
別記様式１ 総括表

（期間　平成22年1月1日 ～3月31日）

・総契約件数 176 件

（内訳）

①　一般競争方式（政府調達に関する協定適用対象） 6 件

②　一般競争方式（①以外） 88 件

③　指名競争方式 5 件

④　企画競争に基づく随意契約方式 23 件

⑤　公募に基づく随意契約方式 2 件

⑥　その他の随意契約方式 52 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



別紙様式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22年1月1日 ～3月31日）

1 「サーバ機器等一式」の購入 平成22年1月29日 沖電気工業株式会社 東京都港区芝浦４－１０－１６ 4 28,730,838 14,280,000 49.7% L
物品購
入

7 領外 政府調達

2
「サーバハードウェア及びソフトウェア」
の購入

平成22年2月18日
新日鉄ソリューションズ株式会
社

東京都中央区新川２－２０－１
５

1 55,483,302 50,400,000 90.8% H
ｼｽﾃﾑ関
係

1-3 信 政府調達

3 「プリンター」賃貸借保守 平成22年2月19日
①リコーリース㈱
②新日鉄ソリューションズ(株)

①東京都江東区東雲１－７－１
２
②東京都中央区新川２－２０－
１５

1 3,172,061 2,939,400 92.6% M 賃貸借 1-3 信 政府調達

4
「電子査証発給申請書及び２Ｄバー
コードリーダ３６０式」の購入

平成22年2月22日 株式会社リコー 東京都大田区中馬込１－３－６ 3 40,887,000 18,360,300 44.9% L
物品購
入

1-3 信 政府調達

5
「インマルサット・ＢＧＡＮ通信装置」の
購入

平成22年3月9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

4 52,678,993 28,595,962 54.2% L
物品購
入

1-3 信 政府調達

6
「在外公館館員用緊急備蓄品及び邦
人短期渡航者緊急備蓄品」の購入

平成22年3月9日 社会福祉法人東京コロニー 東京都中野区江原町２－６－７ 4 36,868,740 35,179,752 95.4% L
物品購
入

1-5 在 政府調達

件数： 6 件

契約金額： 149,755,414 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



別紙様式２　(契約一覧）

②　一般競争方式（①以外） （期間　平成22年1月1日 ～3月31日）

1
「経済局経済連携課における労働者」派
遣契約

平成22年1月4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

12 @2,310 @1,008 43.6% N #REF! 4 経連 単価契約

2 「ＬＡＮケーブル等一式」の購入 平成22年1月6日 日本精密株式会社
神奈川県横浜市港北区日吉７
－１５－２２

2 2,424,809 2,088,450 86.1% L #REF! 1-3 信

3
「日本ＡＰＥＣにおいて使用する高機能ビ
ジネスホルダー」製造業務委嘱

平成22年1月12日 株式会社フォーサイト
東京都中央区八丁堀４－１０－
８

2 4,954,950
4,458,300

(2,006,235)
90.0% K #REF! 1-9 ＡＰ準

本件は各省庁による合同
入札であり、契約金額４，
４５８，３００円のうち、取り
決めにより当省負担額は
２，００６，２３５円となって
いる。

4
「在日米軍オリエンテーション・プログラ
ム」業務委嘱

平成22年1月12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 6 2,361,927 1,552,124 65.7% C #REF! 11 北米地

5
「ウィルス対策ソフトウェアのメンテナンス
更新及びライセンス追加一式」業務委嘱

平成22年1月12日 文祥堂商事株式会社 東京都中央区銀座３－４－１２ 5 1,886,377 1,473,171 78.0% H #REF! 1-3 信

6
「増設大量発給公館用サーバ機器一式」
の購入

平成22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 2 15,295,192 10,809,645 70.6% L #REF! 7 領外

7
「『ＯＤＡ評価ワークショップ』参加者招
聘」業務委託

平成22年1月14日 株式会社ＪＴＢエイティーシー
東京都千代田区麹町四番町４
－３－３

2 9,786,240 5,989,524 61.2% C #REF! 5 国協評報

8
「外国人受入れと社会統合のための国
際ワークショップ」開催業務委嘱

平成22年1月14日 株式会社ザ・コンベンション 東京都港区北青山２－７－９ 8 3,153,931 2,603,780 82.5% J #REF! 7 領外

9
「『責任ある資源開発に向けた新たな潮
流』をテーマとするセミナー出席者招聘」
業務委嘱

平成22年1月14日 株式会社アイ・エス・エス 東京都千代田区一番町２３－３ 7 2,824,712 1,836,654 65.0% J #REF! 4 経安

10
「日米草の根交流計画（議会スタッフ招
聘）」業務委嘱

平成22年1月18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

5 4,906,451 3,460,044 70.5% C #REF! 11 北米１

11
「外務大臣と語る」開催業務委嘱（警備関
係）

平成22年1月18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１－６－１２ 2 1,566,789 1,377,583 87.9% J #REF! 1-7 報内

12
「査証事務支援システム専用バーコード
ラベル」の購入

平成22年1月19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 9,210,978 8,705,497 94.5% L #REF! 7 領外

13
外務省研修所及び合宿棟火災報知器取
替工事契約

平成22年1月19日 株式会社清水商会
千葉県千葉市長欧区松が丘町
６３５

10 5,450,078 2,835,000 52.0% G #REF! 1-4 会

№ 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)



別紙様式２　(契約一覧）

②　一般競争方式（①以外） （期間　平成22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)

14 「非常用緊急備蓄品」の購入 平成22年1月21日 株式会社イワナシ 東京都新宿区北山伏町２－２ 3 5,154,870 3,135,300 60.8% L #REF! 1-9 危管

15
「外務省関係法令集（平成２１年版）」製
本業務委嘱

平成22年1月22日 昭和情報プロセス株式会社 東京都港区三田５－１４－３ 3 10,391,388 8,799,000 84.6% K #REF! 1-1 総

16
「在米日系人リーダー招へいプログラム」
業務委嘱

平成22年1月22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 4,829,385 3,467,258 71.7% C #REF! 11 北米１

17 「防災備蓄倉庫」の購入 平成22年1月22日 広友サービス株式会社 東京都港区赤坂１－４－１７ 4 5,252,625 2,007,600 38.2% L #REF! 1-1 総

