
別記様式１ 総括表

（期間　平成21年1月1日 ～3月31日）

・総契約件数 223 件

（内訳）

①　一般競争方式（政府調達に関する協定適用対象） 9 件

②　一般競争方式（①以外） 101 件

③　指名競争方式 9 件

④　企画競争に基づく随意契約方式 35 件

⑤　公募に基づく随意契約方式 3 件

⑥　その他の随意契約方式 66 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



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21年1月1日 ～3月31日）

1
「在外公館用モバイルパソコン」賃
貸借保守

平成21年1月16日
①センチュリー・リーシング・
システム株式会社
②富士通株式会社

①東京都港区浜松町２－４
－１
②東京都港区東新橋１－５
－２

1 191,923,265 140,605,644 73.2% M 賃貸借 1-3 通信課 政府調達

2 「サーバ機器等一式」賃貸借保守 平成21年2月6日
センチュリー・リーシング・シ
ステム株式会社

東京都港区浜松町２－４－
１

1 26,705,324 24,261,299 90.8% M 賃貸借 1-3 通信課 政府調達

3
「新型インフルエンザ対策衛生素
材」購入

平成21年2月10日 株式会社ノルメカエイシア
東京都台東区浅草橋３－１
９－３

2 108,077,172 86,163,767 79.7% L
物品購
入

1-9
その他大
臣官房

政府調達

4
「インマルサットＢＧＡＮ型通信装
置」購入

平成21年2月11日 ＫＤＤＩ株式会社
東京都新宿区西新宿２－３
－２

2 52,820,768 38,001,600 73.1% L
物品購
入

1-3 通信課 政府調達

5
「パーソナルコンピュータ６５台」賃
貸借保守

平成21年2月13日
①リコーリース株式会社
②株式会社リコー

①東京都中央区銀座７－１
６－３
②大田区西馬込１－３－６

2 16,227,267 14,619,068 90.1% M 賃貸借 7 領事局
政府調達

国債　H21/3/1－H25/1/31

6 「ソフトウェア等」賃貸借保守 平成21年2月19日
センチュリー・リーシング・シ
ステム株式会社

東京都港区浜松町２－４－
１

1 13,497,873 12,106,920 89.6% M 賃貸借 1-3 通信課 政府調達

7
「査証事務支援システム機器一式」
賃貸借保守

平成21年2月27日
①東芝ファイナンス株式会
社
②株式会社東芝

①東京都中央区銀座５－２
－１
②東京都港区芝浦１－１－
１

1 172,769,100 169,288,126 97.9% M 賃貸借 7 領事局 政府調達

8 「プリンター」賃貸借保守 平成21年3月9日
①芙蓉総合リース株式会社
②沖電気工業株式会社

①東京都千代田区三崎町３
－３－２３
②東京都港区芝浦４－１０
－１６

4 143,621,679 44,632,642 31.0% M 賃貸借 1-3 通信課 政府調達

9 「危機管理システム」賃貸借 平成21年3月31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

2 58,820,028 51,282,000 87.2% M 賃貸借 1-1 総務課 政府調達

件数： 9 件

契約金額： 580,961,066 円

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

備　　考

(契約種類)
№ 件　名 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

(主管局課)
予定価格 契約金額 落札率



別記様式２　(契約一覧）

②　一般競争方式（①以外） （期間　平成21年1月1日 ～3月31日）

1
「北海道洞爺湖Ｇ８サミット」アウト
リーチ参加国招聘業務委嘱

平成21年1月7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

2 8,232,444 7,333,270 89.1% C
招へい･賓客
接遇

12 中南米局

2 事務用椅子購入及び回収業務委嘱 平成21年1月9日 株式会社 フォーサイト
東京都中央区八丁堀４－１
０－８

2 14,756,805 14,663,250 99.4% L 物品購入 1-4 会計課

3
液晶テレビ・テレビ台の購入・設置及
び廃棄業務委嘱

平成21年1月9日
東芝エルイーソリューション
株式会社

東京都北区田端１－２４－２
２

9 7,684,108 6,046,320 78.7% L 物品購入 1-4 会計課

4
「南東欧地域防災ワークショップ」開
催業務委嘱

平成21年1月9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

6 4,293,740 3,352,702 78.1% D
事業実施･
会議運営等

13 欧州局

5
「ＧＵＡＭ諸国実務者招聘」開催業務
委嘱

平成21年1月9日
株式会社エモック・エンター
プライズ

東京都港区西新橋１－１９
－３

7 4,770,612 3,247,370 68.1% C
招へい･賓客
接遇

13 欧州局

6 「事務用什器類一式」購入 平成21年1月9日 株式会社 フォーサイト
東京都中央区八丁堀４－１
０－８

2 2,991,538 2,927,694 97.9% L 物品購入 1-4 会計課

7
「ＡＢＳ遵守専門家会合」開催及び接
遇業務委嘱

平成21年1月13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 6,799,853 5,483,028 80.6% D
事業実施･
会議運営等

5 国際協力局

8 電源設備工事用部材製造業務委嘱 平成21年1月13日 株式会社デンオウ
神奈川県相模原市南台５－
２－１

2 10,714,021 4,515,000 42.1% K 物品製造 1-3 通信課

9
「管理者評価システム」ハードウェア
購入

平成21年1月13日 富士テレコム株式会社
東京都板橋区板橋１－５３
－２

2 4,518,786 3,433,059 76.0% L 物品購入 1-2 人事課

10
「難民の第3国定住に関するシンポ
ジウム」開催業務委嘱

平成21年1月13日
株式会社ダブリュファイブ・ス
タッフサービス

愛知県名古屋市名駅５－４
－１４

4 2,500,326 1,554,000 62.1% D
事業実施･
会議運営等

2
総合外交政
策局

11
「文書作成編集システム」賃貸借保
守

平成21年1月13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

3 4,208,248 3,183,390 75.6% M 賃貸借 1-1 総務課

12
「大臣官房総務課業務補助職員」派
遣契約

平成21年1月13日 株式会社ＡＡＡ
東京都町田市原町田６－１
８－１３

4 @3255 @1234 37.9% N 派遣職員 1-1 総務課

№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称
(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
備　　考

(契約種類)



別記様式２　(契約一覧）

②　一般競争方式（①以外） （期間　平成21年1月1日 ～3月31日）

№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称
(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
備　　考

(契約種類)

13
「外国人問題に関する国際シンポジ
ウム」開催業務委嘱

平成21年1月14日 株式会社コングレ 東京都千代田区麹町５－１ 4 6,266,942 4,178,760 66.7% D
事業実施･
会議運営等

7 領事局

14
「在日米軍オリエンテーション」開催
業務委嘱

平成21年1月14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 2,391,260 1,575,000 65.9% D
事業実施･
会議運営等

11 北米局

15 「外交青書」作成業務委嘱 平成21年1月15日 社団法人時事画報社
東京都港区赤坂７－１０－１
７

2 7,899,150 5,775,000 73.1% K 物品製造 2
総合外交政
策局

16
「日本・アラブ女性交流事業」運営業
務委嘱

平成21年1月15日
株式会社 レオズ・インターナ
ショナル

東京都千代田区丸の内１－
１－３

4 3,144,229 2,669,861 84.9% D
事業実施･
会議運営等

14
中東アフリ
カ局

17
「パソコンマスターインストール作業
等」業務委嘱

平成21年1月15日 株式会社リヴァージュ 東京都千代田区麹町５－１ 5 11,856,836 1,911,000 16.1% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

18
「日本ロシアセンター経理業務状況
等調査」業務委嘱

平成21年1月19日
共同企業体代表者監査法人
トーマツ

東京都千代田区丸の内１－
１１－１

1 4,881,060 4,727,698 96.9% J
その他業務
委嘱

13 欧州局

19 「日米草の根交流計画」業務委嘱 平成21年1月19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

3 4,188,317 3,035,686 72.5% D
事業実施･
会議運営等

11 北米局

20 「無停電電源装置用バッテリー」購入 平成21年1月20日 株式会社リコー
東京都大田区中馬込１－３
－６

9 16,727,728 13,419,418 80.2% L 物品購入 1-3 通信課

21
「戦後外交記録マイクロフィルム作
成」等業務委嘱

平成21年1月20日 株式会社 ニチマイ
東京都文京区本郷１－１０
－９

3 13,182,363 11,538,450 87.5% J
その他業務
委嘱

1-1 総務課

22 裁断機の購入 平成21年1月20日 文祥堂商事株式会社
東京都中央区銀座３－４－
１２

2 3,272,115 2,588,250 79.1% L 物品購入 1-9
その他大臣
官房

23
「『中央アジア＋日本』会議」運営業
務委嘱

平成21年1月20日 イディオリンク株式会社 東京都港区虎ノ門２－６－４ 1 1,435,214 1,427,904 99.5% D
事業実施･
会議運営等

13 欧州局

24 「ロシア公務員養成講座」開催業務 平成21年1月21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

