
別記様式１　   　総括表

入　　札　　方　　式 件　　数 備　　考

・　総契約件数 180 件

（内訳）

①　 一般競争方式（政府調達に関する協定適用対象） 7 件

②　 一般競争方式（①以外） 63 件

③　 指名競争方式 6 件

④ 　企画競争に基づく随意契約方式 12 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 89 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。

（契約期間　平成22年10月1日～12月31日）



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） （契約期間　平成22年10月1日～12月31日）

1
「オフセット印刷機一式」賃貸借
契約

平成22年10月18日 リコーリース株式会社 東京都江東区東雲１－７－１２ 3 33,020,400 30,106,650 91.1% M 賃貸借 1-1
官房総務
課

2
「領事業務情報システムにおける
個別システム（旅券発給管理シス
テム）の設計・構築等」業務委嘱

平成22年10月20日 富士通株式会社 東京都港区東新橋１－５－２ 3 1,783,713,000 1,281,000,000 71.8% H
システム
関係

7 領事局

3
「２０１０年日本ＡＰＥＣ用無線シス
テムの提供」業務委嘱

平成22年10月25日 田中電気株式会社
東京都千代田区外神田１－１５－１
３

2 111,244,455 91,875,000 82.5% H
システム
関係

1-9
その他大
臣官房

本件は各省庁による合同入札
であり、契約金額９１，８７５，００
０円のうち、取り決めにより当省
負担額は４１，３４３，７５０円と
なっている。

4
「領事業務情報システムにおける
統合プラットフォームの設計・構
築」業務委嘱

平成22年10月25日 富士通株式会社 東京都港区東新橋１－５－２ 3 749,601,000 357,000,000 47.6% H
システム
関係

7 領事局

5
「認証システム機器等一式」賃貸
借契約

平成22年11月29日
①東京センチュリーリース株式会社
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

1 370,749,963 335,020,140 90.3% M 賃貸借 7 領事局

6
「申請書画像ファイリング・ディス
ク装置等一式」賃貸借保守

平成22年12月16日 株式会社東芝 東京都港区芝浦１－１－１ 1 25,652,232 22,428,000 87.4% M 賃貸借 7 領事局

7
「在外経理システム再構築のた
めのハードウェア及びソフトウェア
等」賃貸借保守

平成22年12月17日 日本電気株式会社 東京都港区芝５－７－１ 4 88,073,969 48,737,841 55.3% M 賃貸借 1-5
在外公館
課

件数： 7件

契約金額：

主管局課：大臣官房････1-1．官房総務課、1-2．人事課、1-3．情報通信課、1-4．会計課、1-5．在外公館課、1-6．儀典官室、1-7．外務報道官、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．軍縮不拡散・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

契約種類：　　Ａ通訳　Ｂ調査・研究　Ｃ招聘　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・建築サービス　Ｈｼｽﾃﾑ関係　Ｉ情報配信・モニタリング　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

