１０－
４ 3 1,848,840 1,326,780 71.7% Ｅ

レセプショ
ン･ケータリ
ング

2
総合外交政
策局

10
外務大臣主催自治体国際交流活動支
援レセプション・ケータリング契約

平成20年6月4日 株式会社　パレスホテル
東京都千代田区丸の内１－
１－１ 2 1,559,250 1,244,250 76.00% Ｅ

レセプショ
ン･ケータリ
ング

1-1 総務課

11
「外務大臣夫人主催在京外交団夫人
招待お茶会」開催業務委嘱

平成20年6月9日
株式会社　プリンスホテル
高輪プリンスホテル

東京都港区高輪３－１３－１ 3 2,123,100 1,440,600 67.85% Ｅ
レセプショ
ン･ケータリ
ング

1-9
その他大臣
官房

12
「Ｇ８京都外相会合に伴う迎賓館ケー
タリング・サービス」業務委嘱

平成20年6月13日 株式会社京都ホテル
京都府京都市中京区河原町
通二条南入一之船入町５３
７－４

3 7,500,000 3,685,350 49.14% Ｅ
レセプショ
ン･ケータリ
ング

1-9
その他大臣
官房

13
日中韓外相会議に伴う外務大臣主催
レセプション・ケータリング契約

平成20年6月14日
株式会社　プリンスホテル
高輪プリンスホテル

東京都港区高輪３－１３－１ 5 1,833,510 926,730 48.14% Ｅ
レセプショ
ン･ケータリ
ング

10
アジア大洋
州局

落札率
備　　考

(契約種類) (主管局課)

№ 件　名 契約締結日 契約金額契約相手方の名称 契約相手方の住所 応札者数 予定価格



別記様式２　(契約一覧）

③　指名競争方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

落札率
備　　考

(契約種類) (主管局課)

№ 件　名 契約締結日 契約金額契約相手方の名称 契約相手方の住所 応札者数 予定価格

14
「平和と繁栄の回廊」構想第３回４者
協議閣僚級会合開催に伴う外務大臣
主催レセプション・ケータリング契約

平成20年6月27日
株式会社ロイヤルパークホ
テル

東京都中央区日本橋蛎殻町
２－１－１ 4 1,662,750 1,500,490 90.24% Ｅ

レセプショ
ン･ケータリ
ング

14
中東アフリ
カ局

15 「在外公館警備指導」業務委嘱 平成20年6月29日 綜合警備保障株式会社
東京都港区元赤坂１－６－
６ 2 183,019,407 172,413,399 94.20% J

その他業
務委嘱

1-9
その他大臣
官房

件数： 15

契約金額： 196,118,117

契約種類：A通訳、B調査・研究、C招へい・賓客接遇、D事業実施・会議運営等、Eﾚｾﾌﾟｼｮﾝ・ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ、F保守・管理（機械/設備）、G工事・建築ｻｰﾋﾞｽ、Hｼｽﾃﾑ関係、I情報配信・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、Jその他業務委嘱、K物品製造、L物品購入、M賃貸借、N派遣職員

主管局課：大臣官房････1-1．総務課、1-2．人事課、1-3．通信課、1-4．会計課、1-5．在外公館課、1-6．儀典官室、1-7．報道官組織、1-8．広報文化交流部、1-9．その他大臣官房

　　　　　　　機能局････２．総合外交政策局、３．軍縮・科学部、４．経済局、５．国際協力局、６．国際法局、７．領事局、８．国際情報統括官、９．研修所

　　　　　　　地域局････10．アジア大洋州局、11．北米局、12．中南米局、13．欧州局、14．中東アフリカ局



別記様式２　(契約一覧）

④　企画競争に基づく随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

1
「国際協力プラザ事業」業務委
嘱

平成20年4月1日
財団法人国際協力推
進協会

東京都文京区大塚５－３－
１３

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

130,214,000 129,425,029 99.3% J
その他業務
委嘱

5 国際協力局 1

2
「北海道洞爺湖サミット広報
ブース運営」業務委嘱

平成20年4月1日 株式会社博報堂 東京都港区芝浦３－４－１
企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

39,341,000 39,198,705 99.6% J
その他業務
委嘱

1-7 報道官組織 7

3
「外国テレビチーム接遇及び
取材協力」業務委嘱

平成20年4月1日
インタナシヨナル映画株
式会社

東京都港区西新橋３－２３
－６

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

－ 複数単価 － C
招へい･賓
客接遇

1-8
広報文化交
流部 2

4
「アフリカンフェスタ２００８」開
催業務委嘱

平成20年4月1日 株式会社ジェイコム
東京都港区芝公園２－４－
１

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

23,612,662 23,612,662 100.0% D
事業実施･
会議運営等

14
中東アフリ
カ局 6

5
「外務省ＩＴ広報業務の業務・シ
ステム最適化に関するプロ
ジェクトマネジメント」業務委嘱

平成20年4月1日
ベリングポイント株式会
社

東京都千代田区丸の内１－
１１－１

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

16,872,660 16,863,000 99.9% J
その他業務
委嘱

1-7 報道官組織 2

6
「ホストコンピュータシステムの
業務システム最適化コンサル
ティング」業務委嘱

平成20年4月1日
ベリングポイント株式会
社

東京都千代田区丸の内１－
１１－１

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

10,122,000 9,974,988 98.5% J
その他業務
委嘱

1-3 通信課 1

7
「開発教育／国際理解教育コ
ンクール」開催業務委嘱

平成20年4月1日 教育出版株式会社
東京都千代田区神田神保
町２－１０

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

8,894,000 8,851,500 99.5% D
事業実施･
会議運営等

5 国際協力局 1

8
「北海道洞爺湖サミット事前プ
レスツアー」実施委嘱

平成20年4月1日
財団法人フォーリン・プ
レスセンター

東京都千代田区内幸町２－
２－１

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

7,400,000 7,337,398 99.1% J
その他業務
委嘱

1-7 報道官組織 3

9
「北海道洞爺湖サミット取材外
国テレビ・チーム接遇及び取
材協力」業務委嘱

平成20年4月1日
インタナショナル映画株
式会社

東京都港区西新橋３－２３
－６

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

6,000,000 6,000,000 100.0% C
招へい･賓
客接遇

1-8
広報文化交
流部 2

10
「英語電子メール添削研修」実
施委嘱

平成20年4月1日
株式会社アヴァンティス
タッフ

東京都中央区八重洲２－６
－２１

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

3,588,900 3,588,900 100.0% J
その他業務
委嘱

9 研修所 1

11 「英語研修」実施委嘱 平成20年4月1日
株式会社アヴァンティス
タッフ

東京都中央区八重洲２－６
－２１

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

3,610,000 3,582,780 99.2% J
その他業務
委嘱

9 研修所 4

落札率契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

備考２

応募者
数

備　　考
№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約金額

(契約種類) (主管局課)



別記様式２　(契約一覧）

④　企画競争に基づく随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

落札率契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

備考２

応募者
数

備　　考
№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約金額

(契約種類) (主管局課)

12 「通訳研修」実施委嘱 平成20年4月1日
株式会社サイマル・イン
ターナショナル

東京都中央区築地１－１２
－６

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

3,141,264 3,141,264 100.0% J
その他業務
委嘱

1-2 人事課 1

13
「北東アジア協力対話関連プ
ロジェクト」運営業務委嘱

平成20年4月1日
財団法人未来工学研
究所

東京都江東区深川２丁目６
－１１

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

2,889,000 2,798,888 96.8% D
事業実施･
会議運営等

2
総合外交政
策局 2

14
「外務省ホームページコンテン
ツ企画・編集」業務委嘱

平成20年4月3日 株式会社毎日映画社
東京都千代田区一ツ橋１－
１－１

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

5,663,000 5,659,500 99.9% J
その他業務
委嘱

1-7 報道官組織 6

15 「英語集中研修」実施委嘱 平成20年4月3日
株式会社アヴァンティス
タッフ

東京都中央区八重洲２－６
－２１

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

3,528,000 3,511,300 99.5% J
その他業務
委嘱

9 研修所 4

16
「日米若人交流計画」業務委
嘱

平成20年4月7日
財団法人ワイ・エフ・
ユー日本国際交流財団

東京都港区南青山１－１５
－９

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

15,296,000 12,539,500 81.9% D
事業実施･
会議運営等

11 北米局 1

17
「ＮＧＯ長期スタディー・プログ
ラム」業務委嘱

平成20年4月8日
特定非営利活動法人
国際協力ＮＧＯセンター

東京都新宿区西早稲田２－
３－１８

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

33,812,000 33,796,950 99.9% J
その他業務
委嘱

5 国際協力局 1

18
「日本文化発信プログラムによ
るボランティア派遣事業」業務
委嘱

平成20年4月15日
社団法人青年海外協
力協会

東京都渋谷区広尾４－２－
２４

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

173,620,000 173,618,883 99.9% J
その他業務
委嘱

1-8
広報文化交
流部 1

19
「危機管理セミナー(中国)」開
催業務委嘱

平成20年4月15日
東京海上日動リスクコ
ンサルティング株式会
社

東京都千代田区丸の内１－
２－１

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

10,915,000 7,594,893 69.5% D
事業実施･
会議運営等

7 領事局 6

20
「北海道洞爺湖サミット公式
ホームページ英語版作成」業
務委嘱

平成20年4月16日
株式会社ジャパンエ
コー社

東京等千代田区内幸町２－
２－１

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

－ 複数単価 － J
その他業務
委嘱

1-8
広報文化交
流部 6

21
「北海道洞爺湖サミット公式
ホームページ（キッズ・ページ）
英語版作成」業務委嘱

平成20年4月16日
株式会社ジャパンエ
コー社

東京都千代田区内幸町２－
２－１

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

4,922,000 4,745,790 96.4% J
その他業務
委嘱

5 国際協力局 6

22
「北朝鮮による人権侵害問題
への政府の取り組み」パンフ
レット作成契約

平成20年4月16日 株式会社大成
東京都新宿区四谷４－２５
－２

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

1,000,000 714,000 71.4% K 物品製造 10
アジア大洋
州局 5



別記様式２　(契約一覧）

④　企画競争に基づく随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

落札率契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

備考２

応募者
数

備　　考
№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約金額

(契約種類) (主管局課)

23
「外交関係報道調査分析」業
務委嘱

平成20年4月17日 ＪＣＣ株式会社
東京都台東区浅草橋１－１
２－３

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

5,000,000 4,749,948 94.9% J
その他業務
委嘱

1-7 報道官組織 1

24
「外交関係報道調査分析」業
務委嘱

平成20年4月17日
株式会社ジャパンエ
コー社

東京都千代田区内幸町２－
２－１

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

2,070,000 2,055,060 99.2% J
その他業務
委嘱

1-7 報道官組織 1

25
「外交関係報道調査分析」業
務委嘱

平成20年4月17日 社団法人共同通信社 東京都港区虎ノ門２－２－５
企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

1,370,000 1,281,840 93.5% J
その他業務
委嘱

1-7 報道官組織 1

26
「平和構築分野の人材育成事
業」業務委嘱

平成20年4月24日
国立大学法人広島大
学

広島県東広島市鏡山１－３
－２

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

180,667,000 180,538,464 99.9% D
事業実施･
会議運営等

2
総合外交政
策局 1

27
「日本ＮＧＯ連携無償資金協
力案件調査」業務委嘱

平成20年4月25日
株式会社建設企画コン
サルタント

東京都新宿区高田馬場３－
２３－１

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

68,724,000 59,638,950 86.7% B 調査・研究 5 国際協力局 3

28
「ＮＧＯ研究会（ネットワークＮ
ＧＯのあり方）」実施委嘱

平成20年4月25日
特定非営利活動法人
国際協力ＮＧＯセンター

東京都新宿区西早稲田２－
３－１８

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

4,910,000 4,907,133 99.9% D
事業実施･
会議運営等

5 国際協力局 2

29
「ＮＧＯ研究会（子供に関わる
援助活動のあり方）」実施委嘱

平成20年4月25日
特定非営利活動法人Ａ
ＣＥ

東京都台東区東上野１－２
０－９

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

4,910,000 3,820,624 77.8% D
事業実施･
会議運営等

5 国際協力局 2

30
広報用パンフレット「北海道洞
爺湖サミット」の作成

平成20年4月1日 株式会社時事通信社
東京都中央区銀座５－１５
－８

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

13,000,000 11,896,500 91.5% K 物品製造 5 国際協力局 8

31
「北海道洞爺湖サミットにおけ
る識別カードによる警備体制
構築等」業務委嘱

平成20年4月1日 日本電気株式会社 東京都港区芝５－７－１
企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

－ 150,045,000 － J
その他業務
委嘱

1-9
その他大臣
官房

政府調達 5

32
「ＯＤＡ広報に関するテレビ番
組」制作・放映

平成20年4月1日 株式会社博報堂 東京都港区芝浦３－４－１
企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

224,200,000 210,808,500 94.0% J
その他業務
委嘱

5 国際協力局 政府調達 5

33
「ＯＤＡ民間モニター事業」業務
委嘱

平成20年4月1日
財団法人国際協力推
進協会

東京都文京区大塚５－３－
１３

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

113,374,000 113,269,530 99.9% J
その他業務
委嘱

5 国際協力局 政府調達 1



別記様式２　(契約一覧）

④　企画競争に基づく随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

落札率契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

備考２

応募者
数

備　　考
№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約金額

(契約種類) (主管局課)

34
「外務省IT広報業務用Ｗｅｂコ
ンテンツ管理・運用」業務委嘱

平成20年4月1日
NTT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

当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条
件としており、他に競争を許さないため。（会計法第29条
の3第4項）

53,403,252 52,920,000 99.0% J
その他業務
委嘱

1-7 報道官組織 政府調達 2

35
「海外広報用ビデオ『Ｊapan　Ｖ
ideo　Ｔopics』制作及び複製」
業務委嘱

平成20年5月1日
インタナシヨナル映画株
式会社

東京都港区西新橋３－２３
－６

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

68,572,000 64,827,000 94.5% K 物品製造 1-8
広報文化交
流部 7

36
「北海道洞爺湖サミットにおけ
る日本文化紹介行事等実施
支援」業務委嘱

平成20年5月1日
株式会社電通・株式会
社博報堂共同企業体

東京都港区東新橋１－８－
１

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。（会計法第29条の3第4項）

28,220,000 24,365,250 86.3% J
その他業務
委嘱

1-9
その他大臣
官房 2

37 「ＮＧＯ相談員」業務委嘱 平成20年5月1日
特定非常利活動法人
名古屋ＮＧＯセンター

愛知県名古屋市中村区松
原町１－２４

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

2,651,000 2,651,000 100.0% J
その他業務
委嘱

5 国際協力局 26

38 「ＮＧＯ相談員」業務委嘱 平成20年5月1日
特定非常利活動法人
関西ＮＧＯ協議会

大阪府大阪市北区茶屋町２
－３０

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

2,651,000 2,651,000 100.0% J
その他業務
委嘱

5 国際協力局 26

39 「ＮＧＯ相談員」業務委嘱 平成20年5月1日
特定非常利活動法人Ｎ
ＧＯ福岡ネットワーク

福岡県福岡市博多区博多
駅前３－６－１

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

2,651,000 2,651,000 100.0% J
その他業務
委嘱

5 国際協力局 26

40 「ＮＧＯ相談員」業務委嘱 平成20年5月1日
特定非常利活動法人
関西国際交流団体協
議会

大阪府大阪市天王寺区上
本町８－２－６

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

2,651,000 2,650,780 99.9% J
その他業務
委嘱

5 国際協力局 26

41 「ＮＧＯ相談員」業務委嘱 平成20年5月1日
特定非常利活動法人え
ひめグローバルネット
ワーク

愛媛県松山市祝谷４－１－
１３

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

2,651,000 2,650,000 99.9% J
その他業務
委嘱

5 国際協力局 26

42 「ＮＧＯ相談員」業務委嘱 平成20年5月1日
特定非営利活動法人
国際ボランティアセン
ター山形

山形県山形市荒楯町１－１
７－４０

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

2,651,000 2,649,570 99.9% J
その他業務
委嘱

5 国際協力局 26

43 「ＮＧＯ相談員」業務委嘱 平成20年5月1日
特定非営利活動法人
国際協力ＮＧＯセンター

東京都新宿区西早稲田２－
３－１８

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

2,651,000 2,648,293 99.8% J
その他業務
委嘱

5 国際協力局 26

44 「ＮＧＯ相談員」業務委嘱 平成20年5月1日
財団法人北海道国際
交流センター

北海道函館市元町１４－１
企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

2,651,000 2,646,468 99.8% J
その他業務
委嘱

5 国際協力局 26



別記様式２　(契約一覧）

④　企画競争に基づく随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

落札率契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

備考２

応募者
数

備　　考
№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約金額

(契約種類) (主管局課)

45 「ＮＧＯ相談員」業務委嘱 平成20年5月1日
特定非常利活動難民
支援協会

東京都新宿区四谷１－７－
２

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

2,651,000 2,645,000 99.7% J
その他業務
委嘱

5 国際協力局 26

46 「ＮＧＯ相談員」業務委嘱 平成20年5月1日
特定非常利活動法人
ピースウィンズ・ジャパ
ン

東京都渋谷区笹塚３－２－
１５

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

2,651,000 2,640,820 99.6% J
その他業務
委嘱

5 国際協力局 26

47 「ＮＧＯ相談員」業務委嘱 平成20年5月1日
特定非常利活動法人Ａ
ＭＤＡ社会開発機構

岡山県岡山市南方２－１３
－１

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

2,651,000 2,640,000 99.5% J
その他業務
委嘱

5 国際協力局 26

48 「ＮＧＯ相談員」業務委嘱 平成20年5月1日
特定非営利活動法人
開発教育協会

東京都文京区小石川２－１
７－４１

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

2,651,000 2,638,650 99.5% J
その他業務
委嘱

5 国際協力局 26

49 「ＮＧＯ相談員」業務委嘱 平成20年5月1日 財団法人ＰＨＤ協会
兵庫県神戸市中央区元町
通５－４－３

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

2,651,000 2,618,000 98.7% J
その他業務
委嘱

5 国際協力局 26

50 「ＮＧＯ相談員」業務委嘱 平成20年5月1日
財団法人国際開発救
援財団

東京都千代田区神田駿河
台２－１

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

2,651,000 2,611,100 98.4% J
その他業務
委嘱

5 国際協力局 26

51 「ＮＧＯ相談員」業務委嘱 平成20年5月1日
沖縄ＮＧＯ活動推進協
議会

沖縄県宜野湾市３－２３－５
２

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

2,651,000 2,605,000 98.2% J
その他業務
委嘱

5 国際協力局 26

52 「ＮＧＯ相談員」業務委嘱 平成20年5月1日
特定非常利活動法人
横浜ＮＧＯ連絡協会

神奈川県横浜市中区新港２
－３－１

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

2,651,000 2,560,000 96.5% J
その他業務
委嘱

5 国際協力局 26

53 「ＮＧＯ相談員」業務委嘱 平成20年5月1日
特定非常利活動法人ア
フリカ日本協議会

東京都台東区東上野１－２
０－６

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

2,651,000 2,490,000 93.9% J
その他業務
委嘱

5 国際協力局 26

54
「北海道洞爺湖サミットにおけ
る日本食材紹介等実施支援」
業務委嘱

平成20年5月2日
株式会社電通・株式会
社博報堂共同企業体

東京都港区東新橋１－８－
１

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

20,000,000 19,992,000 99.9% J
その他業務
委嘱

1-9
その他大臣
官房 1

55
「取材対応能力強化トレーニン
グ」実施委嘱

平成20年5月2日
ウェーバー・シャンド
ウィック・ワールドワイド
株式会社

東京都港区三田１－４－２８
企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

2,990,000 2,987,250 99.9% J
その他業務
委嘱

1-7 報道官組織 4



別記様式２　(契約一覧）

④　企画競争に基づく随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

落札率契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

備考２

応募者
数

備　　考
№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約金額

(契約種類) (主管局課)