18
「在外経理端末帳簿用ファイル」製造業
務委嘱

平成22年1月22日 株式会社幹商会
東京都渋谷区恵比寿１－１３－
６

5 2,667,819 2,006,723 75.2% L #REF! 1-4 在

19
「『核不拡散・核軍縮に関する国際委員
会』報告書の和文コンテンツ」作成業務
委嘱

平成22年1月22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 2,338,875 1,530,900 65.4% J #REF! 3 軍軍

20 「拉致問題対策関連招聘」業務委嘱 平成22年1月22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 4 1,450,343 944,617 65.1% C #REF! 10 亜北

21
「『国際衛生年フォローアップ会議』開催
に伴う外務大臣政務官主催レセプショ
ン」開催業務委嘱

平成22年1月25日 株式会社マックスパート 東京都中央区晴海３－８－１ 2 1,880,000 1,650,000 87.7% E #REF! 5 国協総

22
「ロシア公務員養成講座『中小企業の発
展に関する国家の調整』」業務委嘱

平成22年1月26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 2 8,208,934 5,244,056 63.8% J #REF! 13 欧支

23

「２０１０年日本ＡＰＥＣ第１回高級実務者
会合及び関連会合における参加者登録
のためのウェブサイト（ホームページ）の
構築及び識別証」作成業務委嘱

平成22年1月28日 株式会社ジェイコム
大阪府大阪市北区梅田２－２－
２２

3 11,533,316
6,336,750

(2,851,537)
54.9% J #REF! 1-9 ＡＰ準

本件は各省庁による合同
入札であり、契約金額６，
３３６，７５０円のうち、取り
決めにより当省負担額は
２，８５１，５３７円となって
いる。

24
「在エジプト日本国大使館新事務所整備
等事業に係る財務モニタリング協力」業
務委嘱

平成22年1月28日 株式会社日本経済研究所
東京都千代田区神田駿河台３
－３－４

2 1,959,552 1,732,500 88.4% J #REF! 1-4 在

25 「収納用書庫」の購入 平成22年1月28日 広友サービス株式会社 東京都港区赤坂１－４－１７ 1 5,886,090 4,956,000 84.1% L #REF! 1-9 史

26
「裁断機（在外公館用７台、外務本省用３
台）」の購入

平成22年2月1日 文祥堂商事株式会社 東京都中央区銀座３－４－１２ 2 5,347,999 5,176,500 96.7% L #REF! 1-9 防護



別紙様式２　(契約一覧）

②　一般競争方式（①以外） （期間　平成22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)

27
「ドミニカ共和国政府関係者招へい」業務
委嘱

平成22年2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

6 1,087,526 909,415 83.6% C #REF! 3 軍原協

28
「国会提出用条約テキスト」印刷業務委
嘱

平成22年2月1日 昭和情報プロセス株式会社 東京都港区三田５－１４－３ 5 ＿ @0.6 ＿ K #REF! 6 法条

29
「広報冊子『海外安全虎の巻』及びリーフ
レット『海外で困ったら』改訂版」印刷・発
送業務委嘱

平成22年2月3日 株式会社アイネット 中央区銀座７－１６－２１ 10 8,169,000 6,181,875 75.6% K #REF! 7 領安

30 「国際会議室６６６号室用什器類」の購入 平成22年2月3日 株式会社フォーサイト
東京都中央区八丁堀４－１０－
８

2 4,277,280 3,987,375 93.2% L #REF! 1-1 総

31 「一般会議室における什器類」の購入 平成22年2月3日 広友サービス株式会社 東京都港区赤坂１－４－１７ 2 3,530,573 3,202,500 90.7% L #REF! 1-1 総

32 「磁気データ消去装置」の購入 平成22年2月3日 文祥堂商事株式会社 東京都中央区銀座３－４－１２ 3 2,152,674 1,312,500 60.9% L #REF! 1-3 信

33 「定電圧電源装置（ＡＶＲ）８０式」の購入 平成22年2月4日 株式会社イワナシ 東京都新宿区北山伏町２－２ 4 8,442,000 6,825,000 80.8% L #REF! 1-3 信

34 「生体認証入退管理装置」の購入 平成22年2月4日 株式会社リコー 東京都大田区中馬込１－３－６ 8 1,578,990 648,301 41.0% L #REF! 7 領外

35 「在外公館用金屏風」の購入 平成22年2月8日
株式会社六甲インターナショナ
ル

兵庫県神戸市中央区中山手通
２－１０－１

2 6,489,000 5,827,500 89.8% L #REF! 1-5 在

36
「ロシア日本センター経理・業務状況等
調査」業務委嘱

平成22年2月8日 有限責任監査法人トーマツ 東京都港区芝浦４－１３－２３ 1 5,224,345 5,143,747 98.4% B #REF! 13 欧支

37 「メディアシュレッダー」の購入 平成22年2月8日 文祥堂商事株式会社 東京都中央区銀座３－４－１２ 3 2,479,470 1,940,400 78.2% L #REF! 1-3 信

38
「人種差別撤廃条約第３～６回政府報告
審査のための同時通訳」業務委嘱

平成22年2月8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 3 2,940,000
2,359,680
(825,888)

28.0% A #REF! 2 総人

本件は各省庁の合同入
札であり、契約金額
2,359,680円のうち、取り
決めにより当省負担額は
825;888円となっている。

39
「２０１０日本ＡＰＥＣ第１回高級実務者会
合（ＳＯＭ１）及び関連会合における車輌
接遇・車輌運行業務委託」

平成22年2月8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２－３－１
１

3 33,591,442
14,788,935
(6,655,021)

44.0% D #REF! 1-9 ＡＰ準

本件は各省庁の合同入
札であり、契約金額１４，
７８８，９３５円のうち、取り
決めにより当省負担額は
６，６５５，０２１円となって
いる。



別紙様式２　(契約一覧）

②　一般競争方式（①以外） （期間　平成22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)

40 「スキャナ等２０式」の購入 平成22年2月9日 ＦＪＢサプライ株式会社
東京都千代田区神田練塀町３
番地

1 6,511,806 5,713,680 87.7% L #REF! 1-3 信

41 「中東若手外交官招へい」業務委嘱 平成22年2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１－９－１３ 5 2,731,047 2,144,361 78.5% C #REF! 14 中東１