2,166,167,631円

（主管局課）

備　　　　　　　　　　　　考
応札者数 予定価格 契約金額 落札率

（契約種類）
No. 件名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所



別記様式２ 　（契約一覧　）

② 一般競争方式（①以外） （契約期間　平成22年10月1日～12月31日）

1
「２０１０年日本ＡＰＥＣ首脳会議
会場他の仮設外周フェンス等設
置」工事契約

平成22年10月1日 株式会社ナガワ
埼玉県さいたま市大宮区桜
木町１－１０－１７

2 37,380,000 22,575,000 60.3% G
工事・建築
サービス

1-9
その他大
臣官房

本件は各省庁による合同
入札であり、契約金額２
２，５７５，０００円のうち、
取り決めにより当省負担
額は１０，１５８，７５０円と
なっている。

2
「羽田空港・横浜仮設事務所にお
けるネットワーク機器」賃貸借契
約

平成22年10月1日 株式会社リコー
東京都太田区中馬込１－３
－６

1 2,879,100 2,835,000 98.4% M 賃貸借 1-3
情報通信
課

3
「大臣官房日本ＡＰＥＣ準備事務
局における労働者（５名）」派遣契
約

平成22年10月1日 株式会社ＡＡＡ
東京都町田市原町田６－１
８－１３

7 2,310 ＠1,258 54.4% N 派遣職員 1-9
その他大
臣官房

単価契約
本件は各省庁による合同
入札であり、契約金額の
うち、取り決めにより当省
負担額は契約金額の４
５％となっている。

4
「ＩＣレコーダー及び整理用収納
箱」の購入

平成22年10月4日 株式会社イワナシ
東京都新宿区北山伏町２－
２

5 3,040,800 2,155,650 70.8% L 物品購入 9 研修所

5
「２０１０年日本ＡＰＥＣにおけるプ
リンター」賃貸借保守

平成22年10月6日 エイトレント株式会社
大阪府大阪市北区茶屋町１
８－２１

4 7,663,425 2,506,350 32.7% M 賃貸借 1-3
情報通信
課

6
「２０１０年日本ＡＰＥＣリーダーズ
ウィークにかかる多機能付き携帯
電話」賃貸借契約

平成22年10月8日
株式会社エコム・ソリューション
ズ

東京都千代田区五番町２－
４

2 1,705,200 ＠40ほか - M 賃貸借 1-9
その他大
臣官房

本件は各省庁による合同
入札であり、契約金額の
うち、取り決めにより当省
負担額は契約金額の４
５％となっている。
単価契約
落札金額（９８１,４６６円）

7
「２０１０年日本ＡＰＥＣリーダーズ
ウィークにおける接遇・連絡調整
支援」業務委嘱

平成22年10月12日 株式会社コングレＧ
沖縄県那覇市久茂地３－１
－１

2 12,803,752 3,063,900 23.9% C
招聘・賓客
接遇

1-9
その他大
臣官房

本件は各省庁による合同
入札であり、契約金額３，
０６３，９００円のうち、取
り決めにより当省負担額
は１，３７８，７５５円となっ
ている。

8
「中国の海洋進出に関する調査」
業務委嘱

平成22年10月12日 財団法人未来工学研究所
東京都江東区深川２－６－
１１

4 2,508,000 2,394,000 95.4% B 調査・研究 8
国際情報
統括官

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

（契約種類） （主管局課）



別記様式２ 　（契約一覧　）

② 一般競争方式（①以外） （契約期間　平成22年10月1日～12月31日）

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

（契約種類） （主管局課）

9
「２０１０年日本ＡＰＥＣ首脳会議
等における車輌接遇等」業務委
嘱

平成22年10月13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

2 490,980,000 304,500,000 62.0% C
招聘・賓客
接遇

1-9
その他大
臣官房

本件は各省庁による合同
入札であり、契約金額３０
４，５００，０００円のうち、
取り決めにより当省負担
額は１３７，０２５，０００円
となっている。

10
「平成２２年度中東和平青年招
聘」業務委嘱

平成22年10月14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 4,689,795 3,698,610 78.8% C
招聘・賓客
接遇

14
中東アフリ
カ局

11
「外務省研修所労働者（１名）」派
遣契約

平成22年10月18日 アソート株式会社
大阪府大阪市北区梅田１－
２－２

12 1,436 ＠993 69.1% N 派遣職員 9 研修所 単価契約

12

「国際シンポジウム『拡散に対す
る安全保障構想（ＰＳＩ）オペレー
ション専門家会合（ＯＥＧ）』」開催
業務委嘱

平成22年10月19日 有限会社ビジョンブリッジ
東京都世田谷区宮坂３－２
１－２

3 5,591,630 4,753,282 85.0% D
事業実施・
会議運営

3
軍縮不拡
散・科学部

13
「羽田空港・パシフィコ横浜におけ
る広域ネットワーク回線」賃貸借
契約

平成22年10月20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

2 4,397,305 2,299,500 52.2% M 賃貸借 1-9
その他大
臣官房

本件は各省庁による合同
入札であり、契約金額２，
２９９，５００円のうち、取
り決めにより当省負担額
は１，０３４，７７５円となっ
ている。

14
「２０１０年日本ＡＰＥＣ首脳会議
等における報道関係者用車輌接
遇等」業務委嘱

平成22年10月21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

3 34,807,500 20,997,340 60.3% C
招聘・賓客
接遇

1-9
その他大
臣官房

15
「森林保全と気候変動に関する閣
僚級会合における車両提供」業
務委嘱

平成22年10月21日 日本通運株式会社
東京都港区東新橋１－９－
３

2 1,398,000 1,056,300 75.5% J
その他業
務委嘱

5
国際協力
局

16
「在外公館医務官室用備品『ＡＥ
Ｄ（自動体外式除細動器）一式』２
２セット」の購入

平成22年10月22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

3 5,389,650 3,649,800 67.7% L 物品購入 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） （契約期間　平成22年10月1日～12月31日）