56 「英語通訳研修」実施委嘱 平成20年5月14日
株式会社インターグ
ループ

東京都港区西新橋１－７－
２

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

4,127,000 3,996,000 96.8% J
その他業務
委嘱

1-3 通信課 2

57
「ＮＧＯアカウンタビリティ強化
セミナー」開催業務委嘱

平成20年5月15日
株式会社電通パブリッ
クリレーションズ

東京都中央区銀座２－１６
－７

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

7,225,000 7,215,348 99.8% J
その他業務
委嘱

5 国際協力局 3

58
「日欧高校生交流プログラム」
業務委嘱

平成20年5月16日
社団法人国際フレンド
シップ協会

東京都港区麻布台３－４－
１２

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ他に競争を許さない
ため（会計法第29条の3第4項）

46,000,000 45,999,400 99.9% C
招へい･賓
客接遇

13 欧州局 1

59
「Ｗｅｂ　Ｊａｐａｎホームページ
（Trends in Japan）英語版作
成」業務委嘱

平成20年5月16日
株式会社ジャパンエ
コー社

東京都千代田区内幸町２－
２－１

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

16,900,000 16,182,180 95.7% J
その他業務
委嘱

1-8
広報文化交
流部 2

60
「Ｗｅｂ　Ｊａｐａｎホームページ
（Trends in Japan）中国語版作
成」業務委嘱

平成20年5月16日
株式会社ジャパンエ
コー社

東京都千代田区内幸町２－
２－１

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

9,000,000 8,380,260 93.1% J
その他業務
委嘱

1-8
広報文化交
流部 3

61
「北海道洞爺湖サミットに伴う
外国プレス用資料作成」業務
委嘱

平成20年5月26日
財団法人フォーリン・プ
レスセンター

東京都千代田区内幸町２－
２－１

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

12,186,000 9,953,790 81.6% J
その他業務
委嘱

1-7 報道官組織 5

62
「北海道洞爺湖サミット首脳会
合等会議設備」運営業務委嘱

平成20年5月29日 株式会社コングレ 東京都千代田区麹町５－１
企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

181,500,000 174,787,098 96.3% J
その他業務
委嘱

1-9
その他大臣
官房 6

63
「北海道洞爺湖サミット広報用
日本紹介ビデオ制作・複製」業
務委嘱

平成20年5月29日 株式会社毎日映画社
東京都千代田区一ツ橋１－
１－１

企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

8,510,000 8,452,500 99.3% K 物品製造 1-8
広報文化交
流部 9

64
「文化無償資金協力候補案件
事前調査等」業務委嘱

平成20年6月2日
財団法人日本国際協
力システム

東京都新宿区富久町１０－
５

企画競争の結果同社が最も高い評価を得て確実な業務
の履行が可能であると認められ、他に競争を許さないた
め。

140,469,000 140,421,973 99.9% B 調査・研究 1-8
広報文化交
流部 2

65
ＯＤＡ評価「エクアドル国別評
価」業務委嘱

平成20年6月2日
株式会社三菱総合研
究所

東京都千代田区大手町２－
３－６

企画競争の結果同社が最も高い評価を得て確実な業務
の履行が可能であると認められ、他に競争を許さないた
め。

21,100,000 21,099,951 99.9% J
その他業務
委嘱

5 国際協力局 1

66
ＯＤＡ評価「トルコ国別評価」業
務委嘱

平成20年6月2日
グローバルリンクマネー
ジメント株式会社

東京都港区南青山５－１０
－１９

企画競争の結果同社が最も高い評価を得て確実な業務
の履行が可能であると認められ、他に競争を許さないた
め。

21,100,000 21,091,350 99.9% J
その他業務
委嘱

5 国際協力局 3



別記様式２　(契約一覧）

④　企画競争に基づく随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

落札率契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

備考２

応募者
数

備　　考
№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約金額

(契約種類) (主管局課)

67
ＯＤＡ評価「モザンビーク国別
評価」業務委嘱

平成20年6月2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２－６－１４
企画競争の結果同社が最も高い評価を得て確実な業務
の履行が可能であると認められ、他に競争を許さないた
め。

21,100,000 21,077,572 99.8% J
その他業務
委嘱

5 国際協力局 2

68

ＯＤＡ評価「日本水協力イニシ
アチブ及び水と衛生に関する
拡大パートナーシップイニシア
チブの評価」業務委嘱

平成20年6月2日
みずほ情報総研株式
会社

東京都千代田区霞が関神
田錦町２－３

企画競争の結果同社が最も高い評価を得て確実な業務
の履行が可能であると認められ、他に競争を許さないた
め。

21,100,000 20,570,073 97.4% J
その他業務
委嘱

5 国際協力局 2

69
ＯＤＡ評価「太平洋島嶼国国別
評価」業務委嘱

平成20年6月2日
財団法人国際開発セン
ター

東京都品川区東品川４－１
２－６

企画競争の結果同社が最も高い評価を得て確実な業務
の履行が可能であると認められ、他に競争を許さないた
め。

21,200,000 20,455,995 96.4% J
その他業務
委嘱

5 国際協力局 2

70
「ＯＪＴ研修事業『サービス産業
（欧露部）』」実施委嘱

平成20年6月2日
日露エコノミックスセン
ター株式会社

東京都杉並区高円寺南１－
７－１

企画競争の結果同社が最も高い評価を得て確実な業務
の履行が可能であると認められ、他に競争を許さないた
め。

8,000,000 7,748,774 96.8% J
その他業務
委嘱

13 欧州局 1

71
「日本ＮＧＯ連携無償効果検
証プログラム」実施委嘱

平成20年6月6日
社団法人 シャンティ国
際ボランティア会

東京都新宿区大京町３１
企画競争の結果同社が最も高い評価を得て確実な業務
の履行が可能であると認められ、他に競争を許さないた
め。

6,102,000 6,021,038 98.6% J
その他業務
委嘱

5 国際協力局 1

72
ＯＤＡ評価「ルーマニア／ブル
ガリア国別評価」業務委嘱

平成20年6月9日
財団法人国際開発セン
ター

東京都江東区富岡２－９－
１１

企画競争の結果同社が最も高い評価を得て確実な業務
の履行が可能であると認められ、他に競争を許さないた
め。

21,200,000 21,140,394 99.7% J
その他業務
委嘱

5 国際協力局 2

73
「巡回講座・訪日研修『企業財
務（極東部）』」実施委嘱

平成20年6月9日
日露エコノミックスセン
ター株式会社

東京都杉並区高円寺南１－
７－１

企画競争の結果同社が最も高い評価を得て確実な業務
の履行が可能であると認められ、他に競争を許さないた
め。

13,000,000 12,998,160 99.9% J
その他業務
委嘱

13 欧州局 1

74
「アジア太平洋経済研究メカニ
ズム（ＥＩＳＭＡＰ）の試行データ
ベース改良等」業務委嘱

平成20年6月10日
国立大学法人京都大
学

京都府京都市左京区吉田
本町３６－１

企画競争の結果同社が最も高い評価を得て確実な業務
の履行が可能であると認められ、他に競争を許さないた
め。

73,000,000 7,297,500 9.9% J
その他業務
委嘱

4 経済局 1

75
「第７回日・シンガポール・シン
ポジウム」開催業務委嘱

平成20年6月10日
財団法人日本国際
フォーラム

東京都港区赤坂２－１７－１
２

企画競争の結果同社が最も高い評価を得て確実な業務
の履行が可能であると認められ、他に競争を許さないた
め。

5,197,000 4,806,417 92.4% D
事業実施･
会議運営等

10
アジア大洋
州局 3

76
ＯＤＡ評価「日本の津波支援」
業務委嘱

平成20年6月11日
財団法人国際開発セン
ター

東京都品川区東品川１２－
６

企画競争の結果同社が最も高い評価を得て確実な業務
の履行が可能であると認められ、他に競争を許さないた
め。

21,100,000 21,097,275 99.9% J
その他業務
委嘱

5 国際協力局 2

77
「インドネシア人看護師及び介
護福祉士候補者事前研修事
業」実施委嘱

平成20年6月13日
独立行政法人国際交
流基金

東京都港区赤坂１－１２－３
２

企画競争の結果同社が最も高い評価を得て確実な業務
の履行が可能であると認められ、他に競争を許さないた
め。

143,293,000 139,231,816 97.1% J
その他業務
委嘱

10
アジア大洋
州局 4



別記様式２　(契約一覧）

④　企画競争に基づく随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

落札率契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

備考２

応募者
数

備　　考
№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約金額

(契約種類) (主管局課)

78
「北海道洞爺湖サミット用プレ
スキット」作成契約

平成20年6月13日
コクヨマーケティング株
式会社

東京都港区港南１－８－３５
企画競争の結果同社が最も高い評価を得て確実な業務
の履行が可能であると認められ、他に競争を許さないた
め。

15,000,000 14,647,500 97.6% J
その他業務
委嘱

1-9
その他大臣
官房 10

79
「巡回講座・訪日研修事業『人
事労務管理（極東部）』」実施
委嘱

平成20年6月13日
株式会社ワールド・ビジ
ネス・アソシエイツ

東京都千代田区神田淡路
町１－１７－１

企画競争の結果同社が最も高い評価を得て確実な業務
の履行が可能であると認められ、他に競争を許さないた
め。

13,000,000 12,707,189 97.7% J
その他業務
委嘱

13 欧州局 2

80
「ＯＪＴ研修事業『観光（極東
部）』」実施委嘱

平成20年6月13日
社団法人北海道総合
研究調査会

北海道札幌市中央区北四
条西１

企画競争の結果同社が最も高い評価を得て確実な業務
の履行が可能であると認められ、他に競争を許さないた
め。

9,100,000 9,091,118 99.9% J
その他業務
委嘱

13 欧州局 2

81
「ＯＪＴ研修事業『自動車部品
産業（欧露部）』」実施委嘱

平成20年6月13日
社団法人北海道総合
研究調査会

北海道札幌市中央区北四
条西１

企画競争の結果同社が最も高い評価を得て確実な業務
の履行が可能であると認められ、他に競争を許さないた
め。

8,100,000 8,097,775 99.9% J
その他業務
委嘱

13 欧州局 2

82
「北海道洞爺湖サミットホーム
ページのインターネット宣伝広
報」業務委嘱

平成20年6月18日 株式会社ＴＢＳビジョン 東京都港区赤坂２－５－１
企画競争の結果同社が最も高い評価を得て確実な業務
の履行が可能であると認められ、他に競争を許さないた
め。

16,000,000 15,987,300 99.9% J
その他業務
委嘱

1-7 報道官組織 8

83

「留学生交流情報システム
ホームページ『日本留学総合
ガイド』コンテンツ作成及び
ホームページの運営」業務委
嘱

平成20年6月18日
社団法人海外広報協
会

東京都千代田区平河町２－
７－７

企画競争の結果同社が最も高い評価を得て確実な業務
の履行が可能であると認められ、他に競争を許さないた
め。

7,970,000 7,905,975 99.1% J
その他業務
委嘱

1-8
広報文化交
流部 2

84
「ＮＧＯ研究会（水に関わる援
助のあり方）」実施委嘱

平成20年6月20日
特定非常利活動法人
日本水フォーラム

東京都千代田区麹町１－８
－１

企画競争の結果同社が最も高い評価を得て確実な業務
の履行が可能であると認められ、他に競争を許さないた
め。

19,640,000 4,899,972 24.9% D
事業実施･
会議運営等

5 国際協力局 1

85
「ＮＧＯ研究会（基礎教育の質
の向上に役立つ援助のあり
方）」実施委嘱

平成20年6月20日
社団法人セーブ・ザ・チ
ルドレン・ジャパン

東京都中央区日本橋本石
町３－２－６

企画競争の結果同社が最も高い評価を得て確実な業務
の履行が可能であると認められ、他に競争を許さないた
め。

4,910,000 4,849,150 98.7% D
事業実施･
会議運営等

5 国際協力局 2

86
「四島交流の枠内における医
療関係者の研修受入」業務委
嘱

平成20年6月26日 根室市役所
北海道根室市常盤町２－２
７

企画競争の結果同社が最も高い評価を得て確実な業務
の履行が可能であると認められ、他に競争を許さないた
め。

20,000,000 20,000,000 100.0% J
その他業務
委嘱

13 欧州局 1

件数： 86

契約金額： 2,287,516,503

契約種類：A通訳、B調査・研究、C招へい・賓客接遇、D事業実施・会議運営等、Eﾚｾﾌﾟｼｮﾝ・ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ、F保守・管理（機械/設備）、G工事・建築ｻｰﾋﾞｽ、Hｼｽﾃﾑ関係、I情報配信・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、Jその他業務委嘱、K物品製造、L物品購入、M賃貸借、N派遣職員

注：予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第９９条第１号に該当する契約（国の行為を秘密にする必要があるもの）
　　及び同条第２号から第７号までに該当する契約（少額）は含まない。



別記様式２　(契約一覧）

④　企画競争に基づく随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

落札率契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

備考２

応募者
数

備　　考
№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約金額

(契約種類) (主管局課)

主管局課：大臣官房････1-1．総務課、1-2．人事課、1-3．通信課、1-4．会計課、1-5．在外公館課、1-6．儀典官室、1-7．報道官組織、1-8．広報文化交流部、1-9．その他大臣官房

　　　　　　　機能局････２．総合外交政策局、３．軍縮・科学部、４．経済局、５．国際協力局、６．国際法局、７．領事局、８．国際情報統括官、９．研修所

　　　　　　　地域局････10．アジア大洋州局、11．北米局、12．中南米局、13．欧州局、14．中東アフリカ局



別記様式２　(契約一覧）

⑤　公募に基づく随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

1
「国旗及び絨毯等国公賓受入
行事の準備」業務委嘱

平成20年4月1日 株式会社アテナ
東京都江戸川区臨海町５－
２－２

公募を実施した結果、応募が一社のみであり、また、審査の結果、
業務の適正な遂行が可能と認められ、他に競争を許さないため。
(会計法第29条の3第4項)

－ 複数単価 － J
その他業務
委嘱

1-6 儀典官室

2
「国旗及び絨毯等国公賓受入
行事用備品の設置・撤去」業
務委嘱

平成20年4月1日 株式会社アテナ
東京都江戸川区臨海町５－
２－２

公募を実施した結果、応募が一社のみであり、また、審査の結果、
業務の適正な遂行が可能と認められ、他に競争を許さないため。
(会計法第29条の3第4項)

－ 複数単価 － J
その他業務
委嘱

1-6 儀典官室

3
「在外公館の庶務的業務」委
嘱契約

平成20年4月1日
社団法人国際交流
サービス協会

東京都千代田区霞が関２－
２－１

公募を実施した結果、応募が一社のみであり、また、審査の結果、
業務の適正な遂行が可能と認められ、他に競争を許さないため。
(会計法第29条の3第4項)

436,442,965 436,442,965 100.0% J
その他業務
委嘱

1-2 人事課

4
「公邸料理人関係業務」委嘱
契約

平成20年4月1日
社団法人国際交流
サービス協会

東京都千代田区霞が関２－
２－１

公募を実施した結果、応募が一社のみであり、また、審査の結果、
業務の適正な遂行が可能と認められ、他に競争を許さないため。
(会計法第29条の3第4項)

99,858,284 99,858,284 100.0% J
その他業務
委嘱

1-5 在外公館課

5
「軍縮・不拡散調査研究等」業
務委嘱

平成20年4月1日
財団法人日本国際問
題研究所

東京都千代田区霞が関３－
２－５

公募を実施した結果、応募が一社のみであり、また、審査の結果、
業務の適正な遂行が可能と認められ、他に競争を許さないため。
(会計法第29条の3第4項)

18,991,381 18,991,381 100.0% B 調査・研究 3 軍縮・科学部

6
「太平洋経済協力会議」運営
業務委嘱

平成20年4月1日
財団法人日本国際問
題研究所

東京都千代田区霞が関３－
２－５

公募を実施した結果、応募が一社のみであり、また、審査の結果、
業務の適正な遂行が可能と認められ、他に競争を許さないため。
(会計法第29条の3第4項)

15,086,815 15,086,815 100.0% D
事業実施･
会議運営
等

4 経済局

7
「外務省本省庁舎内国際会議
室同時通訳装置及び音響設
備運用」業務委嘱

平成20年4月1日
株式会社放送サービス
センター

東京都新宿区本塩町９
公募を実施した結果、応募が一社のみであり、また、審査の結果、
業務の適正な遂行が可能と認められ、他に競争を許さないため。
(会計法第29条の3第4項)

－ 複数単価 － J
その他業務
委嘱

1-4 会計課

8
「サハリン特報及びサハリン新
聞報道の資料作成」業務委嘱

平成20年4月1日 財団法人ラヂオプレス
東京都新宿区若松町３３－
８

公募を実施した結果、応募が一社のみであり、また、審査の結果、
業務の適正な遂行が可能と認められ、他に競争を許さないため。
(会計法第29条の3第4項)

5,301,096 5,301,096 100.0% J
その他業務
委嘱

13 欧州局

9 「巡回医師団」派遣契約 平成20年4月1日
財団法人海外邦人医
療基金

東京都港区虎ノ門１－１９－
９

公募を実施した結果、応募が一社のみであり、また、審査の結果、
業務の適正な遂行が可能と認められ、他に競争を許さないため。
(会計法第29条の3第4項)

3,480,015 3,480,010 99.9% J
その他業務
委嘱

7 領事局

10 「ロシア月報」作成契約 平成20年4月1日 財団法人ラヂオプレス
東京都新宿区若松町３３－
８

公募を実施した結果、応募が一社のみであり、また、審査の結果、
業務の適正な遂行が可能と認められ、他に競争を許さないため。
(会計法第29条の3第4項)

4,906,440 3,189,960 65.0% J
その他業務
委嘱

13 欧州局

11
「北方領土情報の資料作成」
業務委嘱

平成20年4月1日 財団法人ラヂオプレス
東京都新宿区若松町３３－
８

公募を実施した結果、応募が一社のみであり、また、審査の結果、
業務の適正な遂行が可能と認められ、他に競争を許さないため。
(会計法第29条の3第4項)

1,373,803 1,373,803 100.0% J
その他業務
委嘱

13 欧州局

12
「北海道洞爺湖サミット及びＧ
８外相会合における同時通訳
者手配等」業務委嘱

平成20年4月2日
日本コンベンションサー
ビス株式会社

東京都千代田区霞が関１－
４－２

公募を実施した結果、応募が一社のみであり、また、審査の結果、
業務の適正な遂行が可能と認められ、他に競争を許さないため。
(会計法第29条の3第4項)

52,323,932 52,323,932 100.0% J
その他業務
委嘱

1-9
その他大臣
官房

№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称
備　　考

契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格 落札率契約金額
(契約種類) (主管局課)



別記様式２　(契約一覧）

⑤　公募に基づく随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称
備　　考

契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格 落札率契約金額
(契約種類) (主管局課)

13
「第４回アフリカ開発会議に伴
う外務大臣・横浜市長共催歓
迎レセプション」開催業務委嘱

平成20年4月3日
株式会社横浜ロイヤル
パークホテル

神奈川県横浜市西区みなと
みらい２－２－１

公募を実施した結果、応募が一社のみであり、また、審査の結果、
業務の適正な遂行が可能と認められ、他に競争を許さないため。
(会計法第29条の3第4項)

5,193,615 4,997,890 96.2% E
レセプショ
ン･ケータリ
ング

14
中東アフリカ
局

14
「第４回アフリカ開発会議会
議」会場借上契約

平成20年4月4日
株式会社横浜国際平
和会議場

神奈川県横浜市西区みなと
みらい１－１－１

公募を実施した結果、応募が一社のみであり、また、審査の結果、
業務の適正な遂行が可能と認められ、他に競争を許さないため。
(会計法第29条の3第4項)

62,653,395 50,649,816 80.8% D
事業実施･
会議運営
等

14
中東アフリカ
局

15
「北方領土問題啓発事業」業
務委嘱

平成20年4月7日
社団法人北方領土復
帰期成同盟

北海道札幌市中央区北１条
東１－２

公募を実施した結果、応募が一社のみであり、また、審査の結果、
業務の適正な遂行が可能と認められ、他に競争を許さないため。
(会計法第29条の3第4項)