1 7,923,795 7,902,151 99.7% D
事業実施･
会議運営等

13 欧州局



別記様式２　(契約一覧）

②　一般競争方式（①以外） （期間　平成21年1月1日 ～3月31日）

№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称
(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
備　　考

(契約種類)

25
「海外安全対策関係者招聘」業務委
嘱

平成21年1月21日
株式会社 国際ビジネスサ
ポート

千葉県松戸市松戸１２３９ 2 2,093,361 1,878,612 89.7% D
事業実施･
会議運営等

7 領事局

26 「ＰＦＩ導入検討調査」業務委嘱 平成21年1月22日 財団法人日本経済研究所
東京都千代田区神田駿河台
３－３－４

3 19,543,958 15,696,100 80.3% B 調査・研究 1-5 在外公館課

27
「対アフリカ人道支援国際セミナー」
開催業務委嘱

平成21年1月22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 4 17,768,793 15,657,374 88.1% D
事業実施･
会議運営等

5 国際協力局

28
「ダボス会議出席に伴う同時通訳」
業務委嘱

平成21年1月23日 株式会社 コングレ 東京都千代田区麹町５－１ 4 2,920,000 1,940,000 66.4% A 通訳 4 経済局

29
「インターネット接続及び広域イーサ
ネット網サービス」業務委嘱

平成21年1月23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

3 8,972,293 1,496,296 15.9% J
その他業務
委嘱

1-3 通信課

30
「『各種申請システム』用データベー
スサーバ」賃貸借保守

平成21年1月23日
①ＮＥＣキャピタルソリュー
ション株式会社
②日本電気株式会社

①東京都港区芝５－２９－１
１
②東京都港区芝５－７－１

1 327,315 269,075 67.7% M 賃貸借 1-3 通信課

31 「ＥＰＡシンポジウム」開催業務委嘱 平成21年1月26日 イディオリンク株式会社
東京都東京都千代田区永田
町１－１１－２８

4 3,937,197 3,871,785 98.3% D
事業実施･
会議運営等

4 経済局

32 「マグネット付きＯＡタップ」購入 平成21年1月29日 富士テレコム株式会社
東京都板橋区板橋１－５３
－２

12 8,675,100 2,410,800 27.8% L 物品購入 1-3 通信課

33 「研修所専用パソコン」購入 平成21年1月29日 株式会社イワナシ
東京都新宿区北山伏町２－
２

6 2,761,489 2,200,800 79.7% L 物品購入 9 研修所

34
「文書作成編集システム用複合機」
賃貸借保守

平成21年2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 1 7,449,718 4,126,493 55.4% M 賃貸借 1-1 総務課

35 「中東若手外交官招聘」業務委嘱 平成21年2月3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

2 3,187,387 2,763,854 86.7% C
招へい･賓客
接遇

14
中東アフリ
カ局

36
「外務省ＩＣ旅券用認証局の準拠性
監査」業務委嘱

平成21年2月3日 情報システム監査株式会社
大阪府大阪市城東区鴫野西
３－４－３

4 6,024,917 1,100,400 18.3% B 調査・研究 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21年1月1日 ～3月31日）

№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称
(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
備　　考

(契約種類)

37 「外務省関係法令集」製作業務委嘱 平成21年2月4日 有限会社つくる企画
東京都千代田区飯田橋２－
８－９

2 8,481,155 8,232,000 97.1% K 物品製造 1-1 総務課

38
「大臣官房在外公館課業務補助職
員」派遣契約

平成21年2月5日 株式会社ＡＡＡ
東京都町田市原町田６－１
８－１３

13 @2,940 @1,533 52.1% N 派遣職員 1-5 在外公館課

39 「サハリン招聘」業務委嘱 平成21年2月5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 2,491,544 2,184,490 87.7% C
招へい･賓客
接遇

13 欧州局

40
「北海道洞爺湖サミット」アウトリーチ
参加国招聘業務委嘱

平成21年2月6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

2 9,765,855 8,233,532 84.3% C
招へい･賓客
接遇

12 中南米局

41 「ネットワーク機器一式」購入 平成21年2月9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

2 6,304,424 2,089,500 33.1% L 物品購入 1-3 通信課

42
「ＵＳＢ対応外付フロッピーディスクド
ライブ」購入

平成21年2月9日 広友サービス株式会社 東京都港区赤坂１－４－１７ 8 2,948,400 1,150,800 39.0% L 物品購入 1-3 通信課

43
「政府開発援助国別データブック２０
０８年版」発送業務委嘱

平成21年2月9日 株式会社オリエンタル物流
東京都足立区青井３－５－
２６

3 1,054,200 935,691 88.8% J
その他業務
委嘱

5 国際協力局

44 「配線工事材料一式」購入 平成21年2月10日 国際電子株式会社
東京都中央区新川２－２０
－５

1 12,883,195 7,875,000 61.1% L 物品購入 1-3 通信課

45
「在米日系人リーダー招聘」業務委
嘱

平成21年2月10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

3 6,014,922 5,027,421 83.6% C
招へい･賓客
接遇

11 北米局

46
「日中米『対話と協力』フォーラム会
合」招聘業務委嘱

平成21年2月10日 イディオリンク株式会社 東京都港区虎ノ門２－６－４ 4 3,042,039 2,544,429 83.6% C
招へい･賓客
接遇

12 中南米局

47
「電子メール及び電子掲示板データ
移行に係るハードウェア」購入

平成21年2月10日
アイテック阪急阪神株式会
社

大阪府大阪市福島区海老江
１－１－３１

3 3,726,920 2,079,000 55.8% L 物品購入 1-3 通信課

48
「在外公館事務所整備等事業に係る
財務モニタリング」協力業務委嘱

平成21年2月13日 財団法人日本経済研究所
東京都千代田区神田駿河台
３－３－４

1 2,594,088 1,942,500 74.9% B 調査・研究 1-5 在外公館課



別記様式２　(契約一覧）

②　一般競争方式（①以外） （期間　平成21年1月1日 ～3月31日）

№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称
(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
備　　考

(契約種類)