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

（契約種類） （主管局課）

17 「ソフトウェア一式」の購入 平成22年10月22日 日本電気株式会社 東京都港区芝５－７－１ 4 2,764,860 938,910 33.9% L 物品購入 1-3
情報通信
課

18
「ネットワーク関連機器等一式」の
購入

平成22年10月25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

4 6,384,892 4,893,000 76.6% L 物品購入 1-3
情報通信
課

19
「２０１０年日本ＡＰＥＣ首脳会議
等における東京国際空港記者作
業室の設営等」業務委嘱

平成22年10月27日 広友リース株式会社 東京都港区赤坂１－４－１７ 4 11,424,000 6,300,000 55.1% J
その他業
務委嘱

1-9
その他大
臣官房

20
「２０１０年日本ＡＰＥＣにおけるパ
シフィコ横浜用ネットワーク機器」
賃貸借保守

平成22年10月27日 株式会社リコー
東京都大田区中馬込１－３
－６

1 3,025,050 2,992,500 98.9% M 賃貸借 1-3
情報通信
課

21
「２０１０年日本ＡＰＥＣにおけるパ
シフィコ横浜用備品等一式」の購
入

平成22年10月27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

2 2,614,500 1,794,450 68.6% L 物品購入 1-3
情報通信
課

22
「ドミニカ共和国国家エネルギー
委員長招聘」業務委嘱

平成22年10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

3 1,217,469 992,014 81.4% C
招聘・賓客
接遇

3
軍縮不拡
散・科学部

23
「２０１０年日本ＡＰＥＣにおけるメ
ディカルルームの設営・運営」業
務委嘱

平成22年11月2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 6,121,500 3,087,000 50.4% D
事業実施・
会議運営

1-9
その他大
臣官房

本件は各省庁による合同
入札であり、契約金額３，
０８７，０００円のうち、取
り決めにより当省負担額
は１，３８９，１５０円となっ
ている。

24
「開発途上国からの研修生受入
れに伴う実態調査」業務委嘱

平成22年11月2日 財団法人国際研修協力機構
東京都港区浜松町１－１８
－１６

2 2,202,195 2,099,438 95.3% B 調査・研究 7 領事局

25
「２０１０年日本ＡＰＥＣ関連動画
配信」業務委嘱

平成22年11月5日 株式会社Ｊストリーム 東京都港区芝２－５－６ 3 5,313,000 1,307,145 24.6% J
その他業
務委嘱

1-9
その他大
臣官房

本件は各省庁による合同
入札であり，契約金額１，
３０７，１４５円のうち，取
り決めにより当省負担金
は５８８，２１５円となって
いる。



別記様式２ 　（契約一覧　）

② 一般競争方式（①以外） （契約期間　平成22年10月1日～12月31日）

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

（契約種類） （主管局課）

26
「シンポジウム『国連と平和構築
の包括的アプローチ（仮題）』」開
催業務委嘱

平成22年11月8日 株式会社日産社
東京都港区赤坂２－１７－６
０

6 5,678,451 5,225,817 92.0% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局

27
「大臣官房国際報道官室におけ
る労働者」派遣契約

平成22年11月8日 株式会社ティム・プラニング
東京都豊島区東池袋４－１
４－１

7 3,150 ＠1,543 48.9% N 派遣職員 1-7
外務報道
官

単価契約

28
「ＮＩＳ諸国外交官等招聘」業務委
嘱

平成22年11月18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 4,300,818 3,222,668 74.9% C
招聘・賓客
接遇

13 欧州局

29
「日本外交文書の電子画像デー
タ作成」業務委嘱

平成22年11月18日 株式会社ニチマイ
東京都文京区本郷１－１０
－９

2 1,378,125 1,323,000 96.0% J
その他業
務委嘱

1-9
その他大
臣官房

30
「平成２０年版条約集７００部（二
国間条約集及び多数国間条約集
各３５０部）」印刷製本業務委嘱

平成22年11月19日 株式会社アイネット
東京都中央区銀座７－１６
－２１

4 14,934,318 14,479,500 96.9% K 物品製造 6 国際法局

31
「人事計画用情報管理システム
更新」業務委嘱

平成22年11月22日
①日立キャピタル株式会社
②株式会社 日立製作所

①東京都千代田区飯田橋２
－１８－２
②東京都江東区新砂１－６
－２７

4 4,886,070 2,305,590 47.1% H
システム
関係

1-2 人事課

32
「防災分野における南東欧地域
協力促進ワークショップ実施」業
務委嘱

平成22年11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

3 1,861,381 1,430,441 76.8% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

33
「メコン地域における官民協力・連
携促進フォーラム（日メコン全体
会合）」開催業務委嘱

平成22年11月24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 4,667,608 3,269,895 70.0% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局