4,316,719 4,316,719 100.0% J
その他業務
委嘱

13 欧州局

16
「日伯交流年・日本人ブラジル
移住１００周年記念式典」会場
借上契約

平成20年4月10日
株式会社ホテルオーク
ラ東京

東京都港区虎ノ門２－１０－
４

公募を実施した結果、応募が一社のみであり、また、審査の結果、
業務の適正な遂行が可能と認められ、他に競争を許さないため。
(会計法第29条の3第4項)

5,706,750 5,608,050 98.2% D
事業実施･
会議運営
等

12 中南米局

17

日本ブラジル交流年・日本人
ブラジル移住１００周年記念に
伴う外務大臣主催レセプショ
ン・ケータリング契約

平成20年4月11日
株式会社ホテルオーク
ラ東京

東京都港区虎ノ門２－１０－
４

公募を実施した結果、応募が一社のみであり、また、審査の結果、
業務の適正な遂行が可能と認められ、他に競争を許さないため。
(会計法第29条の3第4項)

2,622,427 2,622,427 100.0% E
レセプショ
ン･ケータリ
ング

12 中南米局

18
中華人民共和国国家主席訪
日に伴う報道撮影用トレー
ラー等車両借上契約

平成20年4月24日 西濃運輸株式会社
東京都墨田区江東橋５－７
－１０

本件サービスの提供が可能な業者は、本契約の相手方の他にな
く、他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

1,201,200 1,123,500 93.5% L 物品購入 10
アジア大洋
州局

19
「国・公賓等訪日接遇（会食会
場用備品設置・撤去等）」業務
委嘱

平成20年4月25日 株式会社三越
東京都中央区日本橋室町１
－４－１

本件サービスの提供が可能な業者は、本契約の相手方の他にな
く、他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

1,201,200 1,201,200 100.0% L 物品購入 1-6 儀典官室

20
「国旗及び絨毯等国公賓受入
行事用備品保管」業務委嘱

平成20年4月1日 株式会社アテナ
東京都江戸川区臨海町５－
２－２

公募を実施した結果、応募が一社のみであり、また、審
査の結果、業務の適正な遂行が可能と認められ、他に
競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

3,024,000 3,024,000 100.0% C
招へい･賓
客接遇

1-6 儀典官室

21
「北海道洞爺湖サミットにおけ
る電気通信基盤設備の保守・
運用」業務委嘱

平成20年4月1日
東日本電信電話株式
会社

東京都新宿区西新宿３－１
９－２

公募を実施した結果、応募が一社のみであり、また、審査の
結果、業務の適正な遂行が可能と認められ、他に競争を許さ
ないため。(会計法第29条の3第4項)

956,647,328 951,394,500 99.4% J
その他業務
委嘱

1-9
その他大臣
官房

22
「電子計算機システム運用」業
務委嘱

平成20年4月1日 株式会社エヌデーデー
東京都中野区本町２－４６
－２

公募を実施した結果、応募が一社のみであり、また、審査の
結果、業務の適正な遂行が可能と認められ、他に競争を許さ
ないため。(会計法第29条の3第4項)

18,144,000 18,144,000 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課



別記様式２　(契約一覧）

⑤　公募に基づく随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称
備　　考

契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格 落札率契約金額
(契約種類) (主管局課)

23
「一般乗用旅客自動車による
輸送」業務委嘱

平成20年4月1日

東京無線協同組合
東京四社営業委員会
東京都個人タクシー協同組
合
日個連東京都営業協同組
合
成田国際空港タクシー運営
委員会
日の丸自動車株式会社
株式会社グリーンキャブ
チェッカーキャブ無線協同組
合
日本交通株式会社
国際自動車株式会社
株式会社日の丸リムジン
帝都自動車交通株式会社
大和自動車交通株式会社

東京都杉並区高円寺北２－１－２
０
東京都中央区日本橋本町４－１５
－１１
東京都中野区弥生町５－６－６
東京都豊島区巣鴨１－９－１
千葉県成田市古込字古込１－１
東京都文京区後楽１－１－８
東京都新宿区戸山３－１５－１
東京都中央区銀座８－１１－１
東京都千代田区永田町２－１１－
１
東京都港区赤坂２－１７－２２
東京都港区赤坂１－１２－３２
東京都中央区銀座８丁目地先
東京都千代田区日比谷公園１－
２

－ 認可料金 － J
その他業務
委嘱

1-4 会計課

24
「ＮＧＯ専門調査員」業務委嘱
（個人１０名）

平成20年5月1日 特定個人 特定個人住所
公募審査の結果、同人が最も高い評価を得て確実な業
務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

29,700,000 29,700,000 100.0% 5 国際協力局

25
「北海道洞爺湖サミット開催に
伴う燃料電池バス等用燃料補
給ステーション」運営業務委嘱

平成20年5月2日
財団法人エンジニアリ
ング振興協会

東京都港区西新橋１－４－
６

公募を実施した結果、応募が一社のみであり、また、審
査の結果、業務の適正な遂行が可能と認められ、他に
競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

59,850,000 59,850,000 100.0% 1-9
その他大臣
官房

26
「Ｇ８外相会合における国際放
送センター」運営業務委嘱

平成20年5月12日 日本放送協会
東京都渋谷区神南２－２－
１

公募を実施した結果、応募が一社のみであり、また、審
査の結果、業務の適正な遂行が可能と認められ、他に
競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

19,677,798 19,677,798 100.0% 1-9
その他大臣
官房

27
「第６０回ＩＷＣ総会における日
本代表団現地受入」業務委嘱

平成20年5月21日
財団法人日本鯨類研
究所

東京都中央区豊海町４－５
公募を実施した結果、応募が一社のみであり、また、審
査の結果、業務の適正な遂行が可能と認められ、他に
競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

2,219,800 2,219,800 100.0% 4 経済局

28
「第４回アフリカ開発会議（ＴＩＣ
ＡＤⅣ）参加者用宿舎」提供契
約

平成20年5月22日
株式会社横浜ベイホテ
ル東急

神奈川県横浜市西区みなと
みらい２－３－７

公募を実施した結果、応募が一社のみであり、また、審
査の結果、業務の適正な遂行が可能と認められ、他に
競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

13,907,500 13,907,500 100.0% 14
中東アフリカ
局

29
「第４回アフリカ開発会議（ＴＩＣ
ＡＤⅣ）参加者用宿舎」提供契
約

平成20年5月22日
ヨコハマグランドイン
ターコンチネンタルホテ
ル

神奈川県横浜市西区みなと
みらい１－１－１

公募を実施した結果、応募が一社のみであり、また、審
査の結果、業務の適正な遂行が可能と認められ、他に
競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

9,685,410 9,685,410 100.0% 14
中東アフリカ
局

30
「第４回アフリカ開発会議（ＴＩＣ
ＡＤⅣ）参加者用宿舎」提供契
約

平成20年5月22日
株式会社横浜ロイヤル
パークホテル

神奈川県横浜市西区みなと
みらい２－２－１

公募を実施した結果、応募が一社のみであり、また、審
査の結果、業務の適正な遂行が可能と認められ、他に
競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

6,944,236 6,944,236 100.0% 14
中東アフリカ
局

31
「第１回野口英世アフリカ賞受
賞式及び総理主催晩餐会」開
催業務委嘱

平成20年5月22日
株式会社横浜ベイホテ
ル東急

神奈川県横浜市西区みなと
みらい２－３－７

公募を実施した結果、応募が一社のみであり、また、審
査の結果、業務の適正な遂行が可能と認められ、他に
競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

3,973,200 3,973,200 100.0% 14
中東アフリカ
局



別記様式２　(契約一覧）

⑤　公募に基づく随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称
備　　考

契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格 落札率契約金額
(契約種類) (主管局課)

32
「第４回アフリカ開発会議（ＴＩＣ
ＡＤⅣ）参加者接遇」業務委嘱

平成20年5月23日
社団法人国際交流
サービス協会

東京都千代田区霞が関２－
２－１

公募を実施した結果、応募が一社のみであり、また、審
査の結果、業務の適正な遂行が可能と認められ、他に
競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

105,683,228 105,683,228 100.0% 14
中東アフリカ
局

33
「北方四島住民招聘事業」業
務委嘱

平成20年5月30日
北方四島交流北海道
推進委員会

北海道札幌市中央区北１条
東１

公募を実施した結果、応募が一社のみであり、また、審
査の結果、業務の適正な遂行が可能と認められ、他に
競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

26,557,192 26,557,192 100.0% 13 欧州局

34
「北方四島住民招聘事業」業
務委嘱

平成20年6月3日
独立行政法人北方領
土問題対策協会

東京都台東区北上野１－９
－１２

公募を実施した結果、応募が一社のみであり、また、審
査の結果、業務の適正な遂行が可能と認められ、他に
競争を許さないため。

27,976,230 27,976,230 100.0% 13 欧州局

35
「北海道洞爺湖サミット開催に
伴う無線タクシー」利用契約

平成20年6月11日
札幌ハイヤー事業協同
組合

北海道札幌市中央区南８条
西１５

公募を実施した結果、応募が一社のみであり、また、審
査の結果、業務の適正な遂行が可能と認められ、他に
競争を許さないため。

- 認可料金 - 1-9
その他大臣
官房

36
「北海道洞爺湖サミット用無線
システム」提供業務委嘱

平成20年6月13日 株式会社ケンウッド
神奈川県横浜市緑区白山１
－１６－２

本件サービスの提供が可能な業者は、本契約の相手方
の他になく、他に競争を許さないため。

39,497,332 36,991,500 93.6% 1-9
その他大臣
官房

37
「北方四島住民招聘事業」業
務委嘱

平成20年6月16日
北方四島交流北海道
推進委員会

北海道札幌市中央区北一
条東１

公募を実施した結果、応募が一社のみであり、また、審
査の結果、業務の適正な遂行が可能と認められ、他に
競争を許さないため。

12,685,421 12,685,421 100.0% 13 欧州局

件数： 37

契約金額： 2,034,981,863

契約種類：A通訳、B調査・研究、C招へい・賓客接遇、D事業実施・会議運営等、Eﾚｾﾌﾟｼｮﾝ・ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ、F保守・管理（機械/設備）、G工事・建築ｻｰﾋﾞｽ、Hｼｽﾃﾑ関係、I情報配信・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、Jその他業務委嘱、K物品製造、L物品購入、M賃貸借、N派遣職員

主管局課：大臣官房････1-1．総務課、1-2．人事課、1-3．通信課、1-4．会計課、1-5．在外公館課、1-6．儀典官室、1-7．報道官組織、1-8．広報文化交流部、1-9．その他大臣官房

　　　　　　　機能局････２．総合外交政策局、３．軍縮・科学部、４．経済局、５．国際協力局、６．国際法局、７．領事局、８．国際情報統括官、９．研修所

　　　　　　　地域局････10．アジア大洋州局、11．北米局、12．中南米局、13．欧州局、14．中東アフリカ局

注：予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第９９条第１号に該当する契約（国の行為を秘密にする必要があるもの）
　　及び同条第２号から第７号までに該当する契約（少額）は含まない。



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

1
「２１世紀パートナーシップ促
進招聘接遇事業」業務委嘱

平成20年4月1日
社団法人国際交流
サービス協会

東京都千代田区霞が関２－
２－１

本件は外交的配慮を要する重要招聘案件であり、その外交上の効
果が損なわれないよう、同様事業において他の追随を許さない実
績を有する同法人以外の選択肢がなく、他に競争を許さないため。
(会計法第29条の3第4項)

－ 複数単価 － C
招へい･賓客
接遇

1-4 会計課

2
「オピニオンリーダー招聘及び
高級実務者招聘接遇事業」業
務委嘱

平成20年4月1日
社団法人国際交流
サービス協会

東京都千代田区霞が関２－
２－１

本件は外交的配慮を要する重要招聘案件であり、その外交上の効
果が損なわれないよう、同様事業において他の追随を許さない実
績を有する同法人以外の選択肢がなく、他に競争を許さないため。
(会計法第29条の3第4項)

－ 複数単価 － C
招へい･賓客
接遇

1-4 会計課

3
「国際情勢専門家等招聘接遇
事業」業務委嘱

平成20年4月1日
社団法人国際交流
サービス協会

東京都千代田区霞が関２－
２－１

閣僚クラスを招聘し、日本の要人との会見や意見交換等を行う本
件事業は細心の注意を要するところ、類似の事業により蓄積したノ
ウハウ及び実績をもって、かかる事業を円滑に遂行出来る業者は
本契約の相手方の他になく、他に競争を許さないため。(会計法第
29条の3第4項)

－ 複数単価 － C
招へい･賓客
接遇

8
国際情報
統括官

4
「在外公館の庶務的業務」委
嘱契約

平成20年4月1日
社団法人国際交流
サービス協会

東京都千代田区霞が関２－
２－１

当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件としてお
り、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

1,759,988,633 1,759,988,633 100.0% J
その他業務
委嘱

1-2 人事課

5
「北海道洞爺湖サミット国際メ
ディアセンター用敷地」賃貸借
契約

平成20年4月1日 加森観光株式会社
北海道札幌市中央区北４条
西４－１

本件サービスの提供が可能な業者は、本契約の相手方の他にな
く、他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

748,992,000 669,120,000 89.3% M 賃貸借 1-9
その他大
臣官房

6
「開発援助人材育成・振興」委
嘱契約

平成20年4月1日
財団法人国際開発高
等教育機構

東京都千代田区九段南１－
６－１７

本契約の相手方は、開発援助分野における関係ネットワークにお
いて中核的役割を担ってきた実績により、関係機関等と緊密な連
携関係を有する唯一の機関であり、他に競争を許さないため。(会
計法第29条の3第4項)

606,061,050 606,061,050 100.0% D
事業実施･会
議運営等

5
国際協力
局

7 「難民等救援業務」委嘱契約 平成20年4月1日
財団法人アジア福祉教
育財団

東京都港区南麻布５－１－
２７

本契約の相手方は、難民問題解決のため、１万人を超える難民等
に対して行ってきた各種支援を通じて培ったノウハウ及び実績を有
し、日本における難民の受入実務を担っている唯一の機関であり、
他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

462,775,000 462,775,000 100.0% D
事業実施･会
議運営等

2
総合外交
政策局

8
「海外旅行保険（在外赴任者
保険）」付保契約

平成20年4月1日 外務省共済組合
東京都千代田区霞が関２－
２－１

本件サービスの提供が可能な業者は、本契約の相手方の他にな
く、他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

－ 複数単価 － J
その他業務
委嘱

1-5
在外公館
課

9
「在外公館警備指導」業務委
嘱

平成20年4月1日
綜合警備保障株式会
社

東京都港区元赤坂１－６－
６

本契約の相手方は、在外公館警備を専任とする者に対し、警備に
関する特殊な知識・技能を指導し、効果的に派遣することにより在
外公館の警備が可能な唯一の者であり、他に競争を許さないた
め。(会計法第29条の3第4項)

296,821,640 296,821,640 100.0% J
その他業務
委嘱

1-9
その他大
臣官房

(契約種類) (主管局課)
契約金額

備　　考
落札率№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

(契約種類) (主管局課)
契約金額

備　　考
落札率№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

10
「北海道洞爺湖サミットにおけ
るインターネット接続環境構
築」業務委嘱

平成20年4月1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－
１－６

当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件としてお
り、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

292,108,312 273,007,789 93.4% J
その他業務
委嘱

1-9
その他大
臣官房

11
「バイリンガル・ニュース（Ｊａｎｅ
ｔ）」受信契約

平成20年4月1日 株式会社時事通信社
東京都中央区銀座５－１５
－８

本件サービスの提供が可能な業者は、本契約の相手方の他にな
く、他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

256,280,268 256,280,268 100.0% I
情報配信･ﾓ
ﾆﾀﾘﾝｸﾞ

1-7
報道官組
織

12
「包括的核実験禁止条約国内
運用体制整備事業等」委嘱契
約

平成20年4月1日
財団法人日本国際問
題研究所

東京都千代田区霞が関３－
２－５

本契約の相手方は、軍縮・不拡散分野において特別な知見を有す
る唯一の者であり、他に競争を許さないため。(会計法第29条の3
第4項)

244,967,000 244,967,000 100.0% D
事業実施･会
議運営等

3
軍縮・科学
部

政府調達

13
「共同通信社バイリンガル・
ニュース」受信契約

平成20年4月1日 社団法人共同通信社 東京都港区虎ノ門２－２－５
当該情報サービスの提供元と直接契約するものであり、他に競争
を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

240,224,160 240,224,160 100.0% I
情報配信･ﾓ
ﾆﾀﾘﾝｸﾞ

1-7
報道官組
織

14
「査証事務支援システム及び
普及型ＭＲＶシステムの運用・
保守」業務委嘱

平成20年4月1日
株式会社東芝
株式会社ジャパン・アイ
ディー

東京都港区芝浦１－１－１
東京都港区芝１－７－１７

現在稼働中のシステムの保守を同システムの開発業者である契約
の相手方に委嘱するものであり、業務効率・費用面から他に競争
を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

191,580,122 191,349,141 99.8% J
その他業務
委嘱

7 領事局

15
「外務省本省庁舎警備」業務
委嘱

平成20年4月1日
日本ビル・メンテナンス
株式会社

東京都中央区日本橋３－１
２－２

本契約の相手方は、本件業務を長期にわたり請け負ってきた実績
により、必要な知識・技術力・蓄積されたノウハウ、当省と十分な信
頼関係を有する唯一の業者であり、他に競争を許さないため。（会
計法第29条の3第4項）

191,731,672 181,199,340 94.5% J
その他業務
委嘱

1-4 会計課

16
「在外公館警備指導」業務委
嘱

平成20年4月1日
綜合警備保障株式会
社

東京都港区元赤坂１－６－
６

本契約の相手方は、在外公館警備を専任とする者に対し、警備に
関する特殊な知識・技能を指導し、効果的に派遣することにより在
外公館の警備が可能な唯一の者であり、他に競争を許さないた
め。(会計法第29条の3第4項)

180,936,503 180,936,503 100.0% J
その他業務
委嘱

1-9
その他大
臣官房

17
「国際テロ情報収集ユニット」
業務委嘱

平成20年4月1日 財団法人ラヂオプレス
東京都新宿区若松町３３－
８

当該財団法人は、２４時間体制の外国ラジオ放送・通信社等の
ニュース・モニタリング、緊急時対応等の業務遂行力の他、翻訳の
ために必要な高い能力を有した人材を豊富に擁していることから、
本件契約先として当該法人以外の選択肢がなく、他に競争を許さ
ないため。（会計法第29条の3第4項）

106,746,191 106,746,191 100.0% J
その他業務
委嘱

7 領事局



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

(契約種類) (主管局課)
契約金額

備　　考
落札率№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

18 「成田分室他」賃貸借契約 平成20年4月1日
成田国際空港株式会
社

千葉県成田市木の根字神
台２４

本件サービスの提供が可能な業者は、本契約の相手方の他にな
く、他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

54,066,204 54,066,204 100.0% M 賃貸借 1-1 総務課

19
「日中歴史共同研究」業務委
嘱

平成20年4月1日
財団法人日本国際問
題研究所

東京都千代田区霞が関３－
２－５

本契約の相手方は、日中外相会談における合意に基づき、本件事
業の日本側事務局に指定されており、他に競争を許さないため。
(会計法第29条の3第4項)

45,720,098 45,720,098 100.0% B 調査・研究 10
アジア大洋
州局

20
「高速電子印刷システム」賃貸
借契約

平成20年4月1日
日本電子計算機株式
会社

東京都千代田区丸の内３－
４－１

当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件としてお
り、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

41,847,120 41,847,120 100.0% M 賃貸借 1-1 総務課

21
「戦争危険担保特約」付保契
約

平成20年4月1日 外務省共済組合
東京都千代田区霞が関２－
２－１

本件は、外務省共済組合が実施する当省職員のための海外旅行
保険をベースに戦争危険担保を付保するものであり、他に競争を
許さないため。（会計法第29条の3第4項）

－ 複数単価 － J
その他業務
委嘱

1-9
その他大
臣官房

22
「外務省ＩＴ広報業務用ネット
ワーク回線」賃貸借契約

平成20年4月1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

当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件としてお
り、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