42
「『気候変動に対する更なる行動』に関す
る第８回非公式会合」開催業務委嘱

平成22年2月9日 イディオリンク株式会社
東京都港区千代田区永田町１
－１１－２８

5 2,543,167 1,981,714 77.9% D #REF! 5 国地気候

43 「サハリン招聘」業務委嘱 平成22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

2 2,006,730 1,738,667 86.6% C #REF! 13 欧政策

44
「２０１０日本ＡＰＥＣ第１回高級実務者会
合（ＳＯＭ１）及び関連会合における接
遇・連絡調整支援業務委託」

平成22年2月9日 株式会社コングレＧ 沖縄県那覇市久茂地３－３－１ 4 3,613,071
1,480,000
(666,000)

41.0% D #REF! 1-9 ＡＰ準

本件は各省庁の合同入
札であり、契約金額
1,480,000円のうち、取り
決めにより当省負担額は
666,000円となっている。

45
「ＩＣ旅券用認証局の準拠性監査」業務委
嘱

平成22年2月9日 情報システム監査株式会社 大阪市城東区鴨野西３－４－３ 5 2,600,422 706,650 27.1% B #REF! 7 領旅

46 「無停電電源装置用バッテリー」の購入 平成22年2月15日 株式会社紅和 東京都渋谷区東１－１９－２ 4 7,044,240 5,675,985 80.5% L #REF! 1-3 信

47
「四島代表者間交流協議（於：ユジノサハ
リンスク）」業務委嘱

平成22年2月15日 株式会社ノマド
北海道札幌市中央区南２条６－
８

1 5,107,142 4,725,641 92.5% D #REF! 13 欧ロ

48
「外務省診療所内科用自動解析心電計」
の購入

平成22年2月15日 松吉医科器械株式会社 東京都文京区湯島３－１４－９ 2 3,412,500 2,992,500 87.6% L #REF! 1-9 厚

49
「第８回イスラム世界との文明間対話セミ
ナー」開催業務委嘱

平成22年2月15日
株式会社ジーラス・コミュニケー
ションズ

東京都港区北青山２－７－２６ 8 3,813,700 2,565,922 67.2% D #REF! 14 中東２

50
「ＥＰＡシンポジウム（仮題）」開催業務委
嘱

平成22年2月15日 株式会社ステージ 東京都豊島区高松１－１１－１６ 5 2,195,677 1,799,760 81.9% D #REF! 4 経連

51
「人間の安全保障シンポジウム」開催業
務委嘱

平成22年2月15日 株式会社ジー・エデュケーション 東京都中央区銀座１－１５－２ 1 2,012,969 1,665,339 82.7% D #REF! 5 国地総

52
「議員招聘（ロシア連邦員国際問題委員
長）」業務委嘱

平成22年2月15日 株式会社草創
神奈川県川崎市川崎区駅前本
町１９－１７

4 2,163,657 1,454,934 67.2% C #REF! 13 欧ロ

53
「国際交流ネットワーク化促進事業に伴う
レセプション」開催業務委嘱

平成22年2月15日 スタークルー有限会社
東京都世田谷区代田４－７－１
８

2 1,466,115 819,000 55.8% E #REF! 5 地連



別紙様式２　(契約一覧）

②　一般競争方式（①以外） （期間　平成22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)

54 「外付けＨＤＤ５００式」の購入 平成22年2月17日 株式会社紅和 東京都渋谷区東１－１９－２ 3 4,339,518 4,045,125 93.2% L #REF! 1-3 信

55 「外付けＨＤＤ２４０式」の購入 平成22年2月18日
プロフェッショナル・ネットワー
ク・コンサルティング株式会社

東京都千代田区神田須田町２
－９

3 6,726,930 5,183,850 77.0% L #REF! 7 領外

56
「われらの北方領土２００９年版」印刷・製
本業務委嘱

平成22年2月18日 株式会社アイネット 東京都中央区銀座７－１６－２１ 13 2,914,904 2,005,080 68.7% K #REF! 13 欧ロ

57
外務省飯倉別館受変電設備変圧器取替
工事契約

平成22年2月18日 宝電設工業株式会社 東京都文京区千石４－１６－２ 7 13,784,257 8,635,500 62.6% G #REF! 1-4 会

58 外務省本省北庁舎改修工事契約 平成22年2月18日 山口建設株式会社 東京都文京区千石３－２９－２６ 6 3,333,750 3,129,000 93.8% G #REF! 1-4 会

59
「『中央アジア＋日本』対話第４回東京対
話の会議」開催業務委嘱

平成22年2月19日 株式会社ジェイブ
東京都渋谷区神宮前３－２－１
９

4 1,766,217 1,246,943 70.5% D #REF! 13 欧中ア

60 「特殊撮影等」業務委嘱 平成22年2月22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 1,462,545 1,399,545 95.6% J #REF! 7 領外

61 ｢在外選挙用記帳台｣の購入 平成22年2月23日 株式会社日本選挙センター
東京都千代田区神田神保町１
－３４

1 3,892,743 3,278,100 84.2% L #REF! 7 領政

62
「児童の権利条約に関するシンポジウ
ム」開催業務委嘱

平成22年2月24日 株式会社ビーズ
東京都大田区東雪谷３－１４－
７

3 2,057,390 1,507,117 73.2% D #REF! 2 総人

63
「情報セキュリティシステム監査」業務委
嘱

平成22年2月24日 デットノルスケベリタスエーエス
兵庫県神戸市中央区御幸通４
－２－２０

11 2,754,360 433,440 15.7% J #REF! 1-3 信

64
「外務省千石宿舎他境界確定・測量」業
務委嘱

平成22年2月24日 株式会社測地コンサルタント
東京都清瀬市松山一丁目４番２
０号

9 2,437,412 1,701,000 69.7% J #REF! 1-4 会

65 「スキャナ２１０式等」の購入 平成22年2月25日 株式会社ＰＦＵ
神奈川県川崎市幸区堀川町５８
０

1 16,422,462 16,369,920 99.6% L #REF! 7 領外

66 「在席表示システム３式」の購入 平成22年2月25日
ユニバーサルコンピューター株
式会社

大阪府大阪市中央区城見２－１
－６１

1 5,152,896 3,801,000 73.7% L #REF! 1-3 信

67 「研究開発用パソコン」の購入 平成22年2月25日 デジタルテクノロジー株式会社
東京都荒川区東日暮里５－７－
１８

1 2,893,107 2,142,000 74.0% L #REF! 1-3 信



別紙様式２　(契約一覧）

②　一般競争方式（①以外） （期間　平成22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)