49
「オホーツク生態系保全・日露協力シ
ンポジウム」開催業務委嘱

平成21年2月17日
株式会社ジー・エデュケー
ション

愛知県名古屋市北区黒川本
通５－１２－３

3 17,628,035 10,872,333 61.7% D
事業実施･
会議運営等

13 欧州局

50
「国際シンポジウム『食料安全保障
を考える：グローバル･パートナー
シップの構築に向けて』」業務委嘱

平成21年2月17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

3 14,803,129 8,800,628 59.5% D
事業実施･
会議運営等

4 経済局

51

「テロ防止関連条約及び国際組織犯
罪防止関連条約に関する法整備
キャパシティ・ビルディングセミナー」
開催業務委嘱

平成21年2月17日 株式会社ザ・コンベンション
東京都港区南青山２－６－
１２

4 5,906,890 4,850,220 82.1% D
事業実施･
会議運営等

2
総合外交政
策局

52
「『われらの北方領土２００８年版』印
刷・製本」業務委嘱

平成21年2月17日 河田印刷株式会社
熊本県熊本市近見８－５－
１０５

12 2,962,472 2,203,635 74.4% K 物品製造 13 欧州局

53
省内倉庫等の清掃及び整理業務委
嘱

平成21年2月17日 株式会社ともゑ
茨城県つくば市天久保１－８
－７

5 1,786,050 1,785,000 99.9% J
その他業務
委嘱

1-1 総務課

54
「『日米硫黄戦没者合同慰霊追悼顕
彰式』出席に係る航空機チャーター
便」提供業務委嘱

平成21年2月18日
株式会社日本航空インター
ナショナル

東京都港区浜松町２－４－
１

1 15,750,000 14,700,000 93.3% J
その他業務
委嘱

11 北米局

55
「広報冊子及び広報リーフレット印
刷・製本及び発送」業務委嘱

平成21年2月18日 ダイゴー株式会社
大阪府大阪市西区本田４－
７－１３

4 9,242,047 7,484,400 81.0% K 物品製造 7 領事局

56
「衛星携帯電話機及び関連部品等」
購入

平成21年2月19日 株式会社日本デジコム
東京都中央区日本橋兜町１
５－１１

2 6,544,766 4,695,075 71.7% L 物品購入 7 領事局

57
「地域別・国別ＯＤＡ供与目標額シス
テム」改修業務委嘱

平成21年2月19日 小野商事株式会社
東京都練馬区貫井２－３２
－１３

2 1,209,600 882,000 72.9% H ｼｽﾃﾑ関係 5 国際協力局

58
「査証事務支援システム専用バー
コードラベル」購入

平成21年2月20日 野崎印刷紙業株式会社
京都府京都市北区小山下総
町５４－５

1 10,321,500 8,137,500 78.8% L 物品購入 7 領事局

59
「鯨類の持続可能な利用に関するセ
ミナー」開催業務委嘱

平成21年2月20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

2 4,539,330 2,766,948 61.0% D
事業実施･
会議運営等

4 経済局

60 特殊撮影等一式 平成21年2月20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

2 2,549,400 1,470,000 57.7% 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21年1月1日 ～3月31日）
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61
「アフリカ開発会議（TICADⅣ）フォ
ローアップ・シンポジウム」開催業務
委嘱

平成21年2月26日
日本コンベンションサービス
株式会社

東京都千代田区霞ヶ関１－
４－２

5 16,166,650 13,217,811 81.8% D
事業実施･
会議運営等

14
中東アフリ
カ局

62
「在外公館医務官室用医療機器」購
入

平成21年2月26日 有限会社ユアーズメディカル
千葉県君津市人見２－１６
－１５

2 13,245,120 10,080,000 76.1% L 物品購入 1-9
その他大臣
官房

63
「太平洋・島サミット準備会合」開催
業務委嘱

平成21年2月26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

8 17,035,617 9,171,111 53.8% D
事業実施･
会議運営等

10
アジア大洋
州局

64
ウィルス対策ソフトウエアのメンテナ
ンス更新及びライセンス追加一式

平成21年2月26日
エフ・ジェイ・ビー・サプライ株
式会社

東京都千代田区神田練塀町
３

2 2,294,417 1,883,416 82.1% L 物品購入 1-3 通信課

65
「在加日系人招へいプログラム」開
催業務委嘱

平成21年3月2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

3 3,340,976 2,620,280 78.4% C
招へい･賓客
接遇

11 北米局

66
「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21年3月2日 株式会社ザ・コンベンション
東京都港区北青山２－７－
９

2 1,687,449 1,494,564 88.6% J
その他業務
委嘱

13 欧州局

67
「戦略的招聘事業（湾岸６カ国報道
関係者招聘）」業務委嘱

平成21年3月3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 9,144,334 6,303,887 68.9% C
招へい･賓客
接遇

1-7 報道官組織

68
「戦略的招聘事業（欧州・中央アジア
報道関係者招聘）」業務委嘱

平成21年3月3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 5,018,542 3,500,100 69.7% C
招へい･賓客
接遇

1-7 報道官組織

69
「アジア太平洋経済研究メカニズム
移管会議招聘」業務委嘱

平成21年3月3日
株式会社エモック・エンター
プライズ

東京都港区西新橋１－１９
－３

3 1,219,526 730,329 59.9% C
招へい･賓客
接遇

4 経済局

70 「非常用緊急備蓄品」の購入 平成21年3月5日 株式会社イワナシ
東京都新宿区北山伏町２－
２

1 10,645,882 10,528,875 98.9% L 物品購入 1-1 総務課

71
「人間の安全保障シンポジウム」開
催業務委嘱

平成21年3月5日 株式会社インターグループ
大阪府大阪市北区豊崎３－
２０－１

2 1,188,330 958,281 80.6% D
事業実施･
会議運営等

5 国際協力局

72 「事務用椅子」の購入 平成21年3月6日 株式会社フォーサイト
東京都中央区八丁堀４－１
０－８

3 5,027,282 5,006,641 99.6% L 物品購入 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21年1月1日 ～3月31日）
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73
「平和構築に関する国際セミナー」開
催業務委嘱

平成21年3月9日
株式会社ジー・エデュケー
ション

愛知県名古屋市北区黒川本
通５－１２－３

3 4,090,741 3,108,454 76.0% D
事業実施･
会議運営等

2
総合外交政
策局

74
リビア改革努力支援プログラム（リビ
ア外務省アジア担当書記招へい）」
運営業務委嘱

平成21年3月9日
株式会社国際ビジネスサ
ポート

千葉県松戸市松戸１２３９ 3 2,388,551 2,004,388 83.9% C
招へい･賓客
接遇

14
中東アフリ
カ局

75
「軍縮・不拡散専門家ワークショップ」
開催業務委嘱

平成21年3月9日
株式会社レオズ・インターナ
ショナル

東京都千代田区丸の内１－
１－３

3 1,120,570 837,699 74.7% D
事業実施･
会議運営等

1-9
その他大臣
官房

76 「書庫キャビネ」の購入 平成21年3月10日 株式会社フォーサイト
東京都中央区八丁堀４－１
０－８

3 2,319,885 2,273,932 98.0% L 物品購入 10
アジア大洋
州局

77
「リビア改革努力支援プログラム」運
営業務委嘱

平成21年3月11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－
５

2 1,468,423 1,447,620 98.6% D
事業実施･
会議運営等

14
中東アフリ
カ局

78
「エネルギー関連ワークショップ招
聘」業務委嘱

平成21年3月12日
株式会社ジー・エデュケー
ション

愛知県名古屋市北区黒川本
通５－１２－３

1 2,093,734 1,590,990 76.0% C
招へい･賓客
接遇

4 経済局

79
「省内ＬＡＮホームページサーバ移行
用機器」の購入・保守

平成21年3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

1 5,777,686 4,200,000 72.7% L 物品購入 1-3 通信課

80 「ファイル及び書棚」清掃業務委嘱 平成21年3月13日 株式会社フミテック 東京都港区芝浦２－１３－６ 1 2,504,250 2,352,000 93.9% J
その他業務
委嘱

1-1 総務課

81 「事務用什器他一式」の購入 平成21年3月16日 株式会社フォーサイト
東京都中央区八丁堀４－１
０－８

3 16,980,671 16,922,325 99.7% L 物品購入 1-1 総務課

82 「応接セット他一式」の購入 平成21年3月16日 伊藤商事株式会社
茨城県小山市大字羽川４８
６番地２

3 13,777,764 13,253,100 96.2% L 物品購入 1-1 総務課

83
「オペレーションルーム什器類他一
式」の購入

平成21年3月16日 株式会社イワナシ
東京都新宿区北山伏町２－
２

3 5,130,679 4,861,500 94.8% L 物品購入 1-1 総務課

84
「大量発給公館用サーバ機器一式」
賃貸借保守

平成21年3月17日
①東芝ファイナンス株式会
社
②株式会社東芝

①東京都中央区銀座５－２
－１
②東京都港区芝浦１－１－
１

1 171,343,267 133,358,398 77.8% M 賃貸借 7 領事局
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85 「パソコン用サプライ品」の購入 平成21年3月17日 ＦＪＢサプライ株式会社
東京都千代田区神田練塀町
３