26,334,000 26,334,000 100.0% M 賃貸借 1-7
報道官組
織

23
「外務省沖縄事務所」賃貸借
契約

平成20年4月1日
大同火災海上保険株
式会社

沖縄県那覇市久茂地１－１
２－１

契約目的、行政効率等を勘案した結果、契約物件に代替可能な物
件は見あたらず、他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4
項)

20,582,028 20,582,028 100.0% M 賃貸借 11 北米局

24
海外広報資料「ジャパンジャー
ナル」の購入

平成20年4月1日
株式会社ジャパン
ジャーナル

東京都千代田区内神田２－
２－５

当該刊行物の出版元から直接購入する契約であり、他に競争を許
さないため。(会計法第29条の3第4項)

16,218,000 16,218,000 100.0% L 物品購入 1-8
広報文化
交流部

25
「外務省麻布台別館常駐警
備」業務委嘱

平成20年4月1日
綜警常駐警備株式会
社

東京都千代田区内幸町１－
３－３

本契約の相手方は、本件業務を長期にわたり請け負ってきた実績
により、必要な知識・技術力・蓄積されたノウハウを有する唯一の
業者であり、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

15,649,200 15,649,200 100.0% J
その他業務
委嘱

1-4 会計課

26
「テロ組織及びテロリスト等に
関する調査」業務委嘱

平成20年4月1日 財団法人中東調査会
東京都新宿区西新宿７－３
－１

本契約の相手方は、テロ組織・テロリスト等に関する詳細な情報を
有し、中東地域に関する知見を有する唯一の者であり、他に競争
を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

15,606,800 15,606,800 100.0% J
その他業務
委嘱

8
国際情報
統括官



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

(契約種類) (主管局課)
契約金額

備　　考
落札率№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

27
「旅券作成業務補助職員」派
遣契約

平成20年4月1日 アデコ株式会社
東京都港区南青山１－１５
－９

旅券作成という特殊業務であり、旅券法を含む旅券に関する知識
を有し、更に取り扱う機器が特注品であるため操作方法に習熟し
た者による作業が必要不可欠であり高い継続性及び専門性が求
められ、他に競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

1,895 1,895 100.0% N 派遣職員 7 領事局

28
「ＩＣ旅券作成機保守」業務委
嘱

平成20年4月1日 株式会社東芝 東京都港区芝浦１－１－１
一般競争入札によりシステムの開発業者を選定したものである
が、保守業務についても、その競争条件としており、他に競争を許
さないため。（会計法第29条の3第4項）

14,166,276 14,166,276 100.0% J
その他業務
委嘱

7 領事局

29
「幹部用ＦＡＸ機」賃貸借・保守
契約

平成20年4月1日

ジェイ・ヒューマン株式
会社
日立キャピタル株式会
社

東京都新宿区西新宿３－３
－１１
東京都港区西新橋２－１５
－１２

当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件としてお
り、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

12,411,000 12,411,000 100.0% M 賃貸借 1-1 総務課

30
「共同通信社ゼネラルニュー
ス」受信契約

平成20年4月1日 社団法人共同通信社 東京都港区虎ノ門２－２－５
当該情報サービスの提供元と直接契約するものであり、他に競争
を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

11,529,000 11,529,000 100.0% I
情報配信･ﾓ
ﾆﾀﾘﾝｸﾞ

1-7
報道官組
織

31
「在外経理システム運用保守」
業務委嘱

平成20年4月1日
エヌ・ティ・ティ・コムウェ
ア株式会社

東京都港区港南１－９－１
現在稼働中のシステムの運用支援を同システムの開発業者である
契約の相手方に委嘱するものであり、業務効率・費用面から他に
競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

10,804,500 10,804,500 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 1-5
在外公館
課

32
「ＯＤＡ情報管理システム運用
支援」業務委嘱

平成20年4月1日 株式会社日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

現在稼働中のシステムの運用支援を同システムの開発業者である
契約の相手方に委嘱するものであり、業務効率・費用面から他に
競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

10,362,240 10,362,240 100.0% J
その他業務
委嘱

5
国際協力
局

33 「事務用什器類」賃貸借契約 平成20年4月1日 広友リース株式会社 東京都港区赤坂１－９－１３

当該什器等は今後も一定期間は業務上の使用に耐えられるとこ
ろ、引き続き現行什器を賃貸借することが同等物件の新規調達に
比べ割安であり、業務効率・費用面から他に競争を許さないため。
(会計法第29条の3第4項)

10,572,880 10,108,350 95.6% M 賃貸借 1-9
その他大
臣官房

34
行政事務等に関する法律顧問
契約

平成20年4月1日 田辺総合法律事務所
東京都千代田区丸ノ内３－
４－２

過去における法律相談等の継続性・整合性を保ちつつ、円滑な対
応を確保していくためには、これまでに培った実績と情報の蓄積が
必要不可欠であり、また、当省との間に十分な信頼関係を確立出
来ている者は、本契約の相手方の他になく、他に競争を許さないた
め。(会計法第29条の3第4項)

9,600,000 9,600,000 100.0% J
その他業務
委嘱

1-1 総務課



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

(契約種類) (主管局課)
契約金額

備　　考
落札率№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

35
「旅券申請書画像ファイリング
システム」賃貸借・保守契約

平成20年4月1日 株式会社東芝 東京都港区芝浦１－１－１

当該機器等は今後も一定期間は業務上の使用に耐えられるとこ
ろ、引き続き現行機器を賃貸借することが同等物件の新規調達に
比べ割安であり、業務効率・費用面から他に競争を許さないため。
(会計法第29条の3第4項)

8,989,461 8,989,461 100.0% M 賃貸借 7 領事局

36
「時事通信社ゼネラルニュー
ス」受信契約

平成20年4月1日 株式会社時事通信社
東京都中央区銀座５－１５
－８

本件サービスの提供が可能な業者は、本契約の相手方の他にな
く、他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

8,442,000 8,442,000 100.0% I
情報配信･ﾓ
ﾆﾀﾘﾝｸﾞ

1-7
報道官組
織

37
「高速カラー複写機保守」業務
委嘱

平成20年4月1日
富士ゼロックス株式会
社

東京都港区六本木３－１－
１

一般競争入札によりシステムの開発業者を選定したものである
が、本運用支援業務についても、その競争条件としており、他に競
争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

8,290,800 8,290,800 100.0% J
その他業務
委嘱

1-1 総務課

38
「危機管理用ビデオシステム」
賃貸借契約

平成20年4月1日
株式会社ソニーファイ
ナンスインターナショナ
ル

東京都港区南青山１－１－
１

当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件としてお
り、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

8,061,900 8,061,900 100.0% M 賃貸借 1-9
その他大
臣官房

39
「外務省情報システム資産管
理ソフトウエアライセンス」賃貸
借・保守契約

平成20年4月1日

エヌエスリース株式会
社
新日鉄ソリューションズ
株式会社

東京都千代田区有楽町１－
７－１
東京都中央区新川２－２０
－１５

当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件としてお
り、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

7,730,100 7,730,100 100.0% M 賃貸借 1-3 通信課

40
「在留届電子届出システム保
守運用支援」業務委嘱

平成20年4月1日 富士通株式会社
東京都港区東新橋１－５－
２

現在稼働中のシステムの保守・運用支援を同システムの開発業者
である契約の相手方に委嘱するものであり、業務効率・費用面から
他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

7,257,600 7,257,600 100.0% J
その他業務
委嘱

7 領事局

41
「外務省入退庁管理システム
保守点検」業務委嘱

平成20年4月1日
株式会社エヌ・ティ・
ティ・データ

東京都江東区豊洲３－３－
３

本件システム等には、当省の仕様書に基づき落札業者が独自に
開発した暗号等をもって外務省情報アプリケーションを保護してお
り、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

8,247,540 7,206,150 87.3% H ｼｽﾃﾑ関係 1-4 会計課

42
「在留邦人向けメールマガジン
配信システム運用保守」業務
委嘱

平成20年4月1日 日本電気株式会社 東京都港区芝５－７－１
現在稼働中のシステムの保守を同システムの開発業者である契約
の相手方に委嘱するものであり、業務効率・費用面から他に競争
を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

7,185,654 7,185,654 100.0% J
その他業務
委嘱

7 領事局

43 「ＣＮＮ放送」受信契約 平成20年4月1日
株式会社 日本ケーブ
ルテレビジョン

東京都渋谷区神宮前１－３
－１０

本件サービスの提供が可能な業者は、本契約の相手方の他にな
く、他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

6,930,000 6,930,000 100.0% J
その他業務
委嘱

8
国際情報
統括官

44
外務省ＬＡＮ接続用専用機器
の購入

平成20年4月1日
新日鉄ソリューションズ
株式会社

東京都中央区新川２－２０
－１５

当該機器等は本契約の相手方が独自に開発・施工しているため、
代替性がなく、また、当該機器の運用等が可能な業者は、本契約
の相手方の他になく、他に競争を許さないため。(会計法第29条の
3第4項)

7,046,550 6,814,500 96.7% L 物品購入 1-3 通信課



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

(契約種類) (主管局課)
契約金額

備　　考
落札率№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

45
「ＯＤＡ情報管理システム用機
器等ソフトウエア保守」業務委
嘱

平成20年4月1日 株式会社日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

現在稼働中の機器の保守を同機器の製造業者である契約の相手
方に委嘱するものであり、業務効率・費用面から他に競争を許さな
いため。（会計法第29条の3第4項）

6,760,064 6,760,064 100.0% J
その他業務
委嘱

5
国際協力
局

46 「官報広告」掲載契約 平成20年4月1日
独立行政法人国立印
刷局

東京都港区虎ノ門２－２－４
当該刊行物の出版元と直接契約するものであり、他に競争を許さ
ないため。(会計法第29条の3第4項)

－ 複数単価 － J
その他業務
委嘱

1-4 会計課

47
「ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ　ＴＩＭＥＳ」購買
契約

平成20年4月1日
フィナンシャル・タイム
ズリミテッド

東京都千代田区内幸町１－
１－７

当該刊行物の出版元と直接契約するものであり、他に競争を許さ
ないため。(会計法第29条の3第4項)

6,350,400 6,350,400 100.0% L 物品購入 1-4 会計課

48
「ＯＸＦＯＲＤ　ＡＮＡＬＹＴＩＣＡ　Ｄ
ＡＩＬＹ　ＢＲＩＥＦ」利用契約

平成20年4月1日
株式会社ジェイエス
キューブ

東京都港区芝公園２－４－
１

本件サービスの提供が可能な業者は、本契約の相手方の他にな
く、他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

5,821,200 5,821,200 100.0% I
情報配信･ﾓ
ﾆﾀﾘﾝｸﾞ

8
国際情報
統括官

49
「在外ＬＡＮ用グループウェア・
保守サポート」更改契約

平成20年4月1日
日本アイ・ビー・エム株
式会社

東京都港区六本木３－２－
１２

本件サービスの提供が可能な業者は、本契約の相手方の他にな
く、他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

5,720,400 5,720,400 100.0% J
その他業務
委嘱

1-3 通信課

50
「共同ゼネラルニュース」受信
契約

平成20年4月1日 社団法人共同通信社 東京都港区虎ノ門２－２－５
当該情報サービスの提供元と直接契約するものであり、他に競争
を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

5,670,000 5,670,000 100.0% I
情報配信･ﾓ
ﾆﾀﾘﾝｸﾞ

1-1 総務課

51
「会計業務補助職員」派遣契
約

平成20年4月1日 株式会社人材バンク
東京都武蔵野市中町１－１
７－４

官庁会計事務データ通信システム及び外務省会計システム端末
機を使用し膨大なデータを限られた期間内に処理することから、同
システムに習熟した者による作業が必要不可欠であり高い継続性
及び専門性が求められ、他に競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

1,310 1,310 100.0% N 派遣職員 1-4 会計課

52
「旅費ネットワークシステム保
守」業務委嘱

平成20年4月1日 株式会社リコー
東京都大田区中馬込１－３
－６

現在稼働中のシステムの保守を同システムの開発業者である契約
の相手方に委嘱するものであり、業務効率・費用面から他に競争
を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

5,237,400 5,237,400 100.0% J
その他業務
委嘱

1-4 会計課

53
「高速電子印刷システム保守」
業務委嘱

平成20年4月1日
キャノンマーケティング
ジャパン株式会社

東京都港区港南２－１６－６
当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件としてお
り、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

5,163,228 5,163,228 100.0% J
その他業務
委嘱

1-1 総務課



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

(契約種類) (主管局課)
契約金額

備　　考
落札率№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

54
「インターネットサービス」プロ
バイダ契約

平成20年4月1日
ソフトバンクテレコム株
式会社

東京都港田東新橋１－９－
１

専用線等の新規敷設・配線工事等は相当な経費負担が見込まれ
るところ、引き続き既存配線を使用することがインターネットサービ
スの安定供給が可能な他、業務効率・費用面から他に競争を許さ
ないため。（会計法第29条の3第4項）

5,103,000 5,103,000 100.0% J
その他業務
委嘱

1-3 通信課

55
「共同通信社音声ニュース」受
信契約

平成20年4月1日 社団法人共同通信社 東京都港区虎ノ門２－２－５
当該情報サービスの提供元と直接契約するものであり、他に競争
を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

5,040,000 5,040,000 100.0% I
情報配信･ﾓ
ﾆﾀﾘﾝｸﾞ

1-7
報道官組
織

56
「データストリームサービス」利
用契約

平成20年4月1日
トムソンコーポレーショ
ン株式会社

東京都千代田区一ツ橋１－
１－１

当該情報サービスの提供元と直接契約するものであり、他に競争
を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

4,830,000 4,830,000 100.0% I
情報配信･ﾓ
ﾆﾀﾘﾝｸﾞ

4 経済局

57
「北海道洞爺湖サミット用広告
誌面」買い上げ契約

平成20年4月1日
株式会社中央公論新
社

東京都中央区京橋２－８－
７

当該刊行物の出版元と直接契約するものであり、他に競争を許さ
ないため。(会計法第29条の3第4項)

4,788,000 4,788,000 100.0% J
その他業務
委嘱

1-7
報道官組
織

58
「ファクティバ・ドットコム情報提
供サービス」利用契約

平成20年4月1日
ロイター・ジャパン株式
会社

東京都港区虎ノ門４－３－１
３

当該情報サービスの提供元と直接契約するものであり、他に競争
を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

4,709,244 4,709,244 100.0% I
情報配信･ﾓ
ﾆﾀﾘﾝｸﾞ

1-7
報道官組
織

59
「ＡＦＰニュースサービス」利用
契約

平成20年4月1日 株式会社時事通信社
東京都中央区銀座５－１５
－８

当該情報サービスの提供元と直接契約するものであり、他に競争
を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

4,561,200 4,561,200 100.0% I
情報配信･ﾓ
ﾆﾀﾘﾝｸﾞ

1-7
報道官組
織

60
「危機管理用ビデオシステム
保守」業務委嘱

平成20年4月1日
ソニーブロードバンドソ
リユーション株式会社

東京都港区高輪４－１０－１
８

現在稼働中のシステムの保守を同システムの開発業者である契約
の相手方に委嘱するものであり、業務効率・費用面から他に競争
を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

4,513,950 4,513,950 100.0% J
その他業務
委嘱

1-9
その他大
臣官房

61
「テレビ番組録画ビデオ」提供
契約

平成20年4月1日 株式会社ＴＢＳサービス 東京都港区赤坂２－５－４
本件サービスの提供が可能な業者は、本契約の相手方の他にな
く、他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

－ 複数単価 － J
その他業務
委嘱

1-5
在外公館
課

62
「北海道洞爺湖サミット準備事
務局支援要員」派遣契約

平成20年4月1日 株式会社日経スタッフ
東京都千代田区大手町１－
９－５

当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件としてお
り、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

1,827 1,827 100.0% N 派遣職員 1-9
その他大
臣官房



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

(契約種類) (主管局課)
契約金額

備　　考
落札率№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

63
「外国公館等情報システム運
用保守」業務委嘱

平成20年4月1日 富士通株式会社
東京都港区東新橋１－５－
２

一般競争入札によりシステムの開発業者を選定したものである
が、運用保守業務についても、その競争条件としており、他に競争
を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

4,428,396 4,428,396 100.0% J
その他業務
委嘱

1-6 儀典官室

64
「ＵＰＩ通信テレタイプニュース」
受信契約

平成20年4月1日 社団法人共同通信社 東京都港区虎ノ門２－２－５
当該情報サービスの提供元と直接契約するものであり、他に競争
を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

4,284,000 4,284,000 100.0% I
情報配信･ﾓ
ﾆﾀﾘﾝｸﾞ

1-7
報道官組
織

65
「朝鮮通信社ニュース」配信契
約

平成20年4月1日 株式会社朝鮮通信社
東京都文京区白山４―３３
―１４

当該情報サービスの提供元と直接契約するものであり、他に競争
を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

4,282,236 4,282,236 100.0% I
情報配信･ﾓ
ﾆﾀﾘﾝｸﾞ

10
アジア大洋
州局

66
「無償資金・技術協力業務補
助職員」派遣契約

平成20年4月1日 株式会社ティックス
東京都渋谷区代々木２－１
６－２

無償資金・技術協力事業のうち、草の根無償資金協力執行状況
フォロー等に係る資料の翻訳・作成等を行うところ、無償資金・技術
協力に関する専門用語等を理解した者による作業が必要不可欠で
あり高い継続性及び専門性が求められ、他に競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

2,040 2,040 100.0% N 派遣職員 5
国際協力
局

67
「物品管理システム保守」業務
委嘱

平成20年4月1日 株式会社リコー
東京都大田区中馬込１－３
－６

現在稼働中のシステムの保守を同システムの開発業者である契約
の相手方に委嘱するものであり、業務効率・費用面から他に競争
を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

4,141,725 4,141,725 100.0% J
その他業務
委嘱

1-4 会計課

68
「時事通信ゼネラルニュース」
受信契約

平成20年4月1日 株式会社時事通信社
東京都中央区銀座５－１５
－８

当該情報サービスの提供元と直接契約するものであり、他に競争
を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

3,987,900 3,987,900 100.0% I
情報配信･ﾓ
ﾆﾀﾘﾝｸﾞ

1-9
その他大
臣官房

69
「在外ＬＡＮサーバ機器」賃貸
借・保守契約

平成20年4月1日

エヌエスリース株式会
社
新日鉄ソリューションズ
株式会社

東京都千代田区有楽町１－
７－１
東京都中央区新川２－２０
－１５

当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件としてお
り、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

3,781,848 3,781,848 100.0% M 賃貸借 1-3 通信課

70
「申請書類英文チェック」業務
委嘱

平成20年4月1日 特定個人 特定個人住所
本件は、地質学、岩石学等に関する専門的知識及び専門用語を
使った英文をチェックできる英語能力を有することが必要不可欠で
あり、他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

3,619,200 3,619,200 100.0% J
その他業務
委嘱

4 経済局

71
広報資料「Ｔｈｅ　Ｊａｐａｎ　Ｂｏｏ
ｋ（英語版）」の購入

平成20年4月1日
講談社インターナショナ
ル株式会社

東京都文京区音羽１－１７
－１４

当該刊行物の出版元から直接購入する契約であり、他に競争を許
さないため。(会計法第29条の3第4項)

3,789,135 3,564,540 94.0% L 物品購入 1-8
広報文化
交流部



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

(契約種類) (主管局課)
契約金額

備　　考
落札率№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

72
「人事計画用情報管理機器」
賃貸借契約

平成20年4月1日
日立キャピタル株式会
社
株式会社日立製作所

東京都港区西新橋２－１５
－１２
東京都江東区新砂１－６－
２７

当該機器等は今後も一定期間は業務上の使用に耐えられるとこ
ろ、引き続き現行機器を賃貸借することが同等物件の新規調達に
比べ割安であり、業務効率・費用面から他に競争を許さないため。
(会計法第29条の3第4項)