別記様式２ 　（契約一覧　）

② 一般競争方式（①以外） （契約期間　平成22年10月1日～12月31日）

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

（契約種類） （主管局課）

34
「『日本外交文書』（「日中戦争」
（全４巻））」印刷製本業務委嘱

平成22年11月26日 株式会社六一書房
東京都千代田区神田神保
町２－２－２２

2 6,680,100 5,565,000 83.3% K 物品製造 1-9
その他大
臣官房

35
「データ保存用メディア（ＬＴＯカー
トリッジ及びＤＡＴ等一式）」の購入

平成22年11月26日 株式会社磁気研究所
東京都千代田区神田佐久
間町１－１７

6 7,808,850 4,183,362 53.5% L 物品購入 1-3
情報通信
課

36
「臨時通信システム用ＵＳＢメモ
リ」の購入

平成22年11月30日 株式会社エンターオン
東京都千代田区飯田橋４－
５－１４

4 3,612,840 1,663,200 46.0% L 物品購入 1-3
情報通信
課

37
「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12月1日 有限責任監査法人トーマツ
東京都港区芝浦４－１３－２
３

1 7,073,220 6,946,550 98.2% B 調査・研究 13 欧州局

38
「第３回ＡＲＦ海上安全保障ＩＳＭ
東京会合」開催業務委嘱

平成22年12月3日 株式会社ステージ
東京都豊島区高松１－１１
－１６

5 3,100,422 3,059,851 98.6% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局