68
「貿易促進に資するテロ対策に関するＡ
ＰＥＣセミナー」開催業務委嘱

平成22年2月26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 4,267,156 3,512,356 82.3% D #REF! 2 総テ協

69
「第８回日加安全保障シンポジウム」開
催業務委嘱

平成22年3月1日
財団法人平和・安全保障研究
所

東京都港区赤坂１－８－６ 4 5,062,933 2,153,663 42.5% D #REF! 11 北米1

70 「事務用椅子（ローバック）」の購入 平成22年3月2日 株式会社フォーサイト
東京都中央区八丁堀４－１０－
８

3 15,406,319 14,658,840 95.1% L #REF! 1-4 会

71 「事務用什器類」の購入 平成22年3月2日 株式会社フォーサイト
東京都中央区八丁堀４－１０－
８

3 3,742,690 3,642,765 97.3% L #REF! 1-4 会

72 「ＣＭＳ関係機器類」の購入 平成22年3月3日 日本電気株式会社 東京都港区芝５－７－１ 1 15,606,749 15,498,000 99.3% L #REF! 1-7 報IT

73
「大臣官房総務課移管文書班地下書庫
内における防塵防黴対策」業務委嘱

平成22年3月3日 新日本美風株式会社
大阪府大阪市港区市岡元町３
－３－１６

1 4,587,765 4,416,090 96.2% J #REF! 1-1 総

74
「『対ロシア技術支援事業』にかかる企画
競争審査会」開催業務委嘱

平成22年3月3日 株式会社ザ・コンベンション 東京都港区北青山２－７－９ 1 1,443,360 1,417,500 98.2% D #REF! 13 欧支

75 外務本省南庁舎改修工事契約 平成22年3月3日 株式会社オリゲン
東京都世田谷区上野毛４－２３
－１５

3 5,496,750 2,152,500 39.1% G #REF! 1-3 会

76 「査証用機器一式」の購入 平成22年3月8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 16,646,910 13,377,000 80.3% L #REF! 7 領外

77
「議員招聘（ロシア国家院議員）」業務委
嘱

平成22年3月8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

5 3,381,314 2,468,250 72.9% C #REF! 13 欧ロ

78 「文化啓発用品」の購入 平成22年3月9日 株式会社イワナシ 東京都新宿区北山伏町２－２ 1 12,757,236 12,495,000 97.9% L #REF! 1-8 広文交

79 「無停電電源装置（ＵＰＳ）」の購入 平成22年3月9日 株式会社サンポー 東京都港区虎ノ門３－１５－５ 4 2,978,850 2,843,295 95.4% L #REF! 7 領外

80 「中東有識者招へい」業務委嘱 平成22年3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

6 3,907,662 1,831,144 46.8% C #REF! 14 中東1

81
「外務省診療所内科用超音波画像診断
装置一式」の購入

平成22年3月10日 日世貿易株式会社 東京都渋谷区渋谷１－８－３ 2 3,088,749 1,354,500 43.8% L #REF! 1-9 厚



別紙様式２　(契約一覧）

②　一般競争方式（①以外） （期間　平成22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)

82 「地図データ」の購入 平成22年3月11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 15,015,000 15,015,000 100.0% H #REF! 8 情報１

83
「在外公館医務官室用医療機器（ＡＥ
Ｄ）」の購入

平成22年3月12日 千葉綜合警備保障株式会社
千葉県千葉市花見川区幕張本
郷１－３－３３

2 4,328,799 2,688,000 62.0% L #REF! 1-9 厚

84
「政府開発援助（ＯＤＡ）国別データブック
２００９年版」発送業務委託

平成22年3月12日
株式会社イシカワコーポレー
ション

東京都江戸川区中葛西５－３２
－８

3 1,036,035 918,025 88.6% J #REF! 5 国協国１

85
「カード式文書保管庫のシステム構築」
業務委嘱

平成22年3月15日 伊藤商事株式会社 栃木県小山市大字羽川486－２ 3 4,015,856 3,559,500 88.6% J #REF! 1-9 防護

86 「カード式文書保管書庫」の購入 平成22年3月18日 三菱商事テクノス株式会社 東京都港区芝５－３４－６ 3 7,118,212 6,300,000 88.5% L #REF! 1-9 防護

87 「ソフトウェア２００ライセンス」の購入 平成22年3月23日 広友サービス株式会社 東京都港区赤坂１－４－１７ 6 3,997,444 3,482,671 87.1% H #REF! 1-3 信

88
「外務省研修所本館窓ガラスフィルム張
替」業務委嘱

平成22年3月24日 防災技術センター株式会社
千葉県千葉市中央区若草１－２
０－１０

3 6,760,182 3,654,000 54.0% F #REF! 1-4 会

件数： 88 件

契約金額： 325,660,411 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



別紙様式２　(契約一覧）

③　指名競争方式 （期間　平成22年1月1日 ～3月31日）

1
「国際テロ対策室主催国際会議」業務
委嘱

平成22年1月12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 3,317,208 2,964,632 89.3% D #REF! 2 総テ協

2
「第４回ＦＥＡＬＡＣ外相会合開催に伴う
外務大臣主催レセプション」開催業務委
嘱

平成22年1月15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 1,776,600 1,581,300 89.0% E #REF! 12 中南中

3
「『航空保安に関するアジア太平洋地域
大臣会合』開催に伴う外務副大臣主催
レセプション」開催業務委嘱

平成22年3月8日
株式会社プリンスホテルグラン
ドプリンスホテル高輪

東京都港区高輪３―１３―１ 4 1,400,700 1,205,400 86.0% E #REF! 5 国地専

4
「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22年3月18日
株式会社プリンスホテル グラン
ドプリンスホテル高輪