3,506,544 3,506,544 100.0% M 賃貸借 1-2 人事課

73
「和文キーパンチャー」派遣契
約

平成20年4月1日
株式会社ティム・プラニ
ング

東京都豊島区東池袋４－１
５－２

総理親書、大臣書簡、条約文等の迅速かつ正確な浄書を行うこと
から、同業務に習熟した者による作業が必要不可欠であり高い継
続性及び専門性が求められ、他に競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項）

1,700 1,700 100.0% J
その他業務
委嘱

1-1 総務課

74
「人間の安全保障プロジェクト
業務補助職員」派遣契約

平成20年4月1日 株式会社コングレ 東京都千代田区麹町５－１

我が国外交の柱の一つである「人間の安全保障」のプロジェクト運
営に係る業務評価案等の資料作成・管理、関連シンポジウム等の
運営等を行うところ、人間の安全保障のみならず、開発一般に関す
る深い知識が必要不可欠であり高い継続性及び専門性が求めら
れ、他に競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

1,700 1,700 100.0% N 派遣職員 5
国際協力
局

75
「インターネットＷＡＮにおける
ＳＳＬ－ＶＰＮ装置運用保守」業
務委嘱

平成20年4月1日 日本電気株式会社 東京都港区芝５－７－１
現在稼働中のシステムの運用保守を同システムの開発業者である
契約の相手方に委嘱するものであり、業務効率・費用面から他に
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

3,465,000 3,465,000 100.0% J
その他業務
委嘱

1-3 通信課

76
「会計業務補助職員」派遣契
約

平成20年4月1日
株式会社リノス・スタッ
フィング

東京都渋谷区代々木２－２
－１

会計検査院に提出する会計証拠書を複雑な作業手順に従い膨大
な証拠書類の編纂を行うことから、編纂に習熟したものによる作業
が必要不可欠であり高い継続性及び専門性が求められ、他に競争
を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

1,690 1,690 100.0% N 派遣職員 1-4 会計課

77 「ＢＢＣ放送」受信契約 平成20年4月1日
ＢＢＣワールドジャパン
株式会社

東京都港区赤坂４－９－１７
本件サービスの提供が可能な業者は、本契約の相手方の他にな
く、他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

3,402,000 3,402,000 100.0% I
情報配信･ﾓ
ﾆﾀﾘﾝｸﾞ

8
国際情報
統括官

78
「会計業務補助職員」派遣契
約

平成20年4月1日 株式会社シグマスタッフ
東京都新宿区西新宿１－２
５－１

官庁会計事務データ通信システム及び外務省会計システム端末
機を使用し膨大なデータを限られた期間内に処理することから、同
システムに習熟した者による作業が必要不可欠であり高い継続性
及び専門性が求められ、他に競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

1,640 1,640 100.0% N 派遣職員 1-4 会計課

79
「経済情報データ・ベース」利
用契約

平成20年4月1日
ロイター・ジャパン株式
会社

東京都港区虎ノ門４－３－１
３

当該情報サービスの提供元と直接契約するものであり、他に競争
を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

3,285,660 3,285,660 100.0% I
情報配信･ﾓ
ﾆﾀﾘﾝｸﾞ

4 経済局

80
「成田国際空港待合室」賃貸
借契約

平成20年4月1日
成田国際空港株式会
社

千葉県成田市木の根字神
台２４

本件サービスの提供が可能な業者は、本契約の相手方の他にな
く、他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

－ 複数単価 － M 賃貸借 1-1 総務課



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

(契約種類) (主管局課)
契約金額

備　　考
落札率№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

81
「無償資金・技術協力業務補
助職員」派遣契約

平成20年4月1日
株式会社バイリンガル・
グループ

東京都千代田区九段南３－
３－６

無償資金・技術協力事業のうち、主に貧困農民支援及び食糧援助
業務に係る資料の翻訳等を行うところ、翻訳を行うにあたり無償資
金・技術協力に関する専門用語等を理解した者による作業が必要
不可欠であり高い継続性及び専門性が求められ、他に競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項）

1,590 1,590 100.0% N 派遣職員 5
国際協力
局

82
「邦人援護業務補助職員」派
遣契約

平成20年4月1日
株式会社リノス・スタッ
フィング

東京都渋谷区代々木２－２
－１

独自の集計システムを使用し膨大なデータを限られた期間内に集
計することから、同システムに習熟した者による作業が必要不可欠
であり高い継続性及び専門性が求められ、他に競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

1,570 1,570 100.0% N 派遣職員 7 領事局

83
「在外公館業務補助職員」派
遣契約

平成20年4月1日
株式会社ティム・プラニ
ング

東京都豊島区東池袋４－１
５－２

在外公館勤務に関する諸手当全般に係わる法制面における対応
及び予算関係において膨大な各種資料の作成、法令のチェック等
を行うことから、同業務に習熟した者による作業が必要不可欠であ
り高い継続性及び専門性が求められ、他に競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

1,550 1,550 100.0% N 派遣職員 1-5
在外公館
課

84
「外務省研修所機械警備」業
務委嘱

平成20年4月1日
綜合警備保障株式会
社

東京都港区元赤坂１－６－
６

当該機器等は本契約の相手方が独自に開発・施工しているため、
代替性がなく、また、当該機器の運用等が可能な業者は、本契約
の相手方の他になく、他に競争を許さないため。(会計法第29条の
3第4項)

3,095,820 3,095,820 100.0% J
その他業務
委嘱

9 研修所

85
「印影照合システム」賃貸借・
保守契約

平成20年4月1日
リコーリース株式会社
株式会社リコー

東京都中央区銀座７－１６
－３
東京都大田区中馬込１－３
－６

当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件としてお
り、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

2,933,742 2,933,742 100.0% M 賃貸借 7 領事局

86
「会計業務補助職員」派遣契
約

平成20年4月1日
株式会社リノス・スタッ
フィング

東京都渋谷区代々木２－２
－１

官公庁会計事務データ通信システム及び外務省会計システム端
末機を使用し膨大なデータを限られた期間内に処理することから、
同システムに習熟したものによる作業が必要不可欠であり高い継
続性及び専門性が求められ、他に競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項）

1,430 1,430 100.0% N 派遣職員 1-4 会計課

87
「全省共通プラットホーム機
器」賃貸借・保守契約

平成20年4月1日
エヌイーシーリース株
式会社
日本電気株式会社

東京都港区芝５－２９－１１
東京都港区芝５－７－１

当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件としてお
り、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

2,871,432 2,871,432 100.0% M 賃貸借 1-3 通信課

88 「広告誌面」買い上げ契約 平成20年4月1日
株式会社中央公論新
社

東京都中央区京橋２－８－
７

当該刊行物の出版元と直接契約するものであり、他に競争を許さ
ないため。(会計法第29条の3第4項)

2,835,000 2,835,000 100.0% J
その他業務
委嘱

1-7
報道官組
織

89
「フライト情報提供サービス」利
用契約

平成20年4月1日
成田国際空港株式会
社

千葉県成田市木の根字神
台２４

本件サービスの提供が可能な業者は、本契約の相手方の他にな
く、他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

2,759,400 2,759,400 100.0% J
その他業務
委嘱

1-1 総務課



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

(契約種類) (主管局課)
契約金額

備　　考
落札率№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

90
広報資料「Ｔｈｅ　Ｊaｐａｎ　Ｂｏｏ
ｋ（英語版）」の購入

平成20年4月1日
講談社インターナショナ
ル株式会社

東京都文京区音羽１－１７
－１４

当該刊行物の出版元から直接購入する契約であり、他に競争を許
さないため。(会計法第29条の3第4項)

2,855,580 2,686,320 94.0% L 物品購入 1-8
広報文化
交流部

91
「音声自動応答システム保守」
業務委嘱

平成20年4月1日 株式会社シーイーシー
東京都渋谷区恵比寿南１－
５－５

本契約の相手方は、開発業者により当該機器保守等にかかる代
理店に指定されており、他に競争を許さないため。(会計法第29条
の3第4項)

2,646,000 2,646,000 100.0% J
その他業務
委嘱

1-1 総務課

92
「ＩＣ旅券用認証システム運用
支援」業務委嘱

平成20年4月1日 富士通株式会社
東京都港区東新橋１－５－
２

現在稼働中のシステムの保守を同システムの開発業者である契約
の相手方に委嘱するものであり、業務効率・費用面から他に競争
を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

2,646,000 2,625,000 99.2% J
その他業務
委嘱

7 領事局

93
「イタル・タス通信社ニュース」
受信契約

平成20年4月1日
イタル・タス通信社東京
支局

東京都渋谷区本町１－５－
１

当該情報サービスの提供元と直接契約するものであり、他に競争
を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

2,520,000 2,520,000 100.0% I
情報配信･ﾓ
ﾆﾀﾘﾝｸﾞ

13 欧州局

94
「イタル・タス通信社情報提供
サービス」利用契約

平成20年4月1日
イタル・タス通信社東京
支局

東京都渋谷区本町１－５－
１

当該情報サービスの提供元と直接契約するものであり、他に競争
を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

2,520,000 2,520,000 100.0% I
情報配信･ﾓ
ﾆﾀﾘﾝｸﾞ

8
国際情報
統括官

95 会議用飲料ケータリング契約 平成20年4月1日
ＵＣＣ上島珈琲株式会
社

兵庫県神戸市中央区多聞
通５－１－６

本件サービスの提供が可能な業者は、本契約の相手方の他にな
く、他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

－ 複数単価 － E
レセプショ
ン･ケータリ
ング

1-4 会計課

96
会議用弁当等ケータリング契
約

平成20年4月1日 フジ産業株式会社
東京都港区虎ノ門３－２２－
１

本件サービスの提供が可能な業者は、本契約の相手方の他にな
く、他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

－ 複数単価 － E
レセプショ
ン･ケータリ
ング

1-4 会計課

97
「外務省研修所インターネットＬ
ＡＮ環境保守」業務委嘱

平成20年4月1日
富士ゼロックス株式会
社

神奈川県横浜市西区みなと
みらい２－２－１

現在稼働中のシステムの保守を同システムのレンタル元である契
約の相手方に委嘱するものであり、業務効率・費用面から他に競
争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

2,345,196 2,345,196 100.0% J
その他業務
委嘱

9 研修所

98
「国会審議テレビ中継放送」受
信契約

平成20年4月1日
ケイディーディーアイ株
式会社

東京都港区港南２－１６－１

本契約の相手方と国会事務局との間で一括契約しているもので、
各省庁は衆参両院からの通知に基づき分割負担することとなって
いるところ、本件配信サービスの提供が可能な業者は、本契約の
相手方の他になく、他に競争を許さないため。(会計法第29条の3
第4項)

2,340,879 2,340,879 100.0% J
その他業務
委嘱

1-4 会計課



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

(契約種類) (主管局課)
契約金額

備　　考
落札率№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

99
「沖縄担当大使宿舎」賃貸借
契約

平成20年4月1日 株式会社オクト
沖縄県那覇市松山２－８－
１７

契約目的、行政効率等を勘案した結果、契約物件に代替可能な物
件は見あたらず、他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4
項)

2,184,000 2,184,000 100.0% M 賃貸借 11 北米局

100
「テレビ番組録画ビデオ」提供
契約

平成20年4月1日

社団法人日本芸能実
演団体協議会
社団法人日本音楽著
作権協会
協同組合日本シナリオ
作家協会
社団法人日本文藝家
協会
協同組合日本脚本家
連盟
社団法人日本レコード
協会

東京都新宿区新宿３－２０
－２
東京都渋谷区上原３－６－
１２
東京都港区赤坂５－４－１６
東京都千代田区紀尾井町３
－２３
東京都港区六本木６－２－
５
東京都港区北青山２－１２
－１６

本契約の相手方が著作権を有する実演及びレコード等の再生に係
わる補償使用料の契約であり、他に競争を許さないため。（会計法
第29条の3第4項）

－ 複数単価 － J
その他業務
委嘱

1-5
在外公館
課

101
「国際金融情報データ・ベー
ス」利用契約

平成20年4月1日
財団法人国際金融情
報センター

東京都中央区日本橋小網
町９－９

当該情報サービスの提供元と直接契約するものであり、他に競争
を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

2,142,000 2,142,000 100.0% I
情報配信･ﾓ
ﾆﾀﾘﾝｸﾞ

5
国際協力
局

102
「出退情報表示システム保守」
業務委嘱

平成20年4月1日 株式会社リコー
東京都大田区中馬込１－３
－６

本契約の相手方は、開発業者により当該機器保守等にかかる代
理店に指定されており、他に競争を許さないため。(会計法第29条
の3第4項)

2,140,425 2,140,425 100.0% J
その他業務
委嘱

1-1 総務課

103
「パーソナルコンピュータ保守」
業務委嘱

平成20年4月1日 株式会社大塚商会
東京都千代田区飯田橋２－
１８－４

一般競争入札によりパソコンの納入業者を選定したものであるが、
保守業務についても、その競争条件としており、他に競争を許さな
いため。(会計法第29条の3第4項)

2,649,858 2,109,287 79.6% J
その他業務
委嘱

1-3 通信課

104
執務参考図書「コンテンツアナ
リシス」の購入

平成20年4月1日
特定非営利活動法人
岡崎研究所

東京都港区虎ノ門１－１５－
１６

当該刊行物の出版元と直接契約するものであり、他に競争を許さ
ないため。(会計法第29条の3第4項)

2,100,000 2,100,000 100.0% L 物品購入 8
国際情報
統括官

105
「オペレーション・ルーム用電
話設備」賃貸借契約

平成20年4月1日
ＮＥＣネッツエスアイ株
式会社

東京都品川区東品川１－３
９－９

当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件としてお
り、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

2,065,140 2,065,140 100.0% M 賃貸借 1-1 総務課

106
「図書館管理システム」賃貸
借・保守契約

平成20年4月1日
日立キャピタル株式会
社
株式会社ハザン商会

東京都港区西新橋２－１５
－１２
東京都中央区日本橋３－１
２－２

当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件としてお
り、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

2,060,940 2,060,940 100.0% M 賃貸借 1-9
その他大
臣官房



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

(契約種類) (主管局課)
契約金額

備　　考
落札率№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

107
執務参考図書「Ｆａｃｔｓ　ａｎｄ
Ｆｉｇｕｒｅｓ　ｏｆ　Ｊａｐａｎ　２００８」
の購入

平成20年4月1日
財団法人フォーリン・プ
レスセンター

東京都千代田区内幸町２－
２－１

当該刊行物の出版元から直接購入する契約であり、他に競争を許
さないため。(会計法第29条の3第4項)

1,921,920 1,921,920 100.0% L 物品購入 1-8
広報文化
交流部

108
「外務省情報公開業務高速入
出力システム」賃貸借契約

平成20年4月1日
日立キャピタル株式会
社

東京都港区西新橋２－１５
－１２

当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件としてお
り、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

1,912,680 1,912,680 100.0% M 賃貸借 1-1 総務課

109
「ＥＩＵカントリーレポート情報提
供サービス」利用契約

平成20年4月1日
レイデンリサーチ株式
会社

東京都千代田区有楽町１－
７－１

当該情報サービスの提供元と直接契約するものであり、他に競争
を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

2,130,464 1,903,146 89.3% I
情報配信･ﾓ
ﾆﾀﾘﾝｸﾞ

14
中東アフリ
カ局

110
「ＬｅｘｉｓＮｅｘｉｓオンライン情報
サービス」利用契約

平成20年4月1日
レクシスネクシス・ジャ
パン株式会社

東京都世田谷区太子堂４－
１－１

当該情報サービスの提供元と直接契約するものであり、他に競争
を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

1,814,400 1,814,400 100.0% I
情報配信･ﾓ
ﾆﾀﾘﾝｸﾞ

8
国際情報
統括官

111
「北海道洞爺湖サミット国際メ
ディアセンター設置に伴う仮設
事務所用敷地」賃貸借契約

平成20年4月1日 加森観光株式会社
北海道札幌市中央区北４条
西４－１

本件サービスの提供が可能な業者は、本契約の相手方の他にな
く、他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

3,630,000 1,800,000 49.5% M 賃貸借 1-9
その他大
臣官房

112
「ＩＣＡＯ公開鍵ディレクトリ登録
システム保守」業務委嘱

平成20年4月1日 富士通株式会社
東京都港区東新橋１－５－
２

一般競争入札によりシステムの開発業者を選定したものである
が、保守業務についても、その競争条件としており、他に競争を許
さないため。（会計法第29条の3第4項）

1,738,800 1,738,800 100.0% J
その他業務
委嘱

7 領事局

113
「共同音声ニュース速報」受信
契約

平成20年4月1日 社団法人共同通信社 東京都港区虎ノ門２－２－５
当該情報サービスの提供元と直接契約するものであり、他に競争
を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

1,638,000 1,638,000 100.0% I
情報配信･ﾓ
ﾆﾀﾘﾝｸﾞ

1-1 総務課

114
「本省電信システム増強ハード
ウェア等保守」業務委嘱

平成20年4月1日 富士通株式会社
東京都港区東新橋１－５－
２

現在稼働中のシステムの保守を同システムの開発業者である契約
の相手方に委嘱するものであり、業務効率・費用面から他に競争
を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

1,607,880 1,607,880 100.0% J
その他業務
委嘱

1-3 通信課

115
「在外赴任時・帰国時健康診
断」実施委嘱

平成20年4月1日
株式会社ビー・エム・エ
ル

東京都渋谷区千駄ヶ谷５－
２１－３

本契約の相手方は、平成10年以降、継続して本件委嘱を受けてき
た実績があり、職員の血液データを管理する独自のシステムを有し
ていることから、信頼性、経済性の観点から、他に競争を許さない
ため。(会計法第29条の3第4項)

－ 複数単価 － J
その他業務
委嘱

1-9
その他大
臣官房



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

(契約種類) (主管局課)
契約金額

備　　考
落札率№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

116
「経済関連情報サービス」利用
契約

平成20年4月1日 ＣＥＩＣ　ｄａｔａ

ＣＨＩＮＡ　ＯＮＬＩＮＥ　ＣＥＮＴ
ＲＥ，３３３　ＬＯＣＫＨＡＲＴ
ＲＯＡＤ，ＷＡＮＣＨＡＩ，ＨＯＮ
Ｇ　ＫＯＮＧ，ＣＨＩＮＡ

当該情報サービスの提供元と直接契約するものであり、他に競争
を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

1,485,000 1,485,000 100.0% I
情報配信･ﾓ
ﾆﾀﾘﾝｸﾞ

4 経済局

117
「外交記録公開文書閲覧シス
テム保守管理」業務委嘱

平成20年4月1日 株式会社シーイーシー
東京都渋谷区恵比寿南１－
５－５

当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件としてお
り、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

1,454,460 1,454,460 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 1-1 総務課

118
「情報公開事務支援システム
運用保守」業務委嘱

平成20年4月1日
新日鉄ソリューションズ
株式会社

東京都中央区新川２－２０
－１５

現在稼働中のシステムの運用保守を同システムの開発業者である
契約の相手方に委嘱するものであり、業務効率・費用面から他に
競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

1,452,591 1,449,000 99.7% J
その他業務
委嘱

1-1 総務課

119
「ＡＦＰニュースサービス」利用
契約

平成20年4月1日 株式会社時事通信社
東京都中央区銀座５－１５
－８

当該情報サービスの提供元と直接契約するものであり、他に競争
を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

1,260,000 1,260,000 100.0% I
情報配信･ﾓ
ﾆﾀﾘﾝｸﾞ

8
国際情報
統括官

120
「時事ボイス同報情報」受信契
約

平成20年4月1日 株式会社時事通信社
東京都中央区銀座５－１５
－８

当該情報サービスの提供元と直接契約するものであり、他に競争
を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

1,260,000 1,260,000 100.0% I
情報配信･ﾓ
ﾆﾀﾘﾝｸﾞ

1-9
その他大
臣官房

121
「外務省麻布台別館機械警
備」業務委嘱

平成20年4月1日
綜合警備保障株式会
社

東京都港区元赤坂１－６－
６

当該機器等は本契約の相手方が独自に開発・施工しているため、
代替性がなく、また、当該機器の運用等が可能な業者は、本契約
の相手方の他になく、他に競争を許さないため。(会計法第29条の
3第4項)