39
「開発のための革新的資金調達
に関するリーディング・グループ
第８回総会」開催業務委嘱

平成22年12月6日 株式会社インターグループ 東京都港区赤坂２－２－１２ 5 9,473,915 8,203,272 86.5% D
事業実施・
会議運営

5
国際協力
局

40

「中国東北部の経済開発計画と
北朝鮮のあり得べき経済開発計
画との連携可能性に関する調査」
業務委嘱

平成22年12月6日
一般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

3 2,508,000 2,100,000 83.7% B 調査・研究 8
国際情報
統括官

総合評価

41
「事務用椅子（ローバック）」の購
入

平成22年12月7日 株式会社フォーサイト
東京都中央区八丁堀４－１
０－８

7 11,910,150 11,710,755 98.3% L 物品購入 1-4 会計課

42
「平成２３年版外交青書（閣議版
及び市販版）」製本（印刷）業務委
嘱

平成22年12月8日 日経印刷株式会社
東京都千代田区飯田橋２－
１６－２

2 5,679,450 3,570,000 62.8% K 物品製造 2
総合外交
政策局



別記様式２ 　（契約一覧　）

② 一般競争方式（①以外） （契約期間　平成22年10月1日～12月31日）

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

（契約種類） （主管局課）

43
船橋分室の外交史料館書庫への
用途変更に伴う改修工事

平成22年12月8日 株式会社大松建設 千葉県成田市取香１７８－１ 1 74,204,794 73,500,000 99.0% G
工事・建築
サービス

1-4 会計課

44
「国連総会手続規則の事例調査」
業務委嘱

平成22年12月9日
財団法人平和・安全保障研究
所

東京都港区赤坂１－８－６ 1 2,799,000 2,538,574 90.6% B 調査・研究 2
総合外交
政策局

総合評価

45
「アジア協力対話（ＡＣＤ）第７回環
境教育推進対話」開催業務委嘱

平成22年12月9日 株式会社ステージ
東京都豊島区高松１－１１
－１６

5 2,776,675 2,144,500 77.2% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

46
「守衛用制服（冬用２５式）」の購
入

平成22年12月9日 東光商事株式会社
神奈川県横須賀市根岸町２
－３３－１

3 2,250,150 2,044,350 90.8% L 物品購入 1-4 会計課

47
「船橋分室改修工事に係る工事
監理」業務委嘱

平成22年12月9日 株式会社翔設計
東京都渋谷区千駄ヶ谷４－
２４－１５

1 2,537,640 1,995,000 78.6% G
工事・建築
サービス

1-4 会計課

48
「在タイ日本国大使館旧事務所鑑
定評価」業務委嘱

平成22年12月10日 財団法人日本不動産研究所 東京都港区虎ノ門１－３－２ 4 1,824,375 817,000 44.7% J
その他業
務委嘱

1-5
在外公館
課

49
「在エジプト日本国大使館新事務
所整備等事業にかかる財務モニ
タリング協力」業務委嘱

平成22年12月15日
フェリーチェコンサルティング株
式会社

神奈川県川崎市宮前区土
橋１－２１－１５

5 1,805,013 936,600 51.8% I
情報配信・
モニタリン
グ

1-5
在外公館
課

50 「サーバー等」の購入 平成22年12月17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 10,751,764 10,490,970 97.5% L 物品購入 1-3
情報通信
課

51
「第２回日米露三極有識者会合」
開催業務委嘱

平成22年12月17日 株式会社ブルーシップトラベル
東京都文京区本郷３－１８
－１４

6 3,795,524 2,292,959 60.4% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局



別記様式２ 　（契約一覧　）

② 一般競争方式（①以外） （契約期間　平成22年10月1日～12月31日）

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

（契約種類） （主管局課）

52
「現地ＯＤＡタスクフォース遠隔セ
ミナー」開催業務委嘱

平成22年12月21日
株式会社イベントアンドコンベ
ンションハウス

東京都台東区台東４－２７
－５

3 4,026,638 1,712,067 42.5% D
事業実施・
会議運営

5
国際協力
局

53
「臨時通信システム用パソコン」
の購入

平成22年12月22日
株式会社富士通マーケティン
グ・オフィスサービス

東京都千代田区神田練塀
町３

7 13,150,200 6,493,641 49.3% L 物品購入 1-3
情報通信
課

54
「査証事務支援システム用バー
コードラベル５，７６７巻」の購入

平成22年12月22日 ナカバヤシ株式会社
大阪府大阪市中央区北浜
東１－２０

3 9,203,250 5,813,136 63.1% L 物品購入 7 領事局

55
「コミュニティのおける効果的母子
保健施策パッケージ策定のため
の調査」業務委嘱

平成22年12月27日
一般社団法人国際母子保健研
究所

兵庫県神戸市北区藤原台
中町２－４－１

1 7,000,000 6,982,500 99.7% B 調査・研究 5
国際協力
局

総合評価

56
「在外公館施設の保守・維持管理
業務にかかる補助職員［アフリカ
１他地域］」派遣契約

平成22年12月28日 株式会社利根エンジニア 東京都新宿区左門町４ 2 25,629,494 24,899,999 97.1% N 派遣職員 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） （契約期間　平成22年10月1日～12月31日）

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

（契約種類） （主管局課）

57
「在外公館施設の保守・維持管理
業務にかかる補助職員［アフリカ
２地域］」派遣契約

平成22年12月28日 株式会社利根エンジニア 東京都新宿区左門町４ 1 23,511,120 23,399,999 99.5% N 派遣職員 1-5
在外公館
課

58
「在外公館施設の保守・維持管理
業務にかかる補助職員［中南米・
中央アジア地域］」派遣契約

平成22年12月28日 株式会社利根エンジニア 東京都新宿区左門町４ 2 22,969,280 22,657,687 98.6% N 派遣職員 1-5
在外公館
課

59

「平成２２年度開発援助調査研究
事業（開発問題に対する国民の
関心の所在とＯＤＡに対する理
解・支持増進の方策）」業務委嘱

平成22年12月28日
株式会社国際開発ジャーナル
社

東京都港区赤坂２－１３－１
９

1 10,916,230 8,738,100 80.0% B 調査・研究 5
国際協力
局

総合評価

60

「平成２２年度開発援助調査研究
事業（アジア地域新興ドナーの南
南・三角協力支援の現状と今後
の方向性）」業務委嘱

平成22年12月28日
一般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

4 12,725,530 7,245,000 56.9% B 調査・研究 5
国際協力
局

総合評価

61
「平成２２年度ロシア公務員養成
講座『農業・漁業政策』実施」業務
委嘱

平成22年12月28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 8,697,059 5,554,062 63.8% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