2 7,480,157 5,484,255 73.3% L 物品購入 1-3 通信課

86 「研修用録画機器」の購入 平成21年3月17日 三友株式会社
東京都渋谷区神南１－８－
１１

6 3,689,700 2,637,180 71.5% L 物品購入 9 研修所

87
「鼻咽喉用内視鏡ＴＶシステム」の購
入

平成21年3月18日 株式会社 クラヤ三星堂
東京都江東区佐賀２－８－
２０

1 1,655,655 1,554,000 93.9% L 物品購入 1-9
その他大臣
官房

88 「ネットワーク関連機器一式」の購入 平成21年3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

1 8,429,120 7,875,000 93.4% L 物品購入 1-3 通信課

89 「査証用サーバ機器一式」の購入 平成21年3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

2 15,324,225 4,129,650 26.9% L 物品購入 7 領事局

90
「元島民による北方領土を語る会」
開催業務委嘱

平成21年3月19日
株式会社ジー・エデュケー
ション

愛知県名古屋市北区黒川本
通５－１２－３

4 3,418,130 2,868,254 83.9% D
事業実施･
会議運営等

13 欧州局

91
「ミクロネシア外務省外務次官招聘」
業務委嘱

平成21年3月19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

3 1,233,100 885,496 71.8% C
招へい･賓客
接遇

3
軍縮・科学
部

92 「テレビ会議システム」の購入 平成21年3月24日
共信コミュニケーションズ株
式会社

東京都品川区北品川５－９
－１１

2 13,226,098 3,879,000 29.3% L 物品購入 1-1 総務課

93
「ＬＴＯテープ及びＤＡＴテープ一式」
の購入

平成21年3月24日 株式会社磁気研究所
東京都千代田区神田佐久間
１－１７

5 5,813,062 2,797,200 48.1% L 物品購入 1-3 通信課

94 「複写機・複合機」の購入 平成21年3月27日 株式会社リコー
東京都大田区中馬込１－３
－６

5 26,086,505 5,882,184 22.5% L 物品購入 1-4 会計課

95 「複写機・複合機」の購入 平成21年3月27日 株式会社リコー
東京都大田区中馬込１－３
－６

5 3,274,225 827,883 25.3% L 物品購入 1-4 会計課

96
情報セキュリティ関係規定準拠性監
査業務一式

平成21年3月17日 株式会社リコー
東京都大田区中馬込１－３
－６

11 1,855,875 396,900 21.3% 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21年1月1日 ～3月31日）

№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称
(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
備　　考

(契約種類)

97 「地図・海図データ」の購入 平成21年3月5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

1 14,938,899 14,700,000 98.4% L 物品購入 8
国際情報統
括官

98 庁舎内食堂他電気配線改修工事 平成21年1月20日 栄光電気株式会社 東京都港区虎ノ門５－８－４ 1 8,108,449 7,140,000 88.1% G
工事･建築
ｻｰﾋﾞｽ

1-4 会計課

99 庁舎執務室電源増設工事 平成21年1月29日 株式会社ケントク
東京都千代田区内幸町１－
２－１

3 9,309,584 8,925,000 91.3% G
工事･建築
ｻｰﾋﾞｽ

1-4 会計課

100 新庁舎受変電設備改修工事 平成21年1月30日 株式会社トーエネック
東京都豊島区巣鴨１－３－
１１

2 42,419,330 19,320,000 45.5% G
工事･建築
ｻｰﾋﾞｽ

1-4 会計課

101 中央庁舎７Ｆロビー改修工事 平成21年2月20日 大井建設株式会社
東京都世田谷区奥沢１－４
３－９

3 30,282,822 23,026,500 76.0% G
工事･建築
ｻｰﾋﾞｽ

1-4 会計課

件数： 101 件

契約金額： 644,876,155 円

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21年1月1日 ～3月31日）

1
「中東アフリカ地域合同大使会議」等
開催業務委嘱

平成21年1月8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 3 3,354,960 3,228,960 96.2% J

その他業
務委嘱

14
中東アフリ
カ局

2
「中南米大使会議に伴う外務大臣主
催レセプション」開催業務委嘱

平成21年1月27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 2,234,400 2,045,400 91.5% E

レセプショ
ン･ケータリ
ング

12 中南米局

3
国際テロ対策協議室が主催する国
際会議開催業務委嘱

平成21年2月3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 7 2,997,768 2,456,089 81.9% D

事業実施･
会議運営
等

2
総合外交政
策局

4
「欧州地域大使会議開催に伴う外務
大臣主催レセプション」開催業務委
嘱

平成21年2月20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 3 2,497,950 2,214,450 88.7% E

レセプショ
ン･ケータリ
ング

13 欧州局

5
外務本省改修工事に伴う梱包業務
一式

平成21年2月25日 長島梱包株式会社
東京都渋谷区恵比寿１－２２
－２１ 5 2,115,382 724,479 34.2% J

その他業
務委嘱

1-9
その他大臣
官房

6
「外務副大臣主催意見交換会」開催
業務委嘱

平成21年2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蠣殻町
２－１－１ 2 1,579,104 1,535,226 97.2% D

事業実施･
会議運営
等

14
中東アフリ
カ局

7
「人間の安全保障シンポジウム」開
催業務委嘱

平成21年3月10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 1,255,800 1,008,000 80.3% D

事業実施･
会議運営
等

5 国際協力局

8
「アジア大洋州地域大使会議に伴う
外務大臣主催レセプション」開催業
務委嘱

平成21年3月23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 2,289,000 2,226,000 97.2% E

レセプショ
ン･ケータリ
ング

10
アジア大洋
州局

9 新庁舎電源設備工事 平成21年2月5日 富士通株式会社 東京都港区東新橋１－５－２ 2 5,224,663 2,625,000 50.2% G
工事･建築
ｻｰﾋﾞｽ

1-3 通信課

件数： 9 件

契約金額： 18,063,604 円

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

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№ 件　名 落札率
備　　考

(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21年1月1日 ～3月31日）

1
「広域経済連携経済効果調
査」業務委嘱

平成21年1月5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 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 12,493,950 96.1% B 調査・研究 4 経済局 3

2
「国連活動評価調査」業務
委嘱

平成21年1月6日 特定個人 特定個人住所
企画競争の結果、同社が 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）

2,939,000 2,653,590 90.2% B 調査・研究 2
総合外交政
策局 1

3
「『途上国成長加速化のため
の官民連携のあり方』に関
する調査」業務委嘱

平成21年1月8日
株式会社野村総合研
究所

東京都千代田区丸の内
１－６－５

企画競争の結果、同社が 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）

8,550,000 8,500,000 99.4% B 調査・研究 5 国際協力局 7

4
「『日本・ドナウ交流年２００
９』パンフレット作成」業務委
嘱

平成21年1月14日
クリエイティヴ・アダック
株式会社

東京都渋谷区千駄ヶ谷３
－２７－２

企画競争の結果、同社が 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）

2,000,000 1,853,250 92.6% J
その他業務
委嘱

1-7 報道官組織 7

№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約金額
(契約種類)

備考２

応募者
数

落札率契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格
備　　考

(主管局課)

5
「『ともに未来へ、日本とメコ
ン』パンフレット作成」業務委
嘱

平成21年1月14日 株式会社文化工房
東京都港区六本木５－１
０－３１

企画競争の結果、同社が 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）

2,000,000 1,837,500 91.8% J
その他業務
委嘱

10
アジア大洋
州局 3

6
「在外公館向け規格食器」作
成契約

平成21年1月15日
株式会社ノリタケテーブ
ルウェア

愛知県名古屋市西区則
武新町３－１－３６

企画競争の結果、同社が 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）

5,472,000 2,546,208 46.5% K 物品製造 1-5 在外公館課 1

7
「『大洋州・島サミット』パンフ
レット作成」業務委嘱

平成21年1月15日
株式会社日進堂印刷
所

福島県福島市庄野字柿
場１－１

企画競争の結果、同社が 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）

2,000,000 1,640,100 82.0% J
その他業務
委嘱

1-7 報道官組織 6

8
「選挙制度案内用ＤＶＤ」等
製作業務委嘱

平成21年1月19日
株式会社東京アンド
エージェンシー

東京都港区六本木７－１
５－７

企画競争の結果、同社が 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）

24,000,000 17,850,000 74.3% J
その他業務
委嘱

7 領事局 18

9
「『ＡＰＥＣアジア大洋州経済
協力』パンフレット作成」業務
委嘱

平成21年1月20日
社団法人日本外交協
会

東京都港区麻布台３－１
－２

企画競争の結果、同社が 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）

2,000,000 1,649,182 82.4% J
その他業務
委嘱

1-7 報道官組織 4

10
「領事業務システム 適化
計画見直し」業務委嘱

平成21年1月29日
株式会社野村総合研
究所

東京都千代田区丸の内
１－６－５

企画競争の結果、同社が 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）

25,100,000 25,000,000 99.6% H ｼｽﾃﾑ関係 7 領事局 4

11
「中国及びアジア諸国プレス
対策強化事業」業務委嘱

平成21年1月30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、公示内容に見合う企画書の提出がな
かったため、唯一関心を示した同社に対し当方仕様を
満たす事業の実施を交渉した結果、右に応じたのは本
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）

9,260,000 8,563,465 92.4% J
その他業務
委嘱

1-7 報道官組織 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21年1月1日 ～3月31日）

№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約金額
(契約種類)