1,108,800 1,108,800 100.0% J
その他業務
委嘱

1-4 会計課

122
「在京外国人特派員記者証発
給自動化システム保守」業務
委嘱

平成20年4月1日
株式会社エヌ・ティ・
ティ・データ

東京都江東区豊洲３－３－
９

現在稼働中のシステムの保守を同システムの開発業者である契約
の相手方に委嘱するものであり、業務効率・費用面から他に競争
を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

1,348,410 1,088,535 80.7% I
情報配信･ﾓ
ﾆﾀﾘﾝｸﾞ

1-7
報道官組
織

123
「ルッシカ社情報提供サービ
ス」利用契約

平成20年4月1日
イタル・タス通信社東京
支局

東京都渋谷区本町１－５－
１

当該情報サービスの提供元と直接契約するものであり、他に競争
を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

1,080,000 1,080,000 100.0% I
情報配信･ﾓ
ﾆﾀﾘﾝｸﾞ

8
国際情報
統括官

124
「外務省学習管理システム保
守」業務委嘱

平成20年4月1日 株式会社リコー
東京都大田区中馬込１－３
－６

現在稼働中のシステムの保守を同システムの開発業者である契約
の相手方に委嘱するものであり、業務効率・費用面から他に競争
を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

1,046,325 1,046,325 100.0% J
その他業務
委嘱

1-3 通信課



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

(契約種類) (主管局課)
契約金額

備　　考
落札率№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

125
「沖縄担当大使用公用車」賃
貸借契約

平成20年4月1日
株式会社トヨタレンタ
リース沖縄

沖縄県那覇市赤嶺２－１３
－１

当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件としてお
り、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

－ 910,980 － M 賃貸借 1-1 総務課

126
マーシャル諸島大統領一行訪
日接遇（宿舎等契約）

平成20年4月2日 株式会社帝国ホテル
東京都千代田区内幸町１－
１－１

賓客政府側の希望を踏まえ、警備、立地条件及び受入体制などを
総合的に判断して最適であり、他に競争を許さないため。(会計法
第29条の3第4項)

2,343,075 2,343,075 100.0% C
招へい･賓客
接遇

10
アジア大洋
州局

127
「第４回アフリカ開発会議に伴
う総理大臣主催首脳級昼食
会」開催業務委嘱

平成20年4月3日
ヨコハマグランドイン
ターコンチネンタルホテ
ル

神奈川県横浜市西区みなと
みらい１－１－１

本件会議の円滑運営のためには、会議場から至近距離に会場を
確保することが不可欠であることを踏まえ、警備、立地条件及び受
入体制などを総合的に判断して最適であり、他に競争を許さないた
め。(会計法第29条の3第4項)

1,402,537 1,402,537 100.0% C
招へい･賓客
接遇

14
中東アフリ
カ局

128
「北方四島交流代表者間協
議」開催業務委嘱

平成20年4月7日
北方四島交流北海道
推進委員会

北海道札幌市中央区北１条
東１

本件事業は、国民世論の啓発という側面も有しており、当該団体を
通じて、草の根レベルで北方領土返還運動に従事する都道府県民
会議を介する形で更に幅広い国民各層を対象とした啓発を行うこと
が政策上不可欠であり、他に競争を許さないため。（会計法第29条
の3第4項）

3,834,328 3,834,328 100.0% D
事業実施･会
議運営等

13 欧州局

129
スウェーデン首相一行招聘接
遇(宿舎等契約)

平成20年4月7日
株式会社ホテルオーク
ラ東京

東京都港区虎ノ門２－１０－
４

賓客政府側の希望を踏まえ、警備、立地条件及び受入体制などを
総合的に判断して最適であり、他に競争を許さないため。(会計法
第29条の3第4項)

2,169,825 2,169,825 100.0% C
招へい･賓客
接遇

13 欧州局

130
「北海道洞爺湖サミット会場Ｌ
ＡＮ構築事前調査」業務委嘱

平成20年4月7日
新日鉄ソリューションズ
株式会社

東京都中央区新川２－２０
－１５

現在稼働中のシステムとの連携を前提としたＬＡＮ構築のための事
前調査を同システムの開発業者である契約の相手方に委嘱するも
のであり、業務効率・費用面から他に競争を許さないため。(会計法
第29条の3第4項)

1,736,768 1,185,259 68.2% J
その他業務
委嘱

1-3 通信課

131
フランス共和国首相一行訪日
接遇(宿舎等契約)

平成20年4月8日 グランドハイアット東京
東京都港区六本木６－１０
－３

賓客政府側の希望を踏まえ、警備、立地条件及び受入体制などを
総合的に判断して最適であり、他に競争を許さないため。(会計法
第29条の3第4項)

2,567,300 2,567,300 100.0% C
招へい･賓客
接遇

13 欧州局

132
「北海道洞爺湖サミットにおけ
る携帯電話使用環境改善」業
務委嘱

平成20年4月9日
株式会社エヌ・ティ・
ティ・ドコモ北海道

北海道札幌市中央区北一
条西１４－６

当該携帯電話通信サービスの提供元と直接契約するものであり、
他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

38,997,000 38,997,000 100.0% J
その他業務
委嘱

1-9
その他大
臣官房

133
「北海道洞爺湖サミット国際メ
ディアセンター設置に伴う移動
変電所車用敷地」賃貸借契約

平成20年4月14日 加森観光株式会社
北海道札幌市中央区北４条
西４－１

本件サービスの提供が可能な業者は、本契約の相手方の他にな
く、他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

40,927,000 40,927,000 100.0% M 賃貸借 1-9
その他大
臣官房



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

(契約種類) (主管局課)
契約金額

備　　考
落札率№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

134
「北海道洞爺湖サミットにおけ
る携帯電話使用環境改善」業
務委嘱

平成20年4月14日 ＫＤＤＩ株式会社
東京都千代田区飯田橋３－
１０－１０

当該携帯電話通信サービスの提供元と直接契約するものであり、
他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

33,221,598 33,221,598 100.0% J
その他業務
委嘱

1-9
その他大
臣官房

135
「北海道洞爺湖サミットにおけ
る携帯電話使用環境改善」業
務委嘱

平成20年4月15日
ソフトバンクモバイル株
式会社

東京都港区東新橋１－９－
１

当該携帯電話通信サービスの提供元と直接契約するものであり、
他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

17,445,960 17,445,960 100.0% J
その他業務
委嘱

1-9
その他大
臣官房

136
スロベニア共和国首相一行訪
日接遇（宿舎等契約）

平成20年4月18日 株式会社帝国ホテル
東京都千代田区内幸町１－
１－１

賓客政府側の希望を踏まえ、警備、立地条件及び受入体制などを
総合的に判断して最適であり、他に競争を許さないため。(会計法
第29条の3第4項)

3,399,375 3,399,375 100.0% C
招へい･賓客
接遇

13 欧州局

137
大韓民国大統領一行訪日接
遇（宿舎等契約）

平成20年4月18日 株式会社帝国ホテル
東京都千代田区内幸町１－
１－１

賓客政府側の希望を踏まえ、警備、立地条件及び受入体制などを
総合的に判断して最適であり、他に競争を許さないため。(会計法
第29条の3第4項)

1,277,750 1,277,750 100.0% C
招へい･賓客
接遇

10
アジア大洋
州局

138
「北海道洞爺湖サミット非常用
予備線」電力需給契約

平成20年4月21日 北海道電力株式会社
北海道札幌市中央区大通
東１ー２

本件サービスの提供が可能な業者は、本契約の相手方の他にな
く、他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

16,596,327 16,596,327 100.0% J
その他業務
委嘱

1-9
その他大
臣官房

139
「外務省電子メールシステム
設定変更」業務委嘱

平成20年4月21日
新日鉄ソリューションズ
株式会社

東京都中央区新川２－２０
－１５

現在稼働中のシステムの設定変更を同システムの開発業者である
契約の相手方に委嘱するものであり、業務効率・費用面から他に
競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

1,379,700 1,379,700 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

140
「中国遺棄化学兵器問題に関
する調査」業務委嘱

平成20年4月24日
株式会社三菱総合研
究所

東京都千代田区大手町２－
３－６

中国政府からの連絡により直ちに現地調査団を派遣する必要が
あったが、事前に公示の上、競争入札を行う時間的余裕がなかっ
たため、過去に同様の緊急調査の経験を有する本契約の相手方
を派遣する以外になく、他に競争を許さないため。(会計法第29条
の3第4項)

21,698,859 21,698,859 100.0% B 調査・研究 10
アジア大洋
州局

141
「外務省認証局閉鎖に伴う各
種機能停止作業等」業務委嘱

平成20年4月24日 日本電気株式会社 東京都港区芝５－７－１
本契約の相手方は、所有者により当該機器保守等にかかる代理
店に指定されており、他に競争を許さないため。（会計法第29条の
3第4項）

4,208,925 3,936,581 93.5% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

142
中華人民共和国国家主席一
行訪日接遇（車両借上契約）

平成20年4月24日
京都観光自動車株式
会社

京都府京都市南区東九条
下殿田町５０

本件サービスの提供が可能な業者は、本契約の相手方の他にな
く、他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

2,185,000 2,185,000 100.0% C
招へい･賓客
接遇

1-6 儀典官室



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

(契約種類) (主管局課)
契約金額

備　　考
落札率№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

143
「東アジア・シンクタンク・ネット
ワーク（ＮＥＡＴ）ワーキング・グ
ループ会合」開催業務委嘱

平成20年4月25日
財団法人日本国際
フォーラム

東京都港区赤坂２－１７－１
２

本契約の相手方は、ＡＳＥＡＮ首脳会議における合意に基づき、本
件事業の日本側事務局に指定されており、他に競争を許さないた
め。（会計法第29条の3第4項）

6,860,011 6,860,011 100.0% D
事業実施･会
議運営等

10
アジア大洋
州局

144
「北海道洞爺湖サミット会場Ｌ
ＡＮ構築設計」業務委嘱

平成20年4月30日
新日鉄ソリューションズ
株式会社

東京都中央区新川２－２０
－１５

現在稼働中のシステムとの連携を前提としたＬＡＮ構築のための事
前調査を同システムの開発業者である契約の相手方に委嘱するも
のであり、業務効率・費用面から他に競争を許さないため。(会計法
第29条の3第4項)

4,273,500 4,273,500 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

145

「Ｇ８外相会合及び第４回アフ
リカ開発会議開催に伴う外務
本省・各会場間ＬＡＮ接続回
線」賃貸借契約

平成20年4月30日
ケイディーディーアイ株
式会社

東京都千代田区飯田橋３－
１０－１０

現在使用中の広域イーサネット網の利用を同イーサネット網の所
有者である契約の相手方と締結するものであり、他に競争を許さな
いため。(会計法第29条の3第4項)

3,750,768 3,750,768 100.0% M 賃貸借 1-3 通信課

146 邦字新聞購読契約 平成20年4月1日
丸の内新聞事業協同
組合

東京都千代田区内幸町１－
７－１０

本件サービスの提供が可能な業者は、本契約の相手方
の他になく、他に競争を許さないため。(会計法第29条の
3第4項)

－ 複数単価 － L 物品購入 1-4 会計課

147 「ＡＰ通信ニュース」利用契約 平成20年4月1日 ＡＰ通信社東京支局
東京都港区東新橋１－７－
１

当該情報サービスの提供元と直接契約するものであり、
他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

8,991,720 8,991,720 100.0% I
情報配信･ﾓ
ﾆﾀﾘﾝｸﾞ

1-7
報道官組
織

148
「Ｇ－ｓｅａｒｃｈデータベース
サービス」利用契約

平成20年4月1日 株式会社ジー・サーチ 東京都港区海岸３－９－１５
当該情報サービスの提供元と直接契約するものであり、
他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

－ 複数単価 － I
情報配信･ﾓ
ﾆﾀﾘﾝｸﾞ

1-3 通信課

149 ＮＨＫ放送受信料 － 日本放送協会
東京都渋谷区神南２－２－
１

放送法第32条第1項に基づき契約を行うものであり、他
に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

－ － － J
その他業務
委嘱

1-4 会計課

150
「旅券用ホストコンピュータ等」
賃貸借契約

平成20年4月1日 富士通株式会社
東京都港区東新橋１－５－
２

当該機器等は今後も一定期間は業務上の使用に耐えられる
ところ、引き続き現行機器を賃貸借することが同等物件の新
規調達に比べ割安であり、業務効率・費用面から他に競争を
許さないため。（会計法第29条の3第4項）

712,077,780 712,077,780 100.0% M 賃貸借 7 領事局

151
「旅券事務所用サーバ」賃貸
借・保守契約

平成20年4月1日 富士通株式会社
東京都港区東新橋１－５－
２

当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件とし
ており、他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

331,284,534 331,284,534 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 7 領事局



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

(契約種類) (主管局課)
契約金額

備　　考
落札率№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

152
「ホストコンピュータシステムに
おけるマイグレーションに係る
改造」業務委嘱

平成20年4月1日
日立ソフトウェアエンジ
ニアリング株式会社

東京都港区芝１－１０－１１
当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件とし
ており、他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

306,411,840 281,531,250 91.8% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

153
「外務省ＩＴ広報業務用統合Ｗ
ｅｂ環境の運用・保守」業務委
嘱

平成20年4月1日 日本電気株式会社 東京都港区芝５－７－１
当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件とし
ており、他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

267,216,360 267,216,360 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 1-7
報道官組
織

154
「外務省ＩＴ広報業務用ハード
ウェア・ソフトウェア」賃貸借契
約

平成20年4月1日 日本電気株式会社 東京都港区芝５－７－１
当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件とし
ており、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

241,754,280 241,754,280 100.0% M 賃貸借 1-7
報道官組
織

155
「メインフレームシステム」賃貸
借・保守契約

平成20年4月1日 株式会社日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

当該機器等は今後も一定期間は業務上の使用に耐えられる
ところ、引き続き現行機器を賃貸借することが同等物件の新
規調達に比べ割安であり、業務効率・費用面から他に競争を
許さないため。（会計法第29条の3第4項）

221,294,700 221,294,700 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

156
「在外ＬＡＮシステムの保守」業
務委嘱

平成20年4月1日
新日鉄ソリューションズ
株式会社

東京都中央区新川２－２０
－１５

現在稼働中のシステムの保守を同システムの開発業者であ
る契約の相手方に委嘱するものであり、業務効率・費用面か
ら他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

176,342,660 144,600,876 81.9% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

157
モニタリングニュース及び関係
資料等の購入

平成20年4月1日 財団法人ラヂオプレス
東京都新宿区若松町３３－
８

当該刊行物の出版元から直接購入する契約であり、他に競
争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

142,116,000 142,116,000 100.0% I
情報配信･ﾓ
ﾆﾀﾘﾝｸﾞ

8
国際情報
統括官

158
「省内ＬＡＮシステムの保守」業
務委嘱

平成20年4月1日
新日鉄ソリューションズ
株式会社

東京都中央区新川２－２０
－１５

現在稼働中のシステムの保守を同システムの開発業者であ
る契約の相手方に委嘱するものであり、業務効率・費用面か
ら他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

157,544,316 126,630,000 80.3% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

159 「ＬＡＮ運用支援」業務委嘱 平成20年4月1日
新日鉄ソリューションズ
株式会社

東京都中央区新川２－２０
－１５

現在稼働中のシステムの運用支援業務を同システムの開発
業者である契約の相手方に委嘱するものであり、業務効率・
費用面から他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4
項)

113,263,920 104,265,000 92.0% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

160
「外務省ＩＴ広報業務用データ
センター及びデータセンターの
管理・運用」業務委嘱

平成20年4月1日 株式会社インテック
東京都江東区新砂１－３－
３

当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件とし
ており、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

100,548,000 100,548,000 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 1-7
報道官組
織



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

(契約種類) (主管局課)
契約金額

備　　考
落札率№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

161
「ＩＣ旅券作成入力機」賃貸借
契約

平成20年4月1日
東芝ファイナンス株式
会社

東京都中央区銀座５－２－
１

当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件とし
ており、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

81,467,820 81,467,820 100.0% M 賃貸借 7 領事局

162 「外交フォーラム」の購入 平成20年4月1日 都市出版株式会社
東京都千代田区富士見１－
５－８

当該刊行物の出版元から直接購入する契約であり、他に競
争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

80,387,424 80,387,424 100.0% L 物品購入 1-7
報道官組
織

163
「旅券発給管理バックアップシ
ステム」賃貸借・保守契約

平成20年4月1日 富士通株式会社
東京都港区東新橋１－５－
２

当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件とし
ており、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

72,420,700 72,420,700 100.0% M 賃貸借 7 領事局

164
「在外公館用通信機器」賃貸
借・保守契約

平成20年4月1日

センチュリー・リーシン
グ・システムズ株式会
社
富士通株式会社

東京都港区浜松町２－４－
１
東京都港区東新橋１－５－
２

当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件とし
ており、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

66,572,132 66,572,132 100.0% M 賃貸借 1-3 通信課

165
「パーソナルコンピューター等」
賃貸借・保守契約

平成20年4月1日
日立キャピタル株式会
社株式会社ニッセイコ
ム

東京都港区西新橋２－１５
－１２
東京都品川区大井１－４７
－１

当該機器等は今後も一定期間は業務上の使用に耐えられる
ところ、引き続き現行機器を賃貸借することが同等物件の新
規調達に比べ割安であり、業務効率・費用面から他に競争を
許さないため。（会計法第29条の3第4項）

61,078,896 61,078,896 100.0% M 賃貸借 1-3 通信課

166
「ＩＣ旅券用交付窓口端末」賃
貸借契約

平成20年4月1日
日立キャピタル株式会
社

東京都港区西新橋２－１５
－１２

当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件とし
ており、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

58,832,232 58,832,232 100.0% M 賃貸借 7 領事局

167 「電話設備」賃貸借契約 平成20年4月1日
ＮＥＣネッツエスアイ株
式会社

東京都品川区東品川１－３
９－９

当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件とし
ており、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

58,630,220 58,630,220 100.0% M 賃貸借 1-4 会計課

168
「海外安全ホームページの運
営管理」業務委嘱

平成20年4月1日
日立インターメディック
ス株式会社

東京都千代田区神田錦町２
－１－５

現在稼働中のシステムの運用管理業務を同システムの構築
業者である契約の相手方に委嘱するものであり、業務効率・
費用面から他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4
項)

48,121,395 48,121,395 100.0% J
その他業務
委嘱

7 領事局

169 「ＣＩＯ補佐官業務等」委嘱契約 平成20年4月1日
ティーディーシーソフト
ウェアエンジニアリング
株式会社

東京都渋谷区千駄ヶ谷５－
３３－６

業務の整合性・継続性を確保する観点から、前年度より本件
を委嘱している同社との契約が不可欠であり、他に競争を許
さないため。(会計法第29条の3第4項)

40,446,000 40,446,000 100.0% J
その他業務
委嘱

1-3 通信課



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

(契約種類) (主管局課)
契約金額

備　　考
落札率№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

170 「ＣＩＯ補佐官業務等」委嘱契約 平成20年4月1日
日本ヒューレット・パッ
カード株式会社

東京都杉並区高井戸東３－
２９－２１

業務の整合性・継続性を確保する観点から、前年度より本件
を委嘱している同社との契約が不可欠であり、他に競争を許
さないため。(会計法第29条の3第4項)

40,496,400 40,383,000 99.7% J
その他業務
委嘱

1-3 通信課

171
「電子入札・開札システム運用
支援」業務委嘱

平成20年4月1日
日本ヒューレット・パッ
カード株式会社

東京都杉並区高井戸東３－
２９－２１

現在稼働中のシステムの運用支援業務を同システムの開発
業者である契約の相手方に委嘱するものであり、業務効率・
費用面から他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4
項)

39,996,514 39,996,514 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 1-4 会計課