東京都港区高輪３―１３―１ 2 1,923,600 1,482,600 77.0% E #REF! 1-9 大秘

5
「在ホーチミン日本国総領事館事務所
新営工事に係る工事監理」業務委嘱

平成22年3月30日 株式会社日本設計 東京都新宿区西新宿２－１－１ 3 28,343,583 17,257,000 60.8% G #REF! 1-5 在

件数： 5 件

契約金額： 24,490,932 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

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



別紙様式２　(契約一覧）

④　企画競争に基づく随意契約方式 （期間　平成22年1月1日 ～3月31日）

1
「テロに強い世界に向けて－日
本の国際テロ対策－（仮）」パ
ンフレット作成業務委嘱

平成22年1月14日 株式会社クレオ・ムイナス
北海道札幌市中央区円山
西町１－６－９

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）

2,500,000 2,476,908 99.0% J #REF! 1-7 報内 7

2
「日中研究交流支援事業（第４
分野）実施」業務委嘱

平成22年1月14日
国立大学法人北海道大
学

北海道札幌市北区北１７条
西８

企画競争の結果、同大学が 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）

2,500,000 2,094,163 83.7% J #REF! 10 亜中モ 1

3
「アフガニスタン・パキスタンに
対する日本の取組（仮）」パンフ
レット作成業務委嘱

平成22年1月19日 株式会社文化工房
東京都港区六本木５－１０
－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 1,900,500 95.0% J #REF! 1-7 報内 3

4
「ＰＫＯ以外の国連現地ミッショ
ンの調査」業務委嘱

平成22年1月22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

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）

2,799,000 2,699,223 96.4% B #REF! 2 総国政 再就職者２名 3

5
「中国の指導者・若手指導者の
経歴・横領（データベース構
築）」業務委嘱

平成22年1月22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 2,494,800 99.4% H #REF! 8 情報３ 再就職者１名 2

6
「外国報道関係者研修事業」業
務委嘱

平成22年1月25日 共同ピーアール株式会社
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
ため（会計法第２９条の３第４項）

15,600,000 10,625,265 68.1% J #REF! 1-7 報際 2

7
「外務省ホームページ『キッズ
外務省』コンテンツ等」作成業
務委嘱

平成22年1月25日 テレビ朝日映像株式会社
東京都港区六本木１－１－
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）

2,108,000 2,005,500 95.1% H #REF! 1-7 報内 22

落札率契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格
(契約種類)

備考２

応募者
数

備　　考

(主管局課)
№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約金額

務委嘱 ため（会計法第２９条の３第４項）

8
「日中研究交流支援事業（第２
分野）実施」業務委嘱

平成22年1月26日 学校法人立命館
京都市北区等持院北町５６
－１

企画競争の結果、同大学が 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）

2,500,000 2,208,900 88.3% J #REF! 10 亜中モ 2

9

「スマトラ沖大地震及びインド
洋津波被害に対する無償資金
協力（ノン・プロジェクト無償資
金協力）における事後評価」業
務委嘱

平成22年1月27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）

9,000,000 8,749,901 97.2% B #REF! 5 国協総 再就職者１名 1

10

「『地球環境問題に対する日本
の取り組み』パンフレットの日
本語版の改訂及び英語版の新
規作成」業務委嘱

平成22年1月27日
株式会社ヂヤンテイシス
テムサービス

東京都台東区柳橋２－１３
－１０

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）

3,171,000 2,877,000 90.7% J #REF! 5 国地環境 5

11
「新日系人招聘プログラム」業
務委嘱

平成22年1月28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 も高い評価を得て確実な業
務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 2,642,609 94.3% C #REF! 11 北米１ 再就職者０名 2

12

「平和維持・構築分野における
国連諸機関の活動評価－現地
での連携と調整（Ｉｎ－Ｃｏｕｎｔｒｙ
Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ）」調査業務委
嘱

平成22年2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

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）

2,958,480 2,943,589 99.4% B #REF! 2 総国企 再就職者１名 3

13
「ＯＤＡ評価ワークショップ」業
務委嘱

平成22年2月3日
社団法人国際農林業協
働協会

東京都港区赤坂８－１０－
３９

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）

4,700,000 4,624,600 98.3% D #REF! 5 国協評報 1

14
日中研究交流支援事業（第３
分野）実施研究団体の公募の
実施

平成22年2月4日
財団法人日本国際フォー
ラム

東京都港区赤坂２－１７－
１２

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）

2,500,000 2,197,610 87.9% J #REF! 10 亜中モ 2

15
「危機管理セミナー」開催業務
委嘱

平成22年2月5日
コントロール・リスクス・グ
ループ株式会社

東京都千代田区九段南２
－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）

9,792,000 9,749,000 99.5% D #REF! 7 領対 5



別紙様式２　(契約一覧）

④　企画競争に基づく随意契約方式 （期間　平成22年1月1日 ～3月31日）

落札率契約相手方の住所 随意契約理由 予定価格
(契約種類)

備考２

応募者
数

備　　考

(主管局課)
№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約金額

16
「生物多様性条約第10回締役
国会議に向けて（仮）」パンフ
レット作成契約

平成22年2月15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 も高い評価を得て確実な業
務の業務の遂行が可能であると認められ、他に競争を
許さないため。（会計法大29条の３第４項

1,500,000 1,033,725 68.9% J #REF! 5 国地環境 5

17
「平成21年度観光誘致」啓発品
作成契約

平成22年2月26日 株式会社フォーサイト
東京都中央区八丁堀４－１
０－８

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）。

5,760,649 5,068,784 87.9% K #REF! 1-8 広文総 8

18
「平成21年度観光誘致」啓発品
作成契約

平成22年2月26日
株式会社ラナデザインア
ソシエイツ

東京都渋谷区千駄ヶ谷４
－１２－８

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）。

2,470,974 2,470,974 100.0% K #REF! 1-8 広文総 5

19
「平成21年度観光誘致」啓発品
作成契約

平成22年2月26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）。

2,418,885 2,349,774 97.1% K #REF! 1-8 広文総 2

21
「新しい日露関係・専門家対話
（２０１０）」開催業務委嘱

平成22年3月3日
特定非営利活動邦人
ユーラシア２１研究所

東京都港区虎ノ門１－１５
－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 2,687,165 98.5% D #REF! 13 欧ロ 1

22
「アジア太平洋地域の新たな成
長戦略とその具体的プログラ
ム策定調査」業務委嘱

平成22年3月11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

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）

2,100,000 2,052,723 97.7% B #REF! 4 経ア太 2

23
「日中研究交流支援事業」（第
１分野）実施委嘱

平成22年3月15日
国際公共政策研究セン
ター

東京都中央区日本橋室町
２－１－１

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）

2,500,000 2,370,630 94.8% J #REF! 10 亜中モ 1
ため。（会計法第29条の3第4項）

24
「２０１０年日本ＡＰＥＣ（英語
版）」パンフレット作成業務委嘱

平成22年3月15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 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）