備考２

応募者
数

落札率契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格
備　　考

(主管局課)

12
「ＷＴＯドーバ・ラウンド交渉
妥結による経済的影響調
査」業務委嘱

平成21年1月30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 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 4,916,100 98.3% B 調査・研究 4 経済局 1

13
「中長期的な日米戦略関係
の展望調査」業務委嘱

平成21年1月30日
財団法人平和・安全保
障研究所

東京都港区赤坂１－８－
６

企画競争の結果、同社が 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）

2,250,000 2,233,956 99.2% B 調査・研究 2
総合外交政
策局 1

14
「革新的資金調達メカニズム
に関する概要調査」業務委
嘱

平成21年2月2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

企画競争の結果、同社が 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）

7,000,000 6,797,700 97.1% B 調査・研究 5 国際協力局 3

15
「中国経済の構造調整及び
発展方式の転換調査」業務
委嘱

平成21年2月2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

企画競争の結果、同社が 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）

2,508,000 2,051,635 81.8% B 調査・研究 8
国際情報統
括官 3

16
「平成２０年度ジャーナリスト
会議」開催業務委嘱

平成21年2月3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 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）

4,432,000 4,340,421 97.9% D
事業実施･会
議運営等

1-7 報道官組織 4

17
「日中共同作業による地球
環境問題に関する読本作
成」業務委嘱

平成21年2月5日 東京財団
東京都港区赤坂１－２－
２ 日本財団ビル３Ｆ

企画競争の結果、同社が 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）

3,200,000 2,066,723 64.5% K 物品製造 10
アジア大洋
州局 4

18
「世界のジャーナリストに関
する国内調査」業務委嘱

平成21年2月6日 共同ＰＲ株式会社
東京都中央区銀座７－２
－２２

企画競争の結果同社が 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
るため。（会計法第２９条の３第４項）

1,689,000 1,291,500 76.4% B 調査・研究 1-7 報道官組織 3

19
「平成２０年度ＯＤＡ評価
ワークショップ」開催業務委
嘱

平成21年2月9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

企画競争の結果、同社が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 4,585,350 91.7% D
事業実施･会
議運営等

5 国際協力局 1

20
『人間の安全保障基金プロ
ジェクト報告書の分析調査』
業務委嘱

平成21年2月13日
三菱UFJリサーチ＆コ
ンサルティング株式会
社

東京都港区港南２－１６
－４

企画競争の結果、同社が 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）

9,258,000 9,168,514 99.0% B 調査・研究 5 国際協力局 2

21
「北朝鮮要人による現地指
導に関する報道分析」業務
委嘱

平成21年2月13日 財団法人ラヂオプレス
東京都新宿区若松町３３
－８

企画競争の結果、同社が 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）

2,508,000 2,506,350 99.9% B 調査・研究 8
国際情報統
括官 2

22
「日中共同作業による地球
環境問題に関する読本作
成」業務委嘱

平成21年2月17日
立命館大学衣笠総合
研究機構（学校法人 立
命館）

京都府京都市北区等持
院北町５６－１

企画競争の結果、同社が 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）

3,200,000 2,727,318 85.2% K 物品製造 10
アジア大洋
州局 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21年1月1日 ～3月31日）

№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約金額
(契約種類)

備考２

応募者
数

落札率契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格
備　　考

(主管局課)

23
「日豪若手政治家交流プロ
グラム」開催業務委嘱

平成21年2月19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

企画競争の結果、同社が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）

9,210,000 9,208,984 99.9% D
事業実施･会
議運営等

10
アジア大洋
州局 1

24
「『戦略的互恵関係の構築に
向けて。日本と中国』パンフ
レット作成」業務委嘱

平成21年2月20日 株式会社オーエムシー 東京都新宿区四谷４－３
企画競争の結果、同社が 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）

1,896,000 1,890,000 99.6% K 物品製造 10
アジア大洋
州局 2

25
「対ロシア技術支援日本セン
ターＯＪＴ研修」業務委嘱

平成21年2月23日
財団法人国際看護交
流協会

東京都千代田区九段北
３－２－４

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

8,000,000 7,999,873 99.9% J
その他業務
委嘱

13 欧州局 3

26
「『日本インドネシア友好年』
報告書」作成業務委嘱

平成21年2月26日
株式会社日進堂印刷
所

福島県福島市庄野字柿
場１－１

企画競争の結果、同社が 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）

2,800,000 2,277,450 81.3% J
その他業務
委嘱

10
アジア大洋
州局 4

27
「観光誘致関連啓発品」の
購入

平成21年2月27日 株式会社フォーサイト
東京都中央区八丁堀４
－１０－８

企画競争の結果同社が 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）

2,993,364 2,851,779 95.2% L 物品購入 1-8
広報文化交
流部 9

28
「観光誘致関連啓発品」の
購入

平成21年2月27日 株式会社ダイナモ
東京都渋谷区神宮前３
－１８－６

企画競争の結果同社が 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）

2,690,183 2,690,183 100.0% L 物品購入 1-8
広報文化交
流部 9

29
「観光誘致関連啓発品」の
購入

平成21年2月27日
輪島漆器販売株式会
社

東京都中央区八丁堀４
－２－２

企画競争の結果同社が 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）

2,493,166 2,443,140 97.9% L 物品購入 1-8
広報文化交
流部 9

30
「北海道『赤レンガ庁舎』等
における北方領土問題啓発
発展事業」運営業務委嘱

平成21年3月2日 大丸藤井株式会社
北海道札幌市中央区南
一条西３－２

企画競争の結果同社が 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）

7,927,500 7,927,500 100.0% D
事業実施･会
議運営等

13 欧州局 12

31
「サーバ統合管理」コンサル
ティング業務委嘱

平成21年3月2日
アクセンチュア株式会
社

東京都港区赤坂１－１１
－４４

企画競争の結果同社が 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 4,935,000 98.7% J
その他業務
委嘱

1-3 通信課 2

32
「新しい日露関係・専門家対
話」開催業務委嘱

平成21年3月12日
特定非営利活動法人
ユーラシア２１研究所

東京都港区虎ノ門１－１
５－１６

企画競争の結果同社が 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）

2,728,000 2,726,020 99.9% D
事業実施･会
議運営等

13 欧州局 1

33
「ＦＥＡＬＡＣ外相会合のため
の委託調査」業務委嘱

平成21年3月13日
社団法人ラテン・アメリ
カ協会

東京都港区新橋１－１７
－１

企画競争の結果、同社が 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）

4,000,000 3,984,750 99.6% B 調査・研究 12 中南米局 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21年1月1日 ～3月31日）

№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約金額
(契約種類)

備考２

応募者
数

落札率契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格
備　　考

(主管局課)

34
「太平洋地域に対する日本
支援等の成果の評価」業務
委嘱

平成21年3月13日
太平洋諸島地域研究
所

東京都港区赤坂８－１０
－３２

企画競争の結果、同社が 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）

1,990,000 1,988,250 99.9% B 調査・研究 10
アジア大洋
州局 2

35
「日本紹介写真データ」製作
業務委嘱

平成21年3月25日 株式会社文化工房
東京都港区六本木５－１
０－３１

企画競争の結果、同社が 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）

2,830,000 2,814,000 99.4% K 物品製造 1-8
広報文化交
流部 2

件数： 35 件

契約金額： 181,009,741 円

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

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。

　　　　　　　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21年1月1日 ～3月31日）

1
「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21年3月2日 日本電気株式会社 東京都港区芝５－７－１
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）

20,340,297 19,851,096 97.5% H ｼｽﾃﾑ関係 7 領事局 政府調達

2
「管理者評価集計システム改修
設計作業」業務委嘱

平成21年3月5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

公募の結果を得て確実な業務の履行が可能である者が
１者のみと認められ、他に競争を許さないため。（会計法
第２９条の３第４項）

3,147,375 3,147,375 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 1-2 人事課

3
「ＰＥＯ国際専門家会合」運営業
務委嘱

平成21年3月12日
財団法人関西社会経
済研究所

大阪府大阪市北区中之島
6-2-27

公募の結果同社が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）

2,232,079 2,232,079 100.0% D
事業実施･
会議運営等

4 経済局

件数： 3 件

契約金額： 25,230,550 円

備　　考

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。

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)

№ 件　名 契約締結日
契約相手方の名

称

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）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成21年1月1日 ～3月31日）