172
「ファイルサーバ等」賃貸借・
保守契約

平成20年4月1日

エヌエスリース株式会
社
新日鉄ソリューションズ
株式会社

東京都千代田区有楽町１－
７－１
東京都中央区新川２－２０
－１５

当該機器等は今後も一定期間は業務上の使用に耐えられる
ところ、引き続き現行機器を賃貸借することが同等物件の新
規調達に比べ割安であり、業務効率・費用面から他に競争を
許さないため。（会計法第29条の3第4項）

39,276,693 39,276,693 100.0% M 賃貸借 1-3 通信課

173
「各種プログラム機能強化」業
務委嘱

平成20年4月1日 株式会社日立製作所
東京都江東区新砂１－６－
２７

現在稼働中のプログラムの機能強化をを同プログラムの開
発業者である契約の相手方に委嘱するものであり、業務効
率・費用面から他に競争を許さないため。(会計法第29条の3
第4項)

30,870,000 30,870,000 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

174
「パーソナルコンピューター等
保守業務委嘱

平成20年4月1日
株式会社富士通ビジネ
スシステム

東京都文京区後楽１－７－
２７

本契約の相手方は、機器の製造元により当該機器保守等に
かかる代理店に指定されており、他に競争を許さないため。
（会計法第29条の3第4項）

26,452,650 26,452,650 100.0% J
その他業務
委嘱

1-3 通信課

175
「ＩＣ旅券作成機（入力機）保
守」業務委嘱

平成20年4月1日 株式会社東芝 東京都港区芝浦１－１－１
一般競争入札によりシステムの開発業者を選定したものであ
るが、保守業務についても、その競争条件としており、他に競
争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

24,435,180 24,435,180 100.0% J
その他業務
委嘱

7 領事局

176
「ＩＣ旅券用交付窓口端末機保
守」業務委嘱

平成20年4月1日 株式会社東芝 東京都港区芝浦１－１－１
一般競争入札によりシステムの開発業者を選定したものであ
るが、保守業務についても、その競争条件としており、他に競
争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

23,572,704 23,572,704 100.0% J
その他業務
委嘱

7 領事局

177
「霞が関広域通信サービス」利
用契約

平成20年4月1日
社団法人行政情報シス
テム研究所

東京都千代田区日比谷公
園１－３

電気通信役務契約に基づくものであり、長期継続契約に該当
するため。(予決令第102条の2)

23,499,000 23,499,000 100.0% J
その他業務
委嘱

1-3 通信課

178
「外電検索システム」賃貸借契
約

平成20年4月1日
東京リース株式会社
株式会社ラデックス

東京都新宿区西新宿６－１
０－１
東京都台東区蔵前３－１－
１０

当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件とし
ており、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

22,307,544 22,307,544 100.0% M 賃貸借 1-7
報道官組
織



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

(契約種類) (主管局課)
契約金額

備　　考
落札率№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

179
「ＩＣ旅券用書込機」賃貸借契
約

平成20年4月1日
東芝ファイナンス株式
会社

東京都中央区銀座５－２－
１

当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件とし
ており、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

21,803,040 21,803,040 100.0% M 賃貸借 7 領事局

180
「領事関連データ管理システ
ム運用支援」業務委嘱

平成20年4月1日 富士通株式会社
東京都港区東新橋１－５－
２

現在稼働中のシステムの運用支援業務を同システムの開発
業者である契約の相手方に委嘱するものであり、業務効率・
費用面から他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4
項)

18,774,000 18,774,000 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 7 領事局

181
「インターネットＷＡＮメールシ
ステム」賃貸借・保守契約

平成20年4月1日
エヌイーシーリース株
式会社
日本電気株式会社

東京都港区芝５－２９－１１
東京都港区芝５－７－１

当該機器等は今後も一定期間は業務上の使用に耐えられる
ところ、引き続き現行機器を賃貸借することが同等物件の新
規調達に比べ割安であり、業務効率・費用面から他に競争を
許さないため。（会計法第29条の3第4項）

18,571,637 18,571,637 100.0% M 賃貸借 1-3 通信課

182
「省内ＬＡＮ用サーバ機器等」
賃貸借・保守契約

平成20年4月1日
日立キャピタル株式会
社新日鉄ソリューション
ズ株式会

東京都港区西新橋２－１５
－１２
東京都中央区新川２－２０
－１５

当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件とし
ており、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

18,036,900 18,036,900 100.0% M 賃貸借 1-3 通信課

183
「在外ＬＡＮサーバ機器等」賃
貸借・保守契約

平成20年4月1日
日立キャピタル株式会
社新日鉄ソリューション
ズ株式会

東京都港区西新橋２－１５
－１２
東京都中央区新川２－２０
－１５

当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件とし
ており、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

16,958,136 16,958,136 100.0% M 賃貸借 1-3 通信課

184
「会計業務システム用サーバ
等」賃貸借契約

平成20年4月1日
日立キャピタル株式会
社株式会社日立製作
所

東京都港区西新橋２－１５
－１２
東京都江東区新砂１－６－
２７

当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件とし
ており、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

15,251,292 15,251,292 100.0% M 賃貸借 1-3 通信課

185
「旅券申請書画像ファイリン
グ・サーバ」賃貸借・保守契約

平成20年4月1日 株式会社東芝 東京都港区芝浦１－１－１
当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件とし
ており、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

12,852,000 12,852,000 100.0% M 賃貸借 7 領事局

186
「旅券申請書画像ファイリン
グ・サーバ」賃貸借・保守契約

平成20年4月1日 株式会社東芝 東京都港区芝浦１－１－１
当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件とし
ており、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

12,205,116 12,205,116 100.0% M 賃貸借 7 領事局

187
「旅券申請書画像ファイリン
グ・サーバ」賃貸借・保守契約

平成20年4月1日 株式会社東芝 東京都港区芝浦１－１－１
当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件とし
ており、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

12,070,800 12,070,800 100.0% M 賃貸借 7 領事局



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

(契約種類) (主管局課)
契約金額

備　　考
落札率№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

188
「旅券申請書画像ファイリン
グ・サーバ」賃貸借・保守契約

平成20年4月1日 株式会社東芝 東京都港区芝浦１－１－１
当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件とし
ており、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

11,519,292 11,519,292 100.0% M 賃貸借 7 領事局

189
「障害及び要望対応用機器」
賃貸借・保守契約

平成20年4月1日

日本電子計算機株式
会社
東芝ソリューション株式
会社

東京都千代田区丸の内３－
４－１
東京都港区芝浦１－１－１

当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件とし
ており、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

10,435,320 10,435,320 100.0% M 賃貸借 1-3 通信課

190
「モバイルパソコン等」賃貸借・
保守契約

平成20年4月1日

日立キャピタル株式会
社
新日鉄ソリューションズ
株式会社

東京都港区西新橋２－１５
－１２
東京都中央区新川２－２０
－１５

当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件とし
ており、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

9,866,256 9,866,256 100.0% M 賃貸借 1-3 通信課

191
「領事関連データ管理システ
ム用パーソナルコンピュータ」
賃貸借・保守契約

平成20年4月1日

センチュリー・リーシン
グ・システムズ株式会
社
富士通株式会社

東京都港区浜松町２－４－
１
東京都港区東新橋１－５－
２

当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件とし
ており、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

9,323,940 9,323,940 100.0% M 賃貸借 7 領事局

192
「国際協力局サーバ機器」賃
貸借・保守契約

平成20年4月1日
日立キャピタル株式会
社
株式会社日立製作所

東京都港区西新橋２－１５
－１２
東京都江東区新砂１－６－
２７

当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件とし
ており、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

6,618,360 6,618,360 100.0% M 賃貸借 5
国際協力
局

193
「在留届電子申請用サーバ」
賃貸借契約

平成20年4月1日

センチュリー・リーシン
グ・システムズ株式会
社
富士通株式会社

東京都港区浜松町２－４－
１
東京都港区東新橋１－５－
２

当該機器等は今後も一定期間は業務上の使用に耐えられる
ところ、引き続き現行機器を賃貸借することが同等物件の新
規調達に比べ割安であり、業務効率・費用面から他に競争を
許さないため。(会計法第29条の3第4項)

4,075,182 4,075,182 100.0% M 賃貸借 7 領事局

194
「領事関連データ管理システ
ム用パーソナルコンピュータ」
賃貸借・保守契約

平成20年4月1日
日本電子計算機株式
会社
日本電気株式会社

東京都千代田区丸の内３－
４－１
東京都港区芝５－７－１

当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件とし
ており、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

4,052,015 4,052,015 100.0% M 賃貸借 7 領事局

195
「ＩＣ旅券用認証システム」賃貸
借・保守契約

平成20年4月1日

センチュリー・リーシン
グ・システムズ株式会
社
富士通株式会社

東京都港区浜松町２－４－
１
東京都港区東新橋１－５－
２

当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条件とし
ており、他に競争を許さないため。（会計法第29条の3第4項）

359,520 359,520 100.0% M 賃貸借 7 領事局

196
「Web Japanホームページ（にっ
ぽにあ）」の製作

平成20年4月23日 株式会社平凡社
東京都文京区白山２－２９
－４

本ホームページの作成に使用するコンテンツは、本契約の相
手方が著作権を有しており、他に競争を許さないため。(会計
法第29条の3第4項)

26,663,792 26,663,792 100.0% J
その他業務
委嘱

1-8
広報文化
交流部



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

(契約種類) (主管局課)
契約金額

備　　考
落札率№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

197 広報資料「にっぽにあ」の購入 平成20年4月30日 株式会社平凡社
東京都文京区白山２－２９
－４

当該刊行物の出版元から直接購入する契約であり、他に競
争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

113,987,180 113,987,180 100.0% L 物品購入 1-8
広報文化
交流部

198
広報資料「ジャパンエコー」の
購入

平成20年4月30日
株式会社ジャパンエ
コー社

東京都千代田区内幸町２－
２－１

当該刊行物の出版元から直接購入する契約であり、他に競
争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

80,944,230 80,944,230 100.0% L 物品購入 1-8
広報文化
交流部

199 条約テキストの印刷 平成20年4月1日 勝美印刷株式会社
東京都文京区小石川１－３
－７

日程が直前に確定したため、事前に公示の上、競争入札を行う時
間的余裕がなく、過去に同様の業務経験がある数社より見積を招
請した結果、本契約の相手方の提示した金額が最も廉価であり、
他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

－ 複数単価 － J
その他業務
委嘱

6 国際法局

200 リサイクルＰＰＣ用紙の購入 平成20年4月1日 株式会社リコー
東京都大田区中馬込１－３
－６

再度の入札をもってしても応札業者がなかったため、過去に実績
のある同社に対し予定価格範囲内での契約を交渉しており、他に
競争を許さないため。（予算決算及び会計令第99条の2）

－ 複数単価 － L 物品購入 1-4 会計課

201 ＯＡ機器消耗品の購入 平成20年4月1日 エスピー株式会社
東京都江東区住吉２－９－
１１

再度の入札をもってしても応札業者がなかったため、過去に実績
のある同社に対し予定価格範囲内での契約を交渉しており、他に
競争を許さないため。（予算決算及び会計令第99条の2）

－ 複数単価 － L 物品購入 1-4 会計課

202
「外務省本省庁舎窓ガラス等
清掃」業務委嘱

平成20年4月1日
キョウワプロテック株式
会社

福島県福島市五月町３－２
０

再度の入札をもってしても応札業者がなかったため、過去に実績
のある同社に対し予定価格範囲内での契約を交渉しており、他に
競争を許さないため。（予算決算及び会計令第99条の2）

1,912,901 1,890,000 98.8% J
その他業務
委嘱

1-4 会計課

203 ハイヤー借り上げ 平成20年4月1日 株式会社東洋交通
沖縄県国頭郡恩納村字瀬
良垣１７３０

道路運送法第９条による認可料金であるため。 － 認可料金 － J
その他業務
委嘱

単価契約

204
外務省本省庁舎等で使用する
電気

－ 東京電力株式会社
東京都千代田区内幸町１－
１－３

予決令第102条の2に基づく長期継続契約に該当するた
め。

－ － － J
その他業務
委嘱

長期継続契約
単価契約

205
外務省沖縄分室で使用する電
気

－
大同火災海上保険株
式会社

沖縄県那覇市久茂地１－１
２－１

予決令第102条の2に基づく長期継続契約に該当するた
め。

－ － － J
その他業務
委嘱

長期継続契約
単価契約



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

(契約種類) (主管局課)
契約金額

備　　考
落札率№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

206
外務省本省庁舎等で使用する
ガス

－ 東京ガス株式会社 東京都港区海岸１－５－２０
予決令第102条の2に基づく長期継続契約に該当するた
め。

－ － － J
その他業務
委嘱

長期継続契約
単価契約

207
外務省本省庁舎等で使用する
水道・下水道

－ 東京都水道局
東京都新宿区西新宿２－８
－１

予決令第102条の2に基づく長期継続契約に該当するた
め。

－ － － J
その他業務
委嘱

長期継続契約
単価契約

208
外務省研修所で使用する水
道・下水道

－ 神奈川県企業庁
神奈川県相模原市相模大
野６－３－１

予決令第102条の2に基づく長期継続契約に該当するた
め。

－ － － J
その他業務
委嘱

長期継続契約
単価契約

209 後納郵便料 － 郵便事業株式会社
東京都千代田区丸の内２－
７－２

郵便法又は民間事業者による信書の送達に関する法
律に規定する郵便及び信書の送達が可能な事業者は、
郵便事業株式会社しかなく、他に競争を許さないため。
（会計法第29条の3第4項）

－ － － J
その他業務
委嘱

210 携帯電話使用料 －
株式会社エヌ・ティ・
ティ・ドコモ

東京都千代田区永田町２－
１１－１

予決令第102条の2に基づく長期継続契約に該当するた
め。

－ － － J
その他業務
委嘱

長期継続契約

211 携帯電話使用料 －
株式会社エイエスティ
ジャパン

神奈川県横浜市中区太田
町４－４７

予決令第102条の2に基づく長期継続契約に該当するた
め。

－ － － J
その他業務
委嘱

長期継続契約

212 固定電話使用料 －
東日本電信電話株式
会社

東京都新宿区西新宿３－１
９－２

予決令第102条の2に基づく長期継続契約に該当するた
め。

－ － － J
その他業務
委嘱

長期継続契約

213 固定電話使用料 －
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－
１－６

予決令第102条の2に基づく長期継続契約に該当するた
め。

－ － － J
その他業務
委嘱

長期継続契約

214 固定電話使用料 － ＫＤＤＩ株式会社
東京都千代田区飯田橋３－
１０－１０

予決令第102条の2に基づく長期継続契約に該当するた
め。

－ － － J
その他業務
委嘱

長期継続契約



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

(契約種類) (主管局課)
契約金額

備　　考
落札率№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

215 通信回線使用料 －
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－
１－６

予決令第102条の2に基づく長期継続契約に該当するた
め。

－ － － J
その他業務
委嘱

長期継続契約

216 通信回線使用料 － ＫＤＤＩ株式会社
東京都千代田区飯田橋３－
１０－１０

予決令第102条の2に基づく長期継続契約に該当するた
め。

－ － － J
その他業務
委嘱

長期継続契約

217 通信回線使用料 － 株式会社日本デジコム
東京都中央区日本橋兜町１
５－１１

予決令第102条の2に基づく長期継続契約に該当するた
め。

－ － － J
その他業務
委嘱

長期継続契約

218 通信回線使用料 －
東日本電信電話株式
会社

東京都新宿区西新宿３－１
９－２

予決令第102条の2に基づく長期継続契約に該当するた
め。

－ － － J
その他業務
委嘱

長期継続契約

219
「『アジア太平洋多国間安全保
障協力会議』についての研究」
業務委嘱

平成20年5月1日
財団法人日本国際問
題研究所

東京都千代田区霞が関３－
２－５

本契約の相手方は、本件事業の事務局を務めており、
他に競争を許さないため。(会計法第29条の3第4項)

3,675,140 3,675,140 100.0% B 調査・研究 2
総合外交
政策局

220
「北海道洞爺湖サミット及びＧ
８京都外相会合に伴う同時通
訳」業務委嘱

平成20年5月1日 株式会社リンガバンク
東京都港区西新橋３－１５
－３

サミット議長である総理及び外務大臣の発言を伝える同
時通訳者は高い技術が不可欠であるところ、この種の
公式通訳が可能な経験豊富な者を多数擁している業者
は本契約の相手方の他になく、他に競争を許さないた
め。(会計法第29条の3第4項)

3,658,440 3,658,440 100.0% A 通訳 1-9
その他大
臣官房

221
中華人民共和国国家主席一
行訪日接遇（宿舎等契約）

平成20年5月2日
株式会社ニューオータ
ニ

東京都千代田区紀尾井町４
－１

賓客政府側の希望を踏まえ、警備、立地条件及び受入
体制などを総合的に判断して最適であり、他に競争を許
さないため。(会計法第29条の3第4項)

6,905,826 6,905,826 100.0% C
招へい･賓客
接遇

1-6 儀典官室

222
中華人民共和国国家主席一
行訪日接遇（宿舎等契約）

平成20年5月7日
株式会社ロイヤルホテ
ル

大阪府大阪市北区中之島５
－３－６８

賓客政府側の希望を踏まえ、警備、立地条件及び受入
体制などを総合的に判断して最適であり、他に競争を許
さないため。(会計法第29条の3第4項)

1,939,550 1,939,550 100.0% C
招へい･賓客
接遇

1-6 儀典官室

223
「ＩＣ旅券用電子認証局システ
ム更新」業務委嘱

平成20年5月13日 富士通株式会社
東京都港区東新橋１－５－
２

現在稼働中のシステムの更新を同システムの開発業者
である契約の相手方に委嘱するものであり、業務効率・
費用面から他に競争を許さないため。（会計法第29条の
3第4項）

2,570,400 2,301,222 89.5% H ｼｽﾃﾑ関係 7 領事局



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

(契約種類) (主管局課)
契約金額

備　　考
落札率№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

224
「外交行嚢用封緘具」作成契
約

平成20年5月15日 株式会社フォーサイト
東京都中央区八丁堀４－１
０－８

当初の契約において、複数年度にわたる契約期間を条
件としており、他に競争を許さないため。（会計法第29条
の3第4項）

13,524,000 13,524,000 100.0% K 物品製造 1-3 通信課

225
「第４回アフリカ開発会議（ＴＩＣ
ＡＤⅣ）会場外務省ＬＡＮ構築」
業務委嘱

平成20年5月16日
新日鉄ソリューションズ
株式会社

東京都中央区新川２－２０
－１５

現在稼働中のシステムと連携するＬＡＮ構築を同システ
ムの開発業者である契約の相手方に委嘱するものであ
り、業務効率・費用面から他に競争を許さないため。（会
計法第29条の3第4項）

6,454,974 4,904,669 75.9% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

226
「北海道洞爺湖サミット現地事
務局外務省ＬＡＮ構築」業務委
嘱

平成20年5月16日
新日鉄ソリューションズ
株式会社

東京都中央区新川２－２０
－１５

現在稼働中のシステムと連携するＬＡＮ構築を同システ
ムの開発業者である契約の相手方に委嘱するものであ
り、業務効率・費用面から他に競争を許さないため。（会
計法第29条の3第4項）

5,121,935 3,799,289 74.1% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

227
「北方四島住民支援（患者受
入事業）」業務委嘱

平成20年5月19日 市立根室病院 北海道根室市有磯町１－２

本件契約は、移送される患者の身体的負担にかんが
み、適切な治療・診断を行うことのできる施設及び医師
を擁し、患者の病院までの移送距離が短いことが必要
不可欠である。
同病院は移動時間1時間以内に入院治療が可能であ
り、かつ事前に初診診断のできない入院患者への治療
行為を行うことができることから、他に競争を許さないた
め。(会計法第29条の3第4項)

6,325,340 6,325,340 100.0% D
事業実施･会
議運営等

13 欧州局

228
「北方四島住民支援（患者受
入事業）」業務委嘱

平成20年5月19日 根室市役所
北海道根室市常盤町２－２
７

四島住民に真に必要な支援を実施し、領土問題の啓発
を行いながら我が国に対する信頼感を高め、平和条約
締結交渉の環境整備に資することが可能なのは、地方
公共団体の他になく、他に競争を許さないため。(会計法
第29条の3第4項)