1,500,000 1,495,725 99.7% J #REF! 4 経ア太 2

件数： 23 件

契約金額： 79,819,068 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



別紙様式２　(契約一覧）

⑤　公募に基づく随意契約方式 （期間　平成22年1月1日 ～3月31日）

1
「外務省会計手続システムの機能
拡張作業」業務委嘱

平成22年1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

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)。

3,857,700 3,857,700 100.0% H #REF! 1-4 会

2
「太平洋経済展望（ＰＥＯ）国際専門
家会合」業務委嘱

平成22年3月3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、業務の適正な履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）

3,091,204 3,091,204 100.0% D #REF! 4 経ア太

件数： 2 件

契約金額： 6,948,904 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

№ 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)



別紙様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成22年1月1日 ～3月31日）

1
「外務省施設の保安に関する
保守点検」業務委嘱

平成22年1月12日 株式会社ゼコー
東京都港区麻布台 1-11-
4

本件サービスの提供が可能な業者は本契約の相手の
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）

1,051,248 1,051,248 100.0% F #REF! 1-9 防護

2
「ＯＤＡ掲載情報集計システム
改修」業務委嘱

平成22年1月13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、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
はなく他に競争を許さないため。（会計法第２９条の３第
４項）

23,394,000 23,394,000 100.0% H #REF! 5 国協総 政府調達

3
「アジア諸国における核セキュ
リティ強化のための国際会議」
開催業務委嘱

平成22年1月14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

本件業務については、共催者であるＩＡＥＡが選定した同
社のみが行いうる業務であり、他に競争を許さないた
め。（会計法第２９条の３第４項）

2,357,145 2,342,907 99.3% D #REF! 3 軍原協

4
「旅券システムの刷新にかか
る調達作業支援」業務委嘱

平成22年1月19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

内容の整合性・継続性を確保するためには、前回、本
業務を請け負った本契約の相手方に委嘱する他なく、
他の競争を許さないため（会計法第２９条の３第４項）

12,285,000 12,285,000 100.0% J #REF! 7 領旅

5
「Ｎｏｔｅｓ／Ｄｏｍｉｎｏ　基盤環境
整備」業務委嘱

平成22年1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２－２
０－１５

現在稼働中のシステムの改修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、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）

9,002,385 9,002,385 100.0% H #REF! 1-3 信

6
「在留届電子届出システムに
係るセキュリティ強化改修」業
務委嘱

平成22年1月21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、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）

4,192,650 4,158,000 99.1% H #REF! 7 領政

№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 予定価格
(主管局課)

随意契約理由 契約金額
備　　考

落札率
(契約種類)

４項）

7
南部アフリカ官民実務者スタ
ディーツアー参加費

平成22年1月22日 株式会社日本旅行
東京都港区赤坂１－１１
－２８

本契約の相手方は、本件の企画等業務も担っており、
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）。

2,300,220 2,292,000 99.6% J #REF! 14 ア２

8

「文化無償資金協力フォロー
アップ事業『アゼルバイジャ
ン・バクー国立大学に対するＬ
Ｌ教材』業務委嘱

平成22年1月23日 ソニー株式会社
東京都港区港南１－７－
１

本件保守用部品の提供が可能な業者は、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２９条の３第４項）

4,104,220 4,104,220 100.0% J #REF! 1-8 広文交

9

「新設公館に設置するための
在外経理システム用サーバ機
等一式の追加調達に伴う設
計・構築等作業」業務委嘱

平成22年1月25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、
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）

2,823,450 2,823,450 100.0% H #REF! 1-3 信

10

「ワン・ワールドフェスティバル
（大阪）における『国際協力に
ついて語ろう』等」開催業務委
嘱

平成22年1月25日
特定非営利活動法人関
西国際交流団体協議会

大阪市天王寺区上本町８
－２－６

本件事業は、本フェスティバルのロジ全般を行っている
同団に委嘱するものであり、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)

2,136,191 2,136,190 99.9% D #REF! 5 国協評報

11

「文化無償資金協力フォロー
アップ事業『モンゴル国立大学
に対する印刷機材』及び『モン
ゴル国立医科大学（現モンゴ
ル国立健康科学大学）に対す
る印刷及び視聴覚機材』」業
務委嘱

平成22年1月26日 株式会社栄光舎
東京都目黒区中目黒１－
８－８

本件保守用部品の提供が可能な業者は、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）

7,759,500 7,759,500 100.0% J #REF! 1-8 広文交

12
「外務省施設の保安に関する
保守点検」業務委嘱

平成22年1月26日 株式会社ゼコー
東京都港区麻布台１－１
１－４

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

4,090,587 4,090,587 100.0% F #REF! 1-9 防護



別紙様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成22年1月1日 ～3月31日）

№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 予定価格
(主管局課)

随意契約理由 契約金額
備　　考

落札率
(契約種類)

13
「『新日中友好２１世紀委員会
第１回会合』開催に係る通訳」
業務委嘱

平成22年1月27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１－１
２－６

本契約の相手方は、当該分野における広範且つ専門的
な知識と高度な通訳技術をもって、国際会議等における
豊富な通訳実績を有し、高い評価を得ているものを擁し
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）

1,130,000 1,050,000 92.9% A #REF! 10 亜中モ

14
「警備関係機器の保守点検」
業務委嘱

平成22年1月28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

本契約の相手方は製造業者により当該機器保守等に
係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の３第４項）

2,820,300 2,820,300 100.0% F #REF! 1-9 警対

15
「文書保管用書庫（１２台）」の
購入

平成22年1月28日 株式会社フォーサイト
東京都中央区八丁堀４－
１０－８

本件は、（株）エーコーから（株）フォーサイトのみに対
し、販売に対する一切の権限が委任されており、他に競
争を許さないため。（会計法第２９条の３第４項）

2,600,640 2,600,640 100.0% L #REF! 1-9 防護

16
「情報公開事務支援システム
改修」業務委嘱

平成22年2月4日
株式会社ビービーシステ
ム

大阪市中央区城見２－１
－６１

現在稼働中のシステムの改修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、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）