1
「在外公館用ＦＭ放送無線
機」保守運用契約

平成21年1月5日 株式会社ケンウッド
神奈川県横浜市緑区
白山１－１６－２

完全注文受注生産のため、本契約先である製造メー
カーの技術者以外に各種無線機の保守部品を揃えるこ
とが事実上不可能なため、他に競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

24,415,540 24,415,540 100.0% F
保守・管理
（機械・設備）

7 領事局 政府調達

2
アイルランド首相一行接遇
（宿舎等契約）

平成21年1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 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）

1,561,450 1,561,450 100.0% C
招へい･賓客
接遇

13 欧州局

3 「ＭＲＶ査証シール」等購入 平成21年1月9日
独立行政法人国立印
刷局

東京都港区虎ノ門２－
２－４

偽造防止にかかる部分において特許権を有しており、
他に競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

37,467,510 37,467,510 100.0% L 物品購入 7 領事局

4
「メールマガジン配信システ

平成21年1月13日 日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－

現在稼働中のシステム入替に伴い、移設を同システム
の開発業者である契約の相手方に委嘱するものであ

6,048,840 6,048,840 100.0% H 7

予定価格
(主管局課)

№ 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 契約金額
備　　考

落札率
(契約種類)

4
「メールマガジン配信システ
ム」移行及び構築業務委嘱

平成21年1月13日 日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－
１

の開発業者である契約の相手方に委嘱するものであ
り、費用面及び通信に障害を及ぼすことなく安定運用を
確実に遂行しうる者は他になく競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

6,048,840 6,048,840 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 7 領事局

5
「国際法年報第５１巻」の購
入

平成21年1月14日 株式会社雄松堂書店
東京都新宿区三栄町２
９

当該品目の販売権を有している唯一の業者より購入す
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）

3,648,000 3,648,000 100.0% L 物品購入 6 国際法局

6
「パソコンマスタ作成」等業
務委嘱

平成21年1月14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ＬＡＮシステムのマスタ作成作業を同シス
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、費用面及び通信に障害を及ぼすことなく安定運用
を確実に遂行しうる者は他になく競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

3,100,650 3,100,650 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

7
「ＭＲＶ作成機用消耗品」購
入

平成21年1月15日 株式会社東芝
東京都港区芝浦１－１
－１

現在稼働中のシステム消耗品（本体機器との関係で純
正の消耗品の必要がある）を、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・費用面からも
他に競争を許さない。（２）また、ＭＲＶ作成機は株式会
社東芝が外務省向けに独自に開発した機器であり、専
用文字リボンセット、文字／画像リボン、オーバーコート
リボンとも、同社以外に製造しておらず、他に競争を許さ

23,905,253 23,892,750 99.9% L 物品購入 7 領事局 政府調達

8
「『管理者評価システム』
ハードウェア更新」業務委
嘱

平成21年1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

現在稼働中の管理者評価集計システムのハードウェア
置き換えに伴う更新作業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、費用面及び通
信に障害を及ぼすことなく安定運用を確実に遂行しうる
者は他になく競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

6,190,800 6,190,800 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 1-2 人事課

9
ラトビア共和国首相一行接
遇（宿舎等契約）

平成21年1月20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 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）

1,445,350 1,445,350 100.0% C
招へい･賓客
接遇

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21年1月1日 ～3月31日）

予定価格
(主管局課)

№ 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 契約金額
備　　考

落札率
(契約種類)

10
ブルガリア大統領一行接遇
（宿舎等契約）

平成21年1月21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 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）

4,430,325 4,430,325 100.0% C
招へい･賓客
接遇

13 欧州局

11 「女性尊厳事業」業務委嘱 平成21年1月21日
特定非常利活動法人Ｃ
ＣＳＥＡ朋

香川県丸亀市綾歌町
岡田西１３８９

本件調査は、道義的観点及び人権保護の観点から調
査の対象となる個人のプライバシーを守る必要があるこ
とから、調査対象となる個人情報を守りつつ本調査を実
施できるのは、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）

1,382,964 1,382,964 100.0% D
事業実施･会
議運営等

10
アジア大
洋州局

12
「ロシア議員一行招聘」業
務委嘱

平成21年1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

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 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）

6,412,142 5,643,185 88.0% C
招へい･賓客
接遇

13 欧州局

13
「『情報公開事務支援シス
テム』ソフトウェア改修」業
務委嘱

平成21年1月27日
株式会社ビービーシス
テム

大阪府大阪市中央区
城見２－１－６１

現在稼働中の情報公開事務支援システムの追加改善
作業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、費用面及び通信に障害を及ぼすこと
なく安定運用を確実に遂行しうる者は他になく競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４項）

5,407,500 5,407,500 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 1-9
その他大
臣官房

14
「新型インフルエンザ対策
用緊急医薬品（タミフル）」
の購入

平成21年1月29日 中外製薬株式会社
東京都中央区日本橋
室町２－１－１

今時調達で必要な２２万５千人分の行政備蓄用タミフル
を供給できるのは中外製薬のみであり、他に競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項）

670,903,642 562,305,034 83.8% L 物品購入 7 領事局
政府調達
他支出科目１

15
「新型インフルエンザ対策
用緊急医薬品（リレンザ）」
の購入

平成21年1月29日
グラクソ・スミスクライン
株式会社

東京都渋谷区千駄ヶ谷
４－６－１５

今時調達で必要な３万３，８８６人分の行政備蓄用リレン
ザを供給できるのはグラクソ・スミスクライン（株）のみで
あり、他に競争を許さないため。（会計法第２９条の３第
４項）

108,033,650 93,220,386 86.2% L 物品購入 7 領事局
政府調達
他支出科目１

16
「『外務省電子申請受付シ
ステム』統合Ｗｅｂ環境への
構築」業務委嘱

平成21年1月29日 日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－
１

稼働予定のシステムの構築作業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、費用面
及び通信に障害を及ぼすことなく安定運用を確実に遂
行しうる者は他になく競争を許さないため。（会計法第２
９条の３第４項）

3,386,250 3,378,375 99.7% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

17
「旅券発給管理バックアップ
システム一式」賃貸借保守

平成21年2月1日
①センチュリー・リーシ
ング・システム株式会
社　②富士通株式会社

①東京都港区浜松町２
－４－１
②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）

5,430,032 5,430,032 100.0% 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21年1月1日 ～3月31日）

予定価格
(主管局課)

№ 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 契約金額
備　　考

落札率
(契約種類)

18
「南西アジア民主化支援招
聘」業務委嘱

平成21年2月2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）

3,353,117 3,353,117 100.0% C
招へい･賓客
接遇

10
アジア大
洋州局

19
「領事関連データ管理シス
テムに係る改修・開発」業
務委嘱

平成21年2月4日 富士通株式会社
東京都港区東新橋１－
５－２

現在稼働中の領事関連データ管理システムの改修作業
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、費用面及び通信に障害を及ぼすことなく
安定運用を確実に遂行しうる者は他になく競争を許さな
いため。（会計法第２９条の３第４項）

6,936,300 6,936,300 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 7 領事局

20
「旅券発給管理システムの
改修」業務委嘱

平成21年2月4日 富士通株式会社
東京都港区東新橋１－
５－２

現在稼働中の旅費発給管理システムの改修作業を同
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、費用面及び通信に障害を及ぼすことなく安定
運用を確実に遂行しうる者は他になく、他に競争を許さ
ないため。（会計法第２９条の３第４項）

2,493,855 2,493,855 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 7 領事局

21 「ＭＲＶ作成機消耗品」購入 平成21年2月9日 株式会社東芝
東京都港区芝浦１－１
－１

本件消耗品の製作が可能な業者は、当該機器の製造
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。（会計法第２９条の３第４項）

6,249,679 6,244,875 99.9% L 物品購入 7 領事局

22
ＭＲＶ査証シールの製造契
約

平成21年2月9日
独立行政法人国立印
刷局

東京都港区虎ノ門２－
２－４

契約の性質又は目的から特定の者でなければ納入ま
たは履行できないため。及び国の秘密。（会計法第２９
条の３第４項）

54,445,000 54,445,000 100.0% K 物品製造 7 領事局

23
「拉致問題対策関連経費に
よる招聘」業務委嘱

平成21年2月9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

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 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）