4,343,373 4,343,373 100.0% D
事業実施･会
議運営等

13 欧州局

229
「北方四島住民支援（患者受
入事業）」業務委嘱

平成20年5月19日 中標津町役場
北海道標津郡中標津町丸
山２－２２

四島住民に真に必要な支援を実施し、領土問題の啓発
を行いながら我が国に対する信頼感を高め、平和条約
締結交渉の環境整備に資することが可能なのは、地方
公共団体の他になく、他に競争を許さないため。(会計法
第29条の3第4項)

3,835,060 3,835,060 100.0% D
事業実施･会
議運営等

13 欧州局

230
「北方四島住民支援（患者受
入事業）」業務委嘱

平成20年5月19日 町立中標津病院
北海道標津郡中標津町西１
０条南９

本件契約は、移送される患者の身体的負担にかんが
み、適切な治療・診断を行うことのできる施設及び医師
を擁し、患者の病院までの移送距離が短いことが必要
不可欠である。
同病院は移動時間1時間以内に入院治療が可能であ
り、かつ事前に初診診断のできない入院患者への治療
行為を行うことができることから、他に競争を許さないた
め。(会計法第29条の3第4項)

2,045,700 2,045,700 100.0% D
事業実施･会
議運営等

13 欧州局

231
「北海道洞爺湖サミット国際メ
ディアセンター架台設置用敷
地」賃貸借契約

平成20年5月19日 加森観光株式会社
北海道札幌市中央区北４条
西４－１

本件サービスの提供が可能な業者は、本契約の相手方
の他になく、他に競争を許さないため。(会計法第29条の
3第4項)

1,404,000 1,404,000 100.0% M 賃貸借 1-9
その他大
臣官房



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

(契約種類) (主管局課)
契約金額

備　　考
落札率№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

232
「北海道洞爺湖サミット国際メ
ディアセンター携帯電話施設
用敷地」賃貸借契約

平成20年5月20日 加森観光株式会社
北海道札幌市中央区北４条
西４－１

本件サービスの提供が可能な業者は、本契約の相手方
の他になく、他に競争を許さないため。(会計法第29条の
3第4項)

3,502,000 3,502,000 100.0% M 賃貸借 1-9
その他大
臣官房

233
「京都迎賓館現地事務局外務
省ＬＡＮ構築」業務委嘱

平成20年5月20日
新日鉄ソリューションズ
株式会社

東京都中央区新川２－２０
－１５

現在稼働中のシステムと連携するＬＡＮ構築を同システ
ムの開発業者である契約の相手方に委嘱するものであ
り、業務効率・費用面から他に競争を許さないため。（会
計法第29条の3第4項）

2,590,229 2,590,229 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

234

「三大感染症に関する国際シ
ンポジウム開催に伴う外務大
臣政務官主催ワーキングラン
チ及び夕食会」開催業務委嘱

平成20年5月21日
グランドプリンスホテル
赤坂

東京都千代田区紀尾井町１
－２

本契約の相手方は、本件会議の会場提供業務も担って
おり、同施設を使用することが、開催の効率性等を総合
的に判断して最適であり、他に競争を許さないため。(会
計法第29条の3第4項)

3,347,865 3,152,625 94.1% J
その他業務
委嘱

5
国際協力
局

235

「第４回アフリカ開発会議（ＴＩＣ
ＡＤⅣ）に伴う総理夫人主催首
脳級婦人昼食会」開催業務委
嘱

平成20年5月21日
ヨコハマグランドイン
ターコンチネンタル　ホ
テル

神奈川県横浜市西区みなと
みらい１－１－１

本契約の相手方は、会議場の至近距離に適当な施設を
有する唯一のものであり、同施設を使用することが、効
率性等を総合的に判断して最適であり、他に競争を許さ
ないため。(会計法第29条の3第4項)

1,263,675 1,153,425 91.2% J
その他業務
委嘱

14
中東アフリ
カ局

236
Ｗｅｂ　Ｊａｐａｎホームページ「Ｋ
ｉｄｓ　Ｗｅｂ　Ｊａｐａｎ」（英語・中
国語）更新業務委嘱

平成20年5月22日
株式会社ジャパンエ
コー社

東京都千代田区内幸町２－
２－１

本ホームページの作成に使用する資料等の素材は、本
契約の相手方が著作権を有しており、他に競争を許さな
いため。（会計法第29条の3第4項）

28,508,760 28,508,760 100.0% J
その他業務
委嘱

1-8
広報文化
交流部

政府調達

237
「元老会議専門家会合及び年
次総会」開催業務委嘱

平成20年5月23日
特定非営利活動法人イ
ンターアクション・カウン
シル日本委員会

東京都港区六本木３－１６
－７

本契約の相手方は、本件会議発足以来事務局を勤めて
いる団体であり、これまで行った全ての専門家会議、年
次総会の開催にあたりサブ・ロジ両面で運営に関わって
いることから、今次会議開催において十分な成果を期待
できるのは同団体のみであると考えられ、他に競争を許
さないため。（会計法第29条の3第4項）

48,716,063 48,716,063 100.0% D
事業実施･会
議運営等

2
総合外交
政策局

238
「北海道洞爺湖サミット国際メ
ディアセンター現地事務局」賃
貸借契約

平成20年5月23日 加森観光株式会社
北海道札幌市中央区北４条
西４－１

本件サービスの提供が可能な業者は、本契約の相手方
の他になく、他に競争を許さないため。(会計法第29条の
3第4項)

3,549,000 3,549,000 100.0% M 賃貸借 1-9
その他大
臣官房

239
外務省ＬＡＮ接続用専用機器
の購入

平成20年5月23日
新日鉄ソリューションズ
株式会社

東京都中央区新川２－２０
－１５

当該機器等は本契約の相手方が独自に開発・施工して
いるため、代替性がなく、また、当該機器の運用等が可
能な業者は、本契約の相手方の他になく、他に競争を
許さないため。(会計法第29条の3第4項)

2,368,590 2,362,500 99.7% L 物品購入 1-3 通信課

240
「日韓フォーラム」開催業務委
嘱

平成20年5月27日
財団法人日本国際交
流センター

東京都港区南麻布４－９－
１７

本契約の相手方は本件会議発足以来事務局を勤めて
いる団体であり、これまで行った全ての専門家会議、年
次総会の開催にあたりサブ・ロジ両面で運営に関わって
いることから、今次会議開催において十分な成果を期待
できるのは同団体のみであると考えられ、他に競争を許
さないため。（会計法第29条の3第4項）

11,996,108 11,996,108 100.0% D
事業実施･会
議運営等

10
アジア大洋
州局



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

(契約種類) (主管局課)
契約金額

備　　考
落札率№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

241
「北海道洞爺湖サミット国際メ
ディアセンター等現地事務局
外務省ＬＡＮ構築」業務委嘱

平成20年5月28日
新日鉄ソリューションズ
株式会社

東京都中央区新川２－２０
－１５

現在稼働中のシステムと連携するＬＡＮ構築を同システ
ムの開発業者である契約の相手方に委嘱するものであ
り、業務効率・費用面から他に競争を許さないため。（会
計法第29条の3第4項）

9,297,749 6,716,249 72.2% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

242
「北海道洞爺湖サミット警備機
器」電力需給契約

平成20年5月28日 北海道電力株式会社
北海道室蘭市寿町１－６－
２５

本件サービスの提供が可能な業者は、本契約の相手方
の他になく、他に競争を許さないため。(会計法第29条の
3第4項)

2,942,616 2,942,616 100.0% L 物品購入 1-9
その他大
臣官房

243
「総理のＦＡＯハイレベル会合
等出席に伴う同時通訳」業務
委嘱

平成20年5月28日 株式会社リンガバンク
東京都港区西新橋３－１５
－３

通常、総理の外国訪問は直前に公表されるため、事前
公示による入札は不可能であり、総理の発言を伝える
同時通訳者は高い技術が不可欠であるところ、この種
の公式通訳が可能な経験豊富な者を多数擁している業
者は本契約の相手方の他になく、他に競争を許さないた
め。(会計法第29条の3第4項)

2,180,000 2,180,000 100.0% A 通訳 4 経済局

244
フィンランド首相一行訪日接遇
（宿舎等契約）

平成20年5月28日
株式会社ホテルオーク
ラ東京

東京都港区虎ノ門２－１０－
４

賓客政府側の希望を踏まえ、警備、立地条件及び受入
体制などを総合的に判断して最適であり、他に競争を許
さないため。(会計法第29条の3第4項)

1,949,175 1,949,175 100.0% C
招へい･賓客
接遇

13 欧州局

245
トルコ大統領一行訪日接遇
（宿舎等契約）

平成20年5月29日 株式会社帝国ホテル
東京都千代田区内幸町１－
１－１

賓客政府側の希望を踏まえ、警備、立地条件及び受入
体制などを総合的に判断して最適であり、他に競争を許
さないため。(会計法第29条の3第4項)

3,624,855 3,624,855 100.0% C
招へい･賓客
接遇

14
中東アフリ
カ局

246
「北海道洞爺湖サミット・新千
歳空港ターミナルビル会議室」
賃貸借契約

平成20年5月30日 北海道空港株式会社
北海道千歳市美々９８７－２
２

本件サービスの提供が可能な業者は、本契約の相手方
の他になく、他に競争を許さないため。

9,132,599 9,132,599 100.0% M 賃貸借 1-9
その他大
臣官房

247
「北海道洞爺湖サミット開催に
伴う電気自動車充電ステー
ション等敷地」賃貸借契約

平成20年6月3日 株式会社マルナカ総業
北海道虻田郡洞爺湖町成
香３－５

本件は履行場所が（株）マルナカ総業に限定され、「サイ
ロ展望台」所有者は（株）マルナカ総業に特定されるた
め、他に競争を許さないため。

1,430,000 1,430,000 100.0% M 賃貸借 1-9
その他大
臣官房

248
「外務省ＬＡＮメールサーバ用
無停電電源装置バッテリ交換
作業」業務委嘱

平成20年6月4日
新日鉄ソリューションズ
株式会社

東京都中央区新川２－２０
－１５

本件消耗品の購入が可能な業者は、当該機器の販売
業者である本契約の相手方の他になく、他に競争を許さ
ないため。

1,863,750 1,785,000 95.7% J
その他業務
委嘱

1-3 通信課

249

「北海道洞爺湖サミット現地事
務局及び国際メディアセンター
への外務省ＬＡＮ配線」業務委
嘱

平成20年6月6日
新日鉄ソリューションズ
株式会社

東京都中央区新川２－２０
－１５

北海道洞爺湖サミットに際する現地拠点（旧火山科学館、国際メ
ディアセンター）に省内ＬＡＮの延長として外務省ＬＡＮを構築するた
めには、システムの詳細仕様・設定内容に沿って作業をする必要
があるところ、同システムの構築業者である契約相手一者のみが
請負可能であり、競争を許さないため。

16,930,391 13,327,889 78.7% J
その他業務
委嘱

1-3 通信課



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

(契約種類) (主管局課)
契約金額

備　　考
落札率№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

250
「在セネガル日本大使館用在
外ＬＡＮ機器入替」業務委嘱

平成20年6月6日
新日鉄ソリューションズ
株式会社

東京都中央区新川２－２０
－１５

現在稼働中のシステムの保守を同システムの開発業者
である契約の相手方に委嘱するものであり、業務効率・
費用面から他に競争を許さないため。

7,868,752 7,868,752 100.0% J
その他業務
委嘱

1-3 通信課

251
「北海道洞爺湖サミット会場へ
の外務省ＬＡＮ配線」業務委嘱

平成20年6月11日
新日鉄ソリューションズ
株式会社

東京都中央区新川２－２０
－１５

北海道洞爺湖サミットに際する現地拠点（ザ・ウインザーホテル洞
爺）に省内ＬＡＮの延長として外務省ＬＡＮを構築するためには、シ
ステムの詳細仕様・設定内容に沿って作業をする必要があるとこ
ろ、同システムの構築者である契約相手一者のみが請負可能であ
り、競争を許さないため。

9,966,855 7,847,219 78.7% J
その他業務
委嘱

1-3 通信課

252
「Ｇ８京都外相会合現地事務
局への外務省ＬＡＮ配線」業務
委嘱

平成20年6月13日
新日鉄ソリューションズ
株式会社

東京都中央区新川２－２０
－１５

Ｇ８京都外相会合に際する現地拠点（ブライトンホテル、京都迎賓
館、京都国際会館）に省内ＬＡＮの延長として外務省ＬＡＮを構築す
るためには、システムの詳細仕様・設定内容に沿って作業をする必
要があるところ、同システムの構築業者である契約相手一者のみ
が請負可能であり、競争を許さないため。

16,595,708 13,037,752 78.5% J
その他業務
委嘱

1-3 通信課

253
「北海道洞爺湖サミット準備会
合開催会場・宿舎」借上契約

平成20年6月13日
株式会社ザ・ウィン
ザー・ホテルズ　イン
ターナショナル

東京都港区三田１－４－２８
サミット直前のシェルパ会合及びＦＡＳＳ会合は、サミット
本番で首脳が使用する会場で開催されることが慣例と
なっており他に競争を許さないため。

5,976,725 5,976,725 100.0% J
その他業務
委嘱

4 経済局

254
「北方四島住民支援事業（患
者受入事業）」業務委嘱

平成20年6月17日 根室市役所
北海道根室市常盤町２－２
７

四島住民に真に必要な支援を実施し、領土問題の啓発
を行いながら我が国に対する信頼感を高め、平和条約
締結交渉の環境整備に資することが可能なのは、地方
公共団体の他になく、他に競争を許さないため。

3,952,126 3,952,126 100.0% D
事業実施･会
議運営等

13 欧州局

255
「北方四島住民支援事業（患
者受入事業）」業務委嘱

平成20年6月17日 中標津町役場
北海道標津郡中標津町丸
山２－２２

四島住民に真に必要な支援を実施し、領土問題の啓発
を行いながら我が国に対する信頼感を高め、平和条約
締結交渉の環境整備に資することが可能なのは、地方
公共団体の他になく、他に競争を許さないため。

3,717,360 3,717,360 100.0% D
事業実施･会
議運営等

13 欧州局

256
「北方四島住民支援事業（患
者受入事業）」業務委嘱

平成20年6月17日 町立中標津病院
北海道標津郡中標津町西１
０条南９

本件契約は、移送される患者の身体的負担にかんが
み、適切な治療・診断を行うことのできる施設及び医師
を擁し、患者の病院までの移送距離が短いことが必要
不可欠である。同病院は移動時間１時間以内に入院治
療が可能であり、且つ事前に初診診断のできない入院
患者への治療行為を行うことができることから、他に競
争を許さないため。

2,354,200 2,354,200 100.0% D
事業実施･会
議運営等

13 欧州局

257
「北方四島住民支援事業（患
者受入事業）」業務委嘱

平成20年6月17日 北海道大学病院
北海道札幌市北区北１４条
西５

受け入れる患者は昨年同病院で治療を受けた経緯があ
り、治療の継続性を維持することが必要不可欠であるこ
とから、他に競争を許さないため。

1,959,888 1,959,888 100.0% D
事業実施･会
議運営等

13 欧州局

258
「北方四島住民支援事業（患
者受入事業）」業務委嘱

平成20年6月17日 市立根室病院 北海道根室市有磯町１－２

本件契約は、移送される患者の身体的負担にかんが
み、適切な治療・診断を行うことのできる施設及び医師
を擁し、患者の病院までの移送距離が短いことが必要
不可欠である。同病院は移動時間１時間以内に入院治
療が可能であり、且つ事前に初診診断のできない入院
患者への治療行為を行うことができることから、他に競
争を許さないため。

1,537,195 1,537,195 100.0% D
事業実施･会
議運営等

13 欧州局



別記様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成20年4月1日 ～6月30日）

(契約種類) (主管局課)
契約金額

備　　考
落札率№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格

259

「北海道洞爺湖サミット国際メ
ディアセンター（ＩＭＣ）設置伴う
ホテル既存施設等」賃貸借契
約

平成20年6月19日 加森観光株式会社
北海道札幌市中央区北４条
西４－１

北海道洞爺湖サミットプレスセンター他関係施設はルス
ツリゾート敷地内に設置されることが決定しており、本件
業務についても他に競争を許さないため。

287,875,736 281,365,736 97.7% M 賃貸借 1-9
その他大
臣官房

260
「北海道洞爺湖サミットにおけ
る外務省ＬＡＮ運用支援及び
撤去作業」業務委嘱

平成20年6月19日
新日鉄ソリューションズ
株式会社

東京都中央区新川２－２０
－１５

北海道洞爺湖サミットにおける現地拠点（ザ・ウィンザー
ホテル洞爺、国際メディアセンター及び新千歳空港）に
構築した外務省ＬＡＮの運用業務及び撤去作業を行うた
めには、システムの詳細仕様・設定内容に沿って作業を
する必要があるところ、同システムの構築業者である契
約相手一者のみが請負可能であり、競争を許さないた
め。

15,563,446 12,620,569 81.0% J
その他業務
委嘱

1-3 通信課

261
「国際連合事務総長一行訪日
接遇（宿舎等契約）

平成20年6月20日 株式会社帝国ホテル
東京都千代田区内幸町１－
１－１

賓客政府側の希望を踏まえ、警備、立地条件及び受入
体制などを総合的に判断して最適であり、他に競争を許
さないため。

4,393,833 4,393,833 100.0% C
招へい･賓客
接遇

1-6 儀典官室

262

「北海道洞爺湖サミット開催に
伴うレイクヒル・ファーム・セ
キュリティーチェックポイント設
置用敷地」賃貸借契約

平成20年6月27日
有限会社レイクヒル
ファーム

北海道虻田郡洞爺湖町花
和１２７

北海道洞爺湖サミットのセキュリティーチェックポイント
がレイクヒルファームに設置されることが決定されてお
り、他に競争を許さないため。

10,041,819 10,041,819 100.0% M 賃貸借 1-9
その他大
臣官房

263
「北海道洞爺湖サミット：国際メ
ディアセンター（ＩＭＣ）における
ＣＮＮ放送」受信契約

平成20年6月27日
株式会社日本ケーブル
テレビジョン

東京都渋谷区神宮前１－３
－１０

本件サービスの提供が可能な業者は、本契約の相手方
の他になく、他に競争を許さないため。

3,465,000 3,465,000 100.0% J
その他業務
委嘱

1-9
その他大
臣官房

264
「北海道洞爺湖サミット国際メ
ディアセンター（ＩＭＣ）における
ＢＢＣ放送」受信契約

平成20年6月27日
ＢＢＣワールドジャパン
株式会社

東京都港区赤坂４－９－１７
本件サービスの提供が可能な業者は、本契約の相手方
の他になく、他に競争を許さないため。

1,680,000 1,680,000 100.0% J
その他業務
委嘱

1-9
その他大
臣官房

件数： 264

契約金額： 10,780,756,521

契約種類：A通訳、B調査・研究、C招へい・賓客接遇、D事業実施・会議運営等、Eﾚｾﾌﾟｼｮﾝ・ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ、F保守・管理（機械/設備）、G工事・建築ｻｰﾋﾞｽ、Hｼｽﾃﾑ関係、I情報配信・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、Jその他業務委嘱、K物品製造、L物品購入、M賃貸借、N派遣職員

主管局課：大臣官房････1-1．総務課、1-2．人事課、1-3．通信課、1-4．会計課、1-5．在外公館課、1-6．儀典官室、1-7．報道官組織、1-8．広報文化交流部、1-9．その他大臣官房

　　　　　　　機能局････２．総合外交政策局、３．軍縮・科学部、４．経済局、５．国際協力局、６．国際法局、７．領事局、８．国際情報統括官、９．研修所

　　　　　　　地域局････10．アジア大洋州局、11．北米局、12．中南米局、13．欧州局、14．中東アフリカ局

注：予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第９９条第１号に該当する契約（国の行為を秘密にする必要があるもの）
　　及び同条第２号から第７号までに該当する契約（少額）は含まない。