2,100,000 2,100,000 100.0% H #REF! 1-9 公開

17
パレスチナ自治政府大統領一
行接遇（宿舎等契約）

平成22年2月5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）

1,892,730 1,892,730 100.0% C #REF! 14 中東１

18
「ＡＰＥＣ第１回高級実務者会
合（ＳＯＭ１）」開催業務委嘱

平成22年2月8日
株式会社ザ・コンベンショ
ン

東京都港区北青山２－７
－９

再度の入札をもってしても落札者がなかったため、
唯一の応札者であり、また、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

131,059,199
130,999,000
(62,768,688)

99.9% D #REF! 1-9 ＡＰ準

本件は各省庁の合同
入札であり、契約金額
130,999,000円のうち取
決めにより当省負担額合（ＳＯＭ１）」開催業務委嘱 ン －９

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）。

(62,768,688) 決めにより当省負担額
は62,768,688円となって
いる。

19
「アジア協力対話（ＡＣＤ）第２
回法制度整備ワークショップ
会議」開催業務委嘱

平成22年2月8日
株式会社ザ・コンベンショ
ン

東京都港区北青山２－７
－９

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)

2,622,978 2,556,428 97.4% D #REF! 10 亜地政

20
「国会関連業務支援システム
改修」業務委嘱

平成22年2月9日 富士テレコム株式会社
東京都板橋区板橋１－５
３－２

現在稼働中のシステムの移設等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、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）

1,764,000 1,764,000 100.0% H #REF! 1-1 総

21
エストニア首相一行接遇（宿舎
等契約）

平成22年2月12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、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）

1,555,275 1,555,275 100.0% C #REF! 1-6 儀

22
ケニア共和国首相夫妻一行接
遇（宿舎等契約）

平成22年2月15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）

1,868,230 1,868,230 100.0% C #REF! 1-6 儀

23
「外務省ホームページ内『条約
データ検索ページ』のコンテン
ツ掲載・更新」業務委嘱

平成22年2月16日
エヌ・ティ・ティラーニング
システムズ株式会社

東京都港区南麻布１－６
－１５

外務省ホームページのコンテンツ掲載及び更新作業を
同ホームページの設計と運用及びコンテンツ構築請負
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）

4,986,828 4,986,828 100.0% H #REF! 6 法条

24
「在外公館用ＦＭ放送機等無
線機の保守・運用指導」業務
委嘱

平成22年2月18日 株式会社ケンウッド
神奈川県横浜市緑区白
山１－１６－２

本件保守用部品の提供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）

18,388,860 18,388,860 100.0% F #REF! 7 領安



別紙様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成22年1月1日 ～3月31日）

№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 予定価格
(主管局課)

随意契約理由 契約金額
備　　考

落札率
(契約種類)

25
「物品・現地職員管理システム
改修」業務委嘱

平成22年2月18日
新日鉄ソリューションズ株
式会社

東京都中央区新川２－２
０－１５

現在稼働中のシステムの改修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、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）

16,857,225 16,800,000 99.6% H #REF! 1-5 在

26

２０１０日本ＡＰＥＣ第１回高級
実務者会合（ＳＯＭ１）及び関
連会合における会場賃貸借契
約

平成22年2月18日
財団法人広島平和文化
センター

広島県広島市中区中島
町１－２

誘致を希望する自治体に対し会合開催に必要な条件を
提示したところ、複数の提案があったが、候補施設に対
する比較検討の結果、必要な条件を満たす案が１つに
限られたことから、他に競争を許さないため。（会計法第
２９条の３第４項）

13,905,700
13,905,700
(6,257,565)

100.0% M #REF! 1-9 ＡＰ準

本件は各省庁の合同
契約であり、契約金額１
３，９０５，７００円のう
ち、取り決めにより当省
負担額は６，２５７，５６
５円となっている。

27

２０１０日本ＡＰＥＣ第１回高級
実務者会合（ＳＯＭ１）及び関
連会合における会場賃貸借契
約

平成22年2月18日 株式会社プリンスホテル
東京都豊島区南池袋１－
１６－１５

契約の相手方は、当該地域において大規模会合等を十
分に実施可能とする施設が存在しない中で、警備、立
地条件、受入体制など一定の条件を満たす限られた施
設の一つであり、他に競争を許さないため。（会計法第
29条の3第4項）

176,144,151
176,144,151
(79,264,868)

100.0% M #REF! 1-9 ＡＰ準

本件は各省庁の合同
契約であり、契約金額
176,144,151円のうち、
取り決めにより当省負
担額は79,264,868円と
なっている。

28
「クローズドＬＡＮ・オープンＬＡ
Ｎ機能開発・改修」業務委嘱

平成22年2月19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、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
はなく、他に競争を許さないため。（会計法第２９条の３
第４項）

174,569,220 174,569,220 100.0% H #REF! 1-3 信

29

「ＡＳＥＭセミナー『欧州とアジ
アの経験は、両地域間の交流
促進に活用できるか（ＡＳＥＭ
８にむけて）』」開催業務委嘱

平成22年2月19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１－１
２－６

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）

3,561,939 3,559,090 99.9% D #REF! 13 欧ア欧

30
「事務所移転等に伴う基幹通
信網アクセス回線の移設」業
務委嘱

平成22年2月19日 ＫＤＤＩ株式会社
東京都千代田区飯田橋３
－１０－１０

現在敷設されている回線の移設を同回線の構築業者で
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）

2,194,000 2,194,000 100.0% H #REF! 1-3 信

31
「２０１０年ＡＰＥＣ第一回高級
実務者会合におけるワーキン
グランチ」開催業務委嘱

平成22年2月19日
グランドプリンスホテル広
島

広島県広島市南区元字
品町２３－１

会合会場は街中から遠距離にあり、昼食時間をから移
動時間等を考慮すると同一ホテル内での開催とせざる
を得ないので、他に競争を許さないため。（会計法第２９
条の３第４項）

1,017,650
1,017,650
(457,942)

100.0% E #REF! 4 経ア太

本件は各省庁の合同
契約であり、契約金額
1,017,650円のうち、取り
決めにより当省負担額
は457,942円となってい
る。

32
「増設大量発給公館用サー
バー機器一式の設置展開作
業」業務委嘱

平成22年2月22日
新日鉄ソリューションズ株
式会社

東京都中央区新川２－２
０－１５

一般競争入札により機器賃貸借保守業者を選定したも
のであるが、本設置展開業務についても、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）