2,603,634 2,332,011 89.5% C
招へい･賓客
接遇

10
アジア大
洋州局

24
総理の外国訪問に伴う
チャーター機借上

平成21年2月10日 全日本空輸株式会社
東京都港区東新橋１ー
５－２

業務実施直前まで案件が秘匿され、また、業務実施ま
でに相当期間を要する案件であったため、緊急に履行
能力を有する複数社に契約の可能性を打診した結果、
業務実施可能であったのは本契約の相手方のみであ
り、他に競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

12,500,000 12,500,000 100.0% J
その他業務委
嘱

1-6 儀典官室

25
ＯＤＡ広報に関するテレビ
番組衛星放送業務委嘱

平成21年2月10日 株式会社博報堂
東京都港区芝浦３－４
－１

平成２０年度ＯＤＡ広報テレビ番組の著作権を有する株
式会社テレビ東京は、同番組の衛星放送のための制作
を本契約先にのみ許可しており、他に競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

8,925,000 8,925,000 100.0% J
その他業務委
嘱

5
国際協力
局

26
「旅券発給管理システム通
信方式変更」業務委嘱

平成21年2月10日 富士通株式会社
東京都港区東新橋１－
５－２

現在稼働中の旅券発給管理システムの通信方式変更
作業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、費用面及び通信に障害を及ぼすこと
なく安定運用を確実に遂行しうる者は他になく、他に競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

5,516,910 5,516,910 100.0% 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21年1月1日 ～3月31日）

予定価格
(主管局課)

№ 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 契約金額
備　　考

落札率
(契約種類)

27

「ホストコンピュータシステ
ム運用管理サーバの新
サーバ移行に伴う作業」業
務委嘱

平成21年2月10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移行作業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、費用
面及び通信に障害を及ぼすことなく安定運用を確実に
遂行しうる者は他になく、他に競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

3,363,938 3,363,938 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

28
「ウイルス対策バージョン
アップ」業務委嘱

平成21年2月10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ＬＡＮシステムのセキュリティ強化対策を
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、費用面及び通信に障害を及ぼすことなく安
定運用を確実に遂行しうる者は他になく、他に競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４項）

2,800,875 2,800,875 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

29
「査証ＷＡＮ接続検証作業」
業務委嘱

平成21年2月10日 沖電気工業株式会社
東京都港区芝浦４－１
０－１６

現在稼働中のシステムの検証作業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、費用
面及び通信に障害を及ぼすことなく安定運用を確実に
遂行しうる者は他になく、他に競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

1,747,200 1,747,200 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 7 領事局

30
「旅券発給管理システムの
改修」業務委嘱

平成21年2月12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追加構築作業を同システムの
開発業者である契約の相手方に委嘱するものであり、
費用面及び通信に障害を及ぼすことなく安定運用を確
実に遂行しうる者は他になく、他に競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

9,080,820 9,080,820 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 7 領事局

31
「ＯＤＡ評価ワークショップに
係る航空券手配」業務委嘱

平成21年2月12日 株式会社日本旅行
東京都港区新橋２－２
０－１５

公示をしたが本年業務を請け負う業者は一切なかった
ため、業界において一定の評価が確立している数社より
見積もりを招請し同社を本契約の相手方としており、他
に競争を許さないため。（予算決算及び会計令第９９の
２）

9,346,195 6,363,700 68.0% J
その他業務委
嘱

5
国際協力
局

32
「物品管理システム改修作
業」業務委嘱

平成21年2月17日 株式会社リコー
東京都大田区中馬込１
－３－６

現在稼働中の物品管理システムとの連携作業を同シス
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、費用面及び通信に障害を及ぼすことなく安定運用
を確実に遂行しうる者は他になく、他に競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

1,645,875 1,645,875 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 1-5
在外公館
課

33
「在留邦人向けメールマガ
ジン配信システム改修」業
務委嘱

平成21年2月20日 日本電気株式会社
東京都港区芝５－７－
１

現在稼働中のメールマガジン配信システムの改修作業
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、費用面及び通信に障害を及ぼすことなく
安定運用を確実にすい浮こうしうる者は他になく競争を
許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

3,230,640 3,172,050 98.1% H ｼｽﾃﾑ関係 7 領事局

34
「日本国と大韓民国との紛
争に関連する法律サービ
ス」業務委嘱

平成21年2月23日
ホワイトアンドケース外
国法事務弁護士事務
所

東京都千代田区神田
錦町１－１９－１ 神田
橋パークビルヂング

本件法律サービスはＷＴＯでの紛争処理という非常に
専門的な分野であり、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）

5,586,000 5,586,000 100.0% D
事業実施･会
議運営等

4 経済局

35 「女性尊厳事業」業務委嘱 平成21年2月24日
特定非常利活動法人Ｃ
ＣＳＥＡ朋

香川県丸亀市綾歌町
岡田西１３８９

本件調査は、道義的観点及び人権保護の観点から調
査の対象となる個人のプライバシーを守る必要があるこ
とから、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）

1,382,372 1,382,372 100.0% 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21年1月1日 ～3月31日）

予定価格
(主管局課)

№ 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 契約金額
備　　考

落札率
(契約種類)

36
「在外公館の分館接続に伴
うデータ移行及び機器撤去
作業」業務委嘱

平成21年2月26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

現在稼働中の在外ＬＡＮシステムのデータ移行及び機
器撤去作業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、費用面及び通信に障害を及
ぼすことなく安定運用を確実に遂行しうる者は他になく
競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

7,387,470 7,387,470 100.0% J
その他業務委
嘱

1-3 通信課

37 「査証ＷＡＮ改修」業務委嘱 平成21年2月26日 沖電気工業株式会社
東京都港区虎ノ門１－
７－１２

現在稼働中のシステムの改修作業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、費用
面及び通信に障害を及ぼすことなく安定運用を確実に
遂行しうる者は他になく競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項）

6,331,920 6,316,800 99.7% H ｼｽﾃﾑ関係 7 領事局

38 緊急備蓄品の購入 平成21年2月27日
社会福祉法人　東京コ
ロニー

東京都中野区江原町２
－６－２

二度の再度入札に付しても落札者がおらず、後刻見積
合わせを行った結果予定価格の範囲内で 低廉の見
積書を提出した者と契約を行い、他に競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第５項）

80,434,615 71,626,810 89.0% L 物品購入 1-5
在外公館
課

政府調達

39
ＯＤＡ広報に関するテレビ
番組地方局放送業務委嘱

平成21年2月27日 株式会社博報堂
東京都港区芝浦３－４
－１

平成２０年度ＯＤＡ広報テレビ番組の著作権を有する株
式会社テレビ東京は、同番組の地方局放送のための制
作を本契約先にのみ許可しており、他に競争を許さない
ため。（会計法第２９条の３第４項）

8,639,736 8,639,736 100.0% J
その他業務委
嘱

5
国際協力
局

40
「パーソナルコンピュータ等
一式」賃貸借保守

平成21年2月27日
①センチュリー・リーシ
ング・システム株式会
社　②富士通株式会社

①東京都港区浜松町２
－４－１
②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）

14,825,284 14,825,284 100.0% M 賃貸借 1-3 通信課

41
「査証ＷＡＮ受理機能改良
開発」業務委嘱

平成21年2月27日 株式会社東芝
東京都港区芝浦１－１
－１

現在稼働中のシステムの改修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、費用面及
び通信に障害を及ぼすことなく安定運用を確実に遂行し
うる者は他になく、他に競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項）

6,270,836 6,270,600 99.9% H ｼｽﾃﾑ関係 7 領事局

42
「在外ＩＣ旅券作成機用アプ
リケーションソフトの改修」
業務委嘱

平成21年2月27日 株式会社東芝
東京都港区芝浦１－１
－１

現在稼働中のシステムの改修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、費用面及
び通信に障害を及ぼすことなく安定運用を確実に遂行し
うる者は他になく、他に競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項）

4,949,784 4,057,200 81.9% H ｼｽﾃﾑ関係 7 領事局

43
「在外経理システム作業」
業務委嘱

平成21年3月2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ＬＡＮシステムの改修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、費用
面及び通信に障害を及ぼすことなく安定運用を確実に
遂行しうる者は他になく、他に競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

49,497,000 49,497,000 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 1-5
在外公館
課

政府調達

44
「警備関係機器保守・点検」
業務委嘱

平成21年3月2日
株式会社インヴィジョン
ジャパン

東京都中央区八丁堀３
－５－７

本警備関係機器を製造した業者の本邦における代理店
は、本件請負業者のみであり、他に競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