16,461,240 16,461,240 100.0% H #REF! 7 領外

33
「在ギニア大使館の在外ＬＡＮ
機器移設」業務委嘱

平成22年2月22日
新日鉄ソリューションズ株
式会社

東京都中央区新川２－２
０－１５

現在稼働中のシステムの移設等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、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）

6,536,475 6,536,475 100.0% H #REF! 1-3 信

34
「戸籍先例全部検索システム
『全索』・更新版」の購入

平成22年2月23日 日本加除出版株式会社
東京都豊島区南長崎３－
１６－６

本契約は、「全索」の出版・販売元である日本加除出版
株式会社からの直接販売であり、排他的権利の保護の
観点から他社より調達することができず、他に競争を許
さないため。（会計法第２９条の３第４項）

2,457,000 2,184,000 88.8% L #REF! 7 領サ

35
「アジア紛争下での女性尊厳
事業（韓国）」業務委嘱

平成22年2月23日
特定非営利活動法人ＣＣ
ＳＥＡ朋

香川県丸亀市綾歌町岡
田西１３８９

本件は、平成１８年度末で解散した財団法人女性のた
めのアジア平和国民基金が行っていた事業のフォロー
アップ調査であり、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、同基金関係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）。

1,051,945 1,051,945 100.0% J #REF! 10 亜地政



別紙様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成22年1月1日 ～3月31日）

№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 予定価格
(主管局課)

随意契約理由 契約金額
備　　考

落札率
(契約種類)

36

在ナイジェリア日本国大使館
事務所・公邸新営計画基本設
計の変更及び現地コンサルタ
ント選定準備協力業務委託

平成22年2月26日
株式会社黒川紀章建築
都市設計事務所

東京都港区赤坂９－５－
１４

業務の整合性・継続性を確保する観点から、前年度より
本件を委託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）。

21,243,846 20,780,000 97.8% G #REF! 1-5 在

37
「ODA広報テレビ番組『知花く
ららの地球サポーター』衛星放
送及び地方放送」業務委嘱

平成22年3月1日 株式会社博報堂
東京都港区赤坂５－３－
１

本契約の相手方は、当該テレビ番組の著作権を有する
テレビ局により、衛星放送及び地方局放送用の制作を
許可されてい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)

9,999,990 9,999,990 100.0% J #REF! 5 国協評報

38
「外務省研修所警備カメラの
更新作業等」業務委嘱

平成22年3月2日 綜合警備保障株式会社
東京都港区元赤坂１－６
－６

既存の警備カメラシステムを再使用するため、同システ
ム設置業者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）

2,489,550 1,777,650 71.4% F #REF! 1-9 研

39
「アジア紛争下での女性尊厳
事業（フィリピン及びインドネシ
ア）」業務委嘱

平成22年3月6日 特定個人 特定個人住所

本件は、平成１８年度末で解散した財団法人女性のた
めのアジア平和国民基金が行っていた事業のフォロー
アップ調査であり、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、同基金関係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）。

1,052,583 1,052,583 100.0% J #REF! 10 亜地政

40
ルーマニア大統領夫妻一行接
遇（宿舎等契約）

平成22年3月8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の3第4項）

2,490,420 2,490,420 100.0% C #REF! 1-6 儀

41
外務省本省庁舎の免震装置

平成22年3月8日 株式会社竹中工務店
東京都江東区新砂１－１

再度の入札をもってしても落札者がなかったため、過去
に実績のある同社に対し予定価格範囲内での契約を交

8,316,000 8,295,000 99.7% F #REF! 1-4 会41
外務省本省庁舎の免震装置
定期点検業務

平成22年3月8日 株式会社竹中工務店
東京都江東区新砂１－１
－１

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）

8,316,000 8,295,000 99.7% F #REF! 1-4 会

42
東ティモール大統領一行接遇
（宿舎等契約）

平成22年3月12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）

2,035,600 2,035,600 100.0% C #REF! 1-6 儀

43
「ＣＭＳ冗長化導入に伴うシス
テム環境構築」業務委嘱

平成22年3月12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構築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、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）

4,037,040 4,037,040 100.0% H #REF! 1-7 報IT

44
「ハードウェア及びソフトウェア
一式」の購入

平成22年3月18日
新日鉄ソリューションズ株
式会社

東京都中央区新川２－２
０－１５

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）

12,000,345 11,985,057 99.8% H #REF! 1-3 信

45
タンザニア首相一行接遇（宿
舎等契約）

平成22年3月23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・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）

2,427,600 2,427,600 100.0% C #REF! 1-6 儀

46
パプアニューギニア首相一行
接遇（宿舎等契約）

平成22年3月26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・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）

2,785,050 2,785,050 100.0% C #REF! 1-6 儀

47 「ＬＡＮ配線」業務委嘱 平成22年3月26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の配線業務を同ＬＡＮの構築
業者である契約の相手方に委嘱するものであり、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）

2,406,852 2,406,852 100.0% J #REF! 1-3 信

48

「２１世紀パートナーシップ招
へい（パキスタン：アフマド・ラ
シード・国際政治評論家）」業
務委嘱

平成22年3月26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)

1,004,419 1,004,419 100.0% C #REF! 10 亜西



別紙様式２　(契約一覧）

⑥　その他の随意契約方式 （期間　平成22年1月1日 ～3月31日）

№ 件　名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所 予定価格
(主管局課)

随意契約理由 契約金額
備　　考

落札率
(契約種類)

49
在ホーチミン日本国総領事館
事務所新営工事

平成22年3月29日 鹿島建設株式会社
東京都港区元赤坂１－３
－８

再度の入札をもってしても落札者がなかったため、応札
に参加した者の中で も高い評価の同社に対し予定価
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）。

1,074,489,100 1,073,600,000 99.9% G #REF! 1-5 在

50
「インターネット接続および
広域イーサネット網サービ
ス」利用契約

－ ＫＤＤＩ株式会社
東京都千代田区飯田
橋３－１０－１０

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)

－ － －

51
「霞が関ＷＡＮサービス」利
用契約

－
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)

－ － －

52
「外務省研修所警備カメラの
更新作業等」業務委嘱

平成22年3月2日 綜合警備保障株式会社
東京都港区元赤坂１－６
－６

既存の警備カメラシステムを再使用するため、同システ
ム設置業者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）。

2,489,550 1,777,650 71.4% F #REF! 1-4 会

件数： 52 件

契約金額： 1,485,056,009 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（少額を理由に随意契約によることが認められている契約）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