1,995,000 1,995,000 100.0% F
保守・管理
（機械・設備）

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21年1月1日 ～3月31日）

予定価格
(主管局課)

№ 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 契約金額
備　　考

落札率
(契約種類)

45
「メールシステム改修」業務
委嘱

平成21年3月3日 富士通株式会社
東京都港区東新橋１－
５－２

現在敷設されているＬＡＮ用機器の改修を同ＬＡＮ構築
業者である契約の相手方に委嘱するものであり、費用
面及び通信に障害を及ぼすことなく安定運用を確実に
遂行しうる者は他になく、他に競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

25,218,900 25,218,900 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

46
「情報ネットワーク設計及び
設定変更」業務委嘱

平成21年3月3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追加構築作業を同システムの
開発業者である契約の相手方に委嘱するものであり、
費用面及び通信に障害を及ぼすことなく安定運用を確
実に遂行しうる者は他になく、他に競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

3,780,000 3,780,000 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

47
「簡易型ファイルサーバ構
築」業務委嘱

平成21年3月3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追加構築作業を同システムの
開発業者である契約の相手方に委嘱するものであり、
費用面及び通信に障害を及ぼすことなく安定運用を確
実に遂行しうる者は他になく、他に競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

3,072,720 3,072,720 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

48
東ティモール民主共和国首
相一行接遇（宿舎等契約）

平成21年3月6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、受入体
制などを総合的に判断して 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）

2,861,625 2,861,625 100.0% C
招へい･賓客
接遇

10
アジア大
洋州局

49
「文書作成編集システムア
プリケーション追加構築作
業」業務委嘱

平成21年3月9日 富士テレコム株式会社
東京都板橋区板橋１－
５３－２

現在稼働中のシステムの追加構築作業を同システムの
開発業者である契約の相手方に委嘱するものであり、
費用面及び通信に障害を及ぼすことなく安定運用を確
実に遂行しうる者は他になく、他に競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

9,975,000 9,975,000 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 1-1 総務課

50
「ログオン認証機能改修」業
務委嘱

平成21年3月9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改修作業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、費用
面及び通信に障害を及ぼすことなく安定運用を確実に
遂行しうる者は他になく、他に競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

7,030,800 7,030,800 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

51
「省内ＬＡＮホームページの
システム移行」業務委嘱

平成21年3月9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

現在敷設されているＬＡＮ用機器の移設を同ＬＡＮ構築
業者である契約の相手方に委嘱するものであり、費用
面及び通信に障害を及ぼすことなく安定運用を確実に
遂行しうる者は他になく、他に競争を許さないため。（会
計法第２９条の３第４項）

4,718,175 4,718,175 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

52
「電子メール追加機能構
築」業務委嘱

平成21年3月10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ＬＡＮシステムの追加構築作業を同システ
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、費用面及び通信に障害を及ぼすことなく安定運用を
確実に遂行しうる者は他になく、他に競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

10,735,200 10,735,200 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 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21年1月1日 ～3月31日）

予定価格
(主管局課)

№ 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 契約金額
備　　考

落札率
(契約種類)

53
「在外公館ＨＰ専用Ｗｅｂコ
ンテンツ転送登録システム
改修」業務委嘱

平成21年3月11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改修作業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、費用
面及び通信に障害を及ぼすことなく安定運用を確実に
遂行しうる者は他になく競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項）

11,219,040 9,961,875 88.7% H ｼｽﾃﾑ関係 1-7
報道官組
織

54
「インターネット回線切替に
伴うデータ転送機能設計・
構築」業務委嘱

平成21年3月11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追加構築作業を同システムの
開発業者である契約の相手方に委嘱するものであり、
費用面及び通信に障害を及ぼすことなく安定運用を確
実に遂行しうる者は他になく競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

3,326,400 3,326,400 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課

55
「戸籍先例全文検索システ
ム『全索』更新版」の購入

平成21年3月11日
日本加除出版株式会
社

東京都豊島区南長崎３
－１６－６

当該物品の販売元である日本加除出版（株）からの直
接販売でしか購入できず、他に競争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４項）

2,772,000 2,772,000 100.0% L 物品購入 7 領事局
ム『全索』更新版」の購入 社 －１６－６ （会計法第２９条の３第４項）

56 「女性尊厳事業」業務委嘱 平成21年3月13日
特定非常利活動法人
女性人権機構

大阪府豊中市新千里
東町２－５－３

本件調査は、道義的観点及び人権保護の観点から調
査の対象となる個人のプライバシーを守る必要があるこ
とから、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）

1,119,276 1,119,276 100.0% D
事業実施･会
議運営等

10
アジア大
洋州局

57
「庁舎間幹線の配線及び
バックボーンスイッチ移設
作業」業務委嘱

平成21年3月16日 富士通株式会社
東京都港区東新橋１－
５－２

現在稼働中の外務省ＬＡＮ及び新システム双方の仕様・
設計にそった配線作業等を同システムの開発業者であ
る契約相手方に委嘱するものであり、費用面及び通信
に障害を及ぼすことなく安定運用を確実に遂行しうる者
は他になく競争を許さないため。（会計法第２９条の３第
４項）

53,399,414 53,399,414 100.0% J
その他業務委
嘱

1-3 通信課 政府調達

58
「在外公館用モバイルパソ
コンのマスタ作成」業務委
嘱

平成21年3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

現在稼働中の在外ＬＡＮシステムで使用する在外ＬＡＮ
用モバイルパソコン用マスタ作成業務を同システム開発
業者である契約の相手方に委嘱するものであり、費用
面及び通信に障害を及ぼすことなく安定運用を確実に
遂行しうる者は他に競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

3,122,437 3,122,437 100.0% J
その他業務委
嘱

1-3 通信課

59 「衛星画像データ」の購入 平成21年3月17日 株式会社イメージワン
東京都新宿区西新宿２
－７－１

本契約の相手方が衛生画像データの販売権を有してお
り、他に競争を許さないため。（会計法第２９条の３第４
項）

30,030,000 30,030,000 100.0% L 物品購入 8
国際情報
統括官

政府調達

60
「通信設備撤去工事及び産
業廃棄物処理」業務委嘱

平成21年3月17日 株式会社樽味商会
東京都葛飾区小菅２－
８－１７

再度の入札をもってしても落札者がなかったため、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 も廉価であ
り、他に競争を許さないため。（予算決算及び会計法第
９９の２）

1,263,192 1,259,790 99.7% 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21年1月1日 ～3月31日）

予定価格
(主管局課)

№ 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 契約金額
備　　考

落札率
(契約種類)

61
ウクライナ首相一行接遇
（宿舎等契約）

平成21年3月23日
株式会社ホテルニュー
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 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）

1,011,425 1,011,425 100.0% C
招へい･賓客
接遇

13 欧州局

62
「外務大臣のアフガニスタン
国際会議出席に伴う通訳」
業務委嘱

平成21年3月25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

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 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）

3,114,340 2,869,340 92.1% A 通訳 14
中東アフ
リカ局

63
「総理大臣の金融・世界経
済に関する首脳会合出席
等に伴う通訳」業務委嘱

平成21年3月25日 株式会社リンガバンク
東京都港区西新橋３－
１５－３

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 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）

2,692,500 2,677,500 99.4% A 通訳 4 経済局

64
「給与法改正に伴う人事・
給与システム等改修」業務
委嘱

平成21年3月9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改修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、費用面及
び通信に障害を及ぼすことなく安定運用を確実に遂行し
うる者は他になく、他に競争を許さないため。（会計法第

29,948,142 29,948,142 100.0% H ｼｽﾃﾑ関係 1-3 通信課 政府調達
委嘱

６－２７ うる者は他になく、他に競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項）

65
「パーソナルコンピュータ」
賃貸借・保守

平成21年3月1日 センチュリーリーシングシステム
東京都港区浜松町２－
４－１

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）

14,825,284 14,825,284 100.0% M 賃貸借 1-3 通信課

66
「MRV査証シール等」の購
入

平成21年3月17日 株式会社東芝
東京都港区芝浦１－１
－１

現在稼働中のシステムの消耗品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、費用面
及び通信に障害を及ぼすことなく安定運用を確実に遂
行しうる者は他になく、他に競争を許さないため。（会計
法第２９条の３第４項）

74,555,250 74,555,250 100.0% K 物品製造 7 領事局

件数： 66 件

契約金額： 1,395,745,042 円

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。