62

「平成２２年度開発援助調査研究
事業（中国語を含む公開情報の
収集・分析等を通じた中国による
途上国支援の実態及び援助政策
の現状並びにそれを国際的な援
助の世界でどう位置付けるべき
かについての分析）」業務委嘱

平成22年12月28日
株式会社日本能率協会総合研
究所

東京都港区芝公園３－１－
２２

1 12,633,970 4,864,650 38.5% B 調査・研究 5
国際協力
局

総合評価

63
「第７回アジア不拡散協議」開催
業務委嘱

平成22年12月28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 1,437,259 1,132,855 78.8% D
事業実施・
会議運営

3
軍縮不拡
散・科学部

件数： 63件

契約金額：

主管局課：大臣官房････1-1．官房総務課、1-2．人事課、1-3．情報通信課、1-4．会計課、1-5．在外公館課、1-6．儀典官室、1-7．外務報道官、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．軍縮不拡散・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

695,401,739円

契約種類：　　Ａ通訳　Ｂ調査・研究　Ｃ招聘　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・建築サービス　Ｈｼｽﾃﾑ関係　Ｉ情報配信・モニタリング　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



別記様式２ 　（契約一覧）

③ 指名競争方式 （契約期間　平成22年10月1日～12月31日）

1
「新日中友好２１世紀委員会第２
回会合」開催業務委嘱

平成22年10月21日 株式会社ステージ
東京都豊島区高松１－１１
－１６

5 6,258,793 2,818,092 45.0% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

2

「外務大臣主催夕食会及び外務
副大臣主催レセプション開催の
ためのケータリング業務一式」業
務委嘱

平成22年10月26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 3 2,567,124 2,044,843 79.6% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

10
アジア大
洋州局

3
在東ティモール日本国大使館事
務所新営工事契約

平成22年11月10日 大日本土木株式会社
岐阜県岐阜市宇佐南１－６
－８

3 864,819,763 806,000,000 93.1% G
工事・建築
サービス

1-5
在外公館
課

4
「自治体国際交流活動支援レセ
プション」開催業務委嘱

平成22年11月11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 3 1,953,000 1,281,000 65.5% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

1-1
官房総務
課

5
「外務大臣夫妻主催天皇誕生日
祝賀レセプション」開催業務委嘱

平成22年11月15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 3,585,750 3,328,500 92.8% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

1-6 儀典官室

6
「在東ティモール日本国大使館
事務所新営工事にかかる工事監
理」業務委嘱

平成22年12月6日
株式会社伊藤喜三郎建築
研究所

東京都品川区東五反田１－
２－３３

4 20,891,248 14,175,000 67.8% G
工事・建築
サービス

1-5
在外公館
課

件数： 6件

契約金額：

主管局課：大臣官房････1-1．官房総務課、1-2．人事課、1-3．情報通信課、1-4．会計課、1-5．在外公館課、1-6．儀典官室、1-7．外務報道官、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．軍縮不拡散・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

契約種類：　　Ａ通訳　Ｂ調査・研究　Ｃ招聘　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・建築サービス　Ｈｼｽﾃﾑ関係　Ｉ情報配信・モニタリング　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

No. 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

829,647,435円

予定価格 契約金額 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 （契約期間　平成22年10月1日～12月31日）

備考２

応募者数

1
「平成２２年度在外危機管理
セミナー」開催業務委嘱

平成22年10月4日
コントロール・リスクス・グルー
プ株式会社

東京都港区赤坂４－２
－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）。

7,981,000 7,948,000 99.5% D
事業実施・
会議運営

7 領事局 1

2

「ＮＧＯによるテーマ別能力
向上プログラム（ＮＧＯ組織・
活動に係るデータブック作
成）」業務委嘱

平成22年10月5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 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）。

4,870,000 4,864,860 99.8% J
その他業
務委嘱

5
国際協力
局

1

3

「対ロシア技術支援日本セン
ター巡回講座／訪日研修事
業『環境ビジネス（極東部）』」
業務委嘱

平成22年10月6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 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 12,860,329 98.9% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局 1

4
「『ＥＰＡ／ＦＴＡ（仮）』パンフ
レット」作成業務委嘱

平成22年10月8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

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 2,415,000 96.6% K 物品製造 1-7
外務報道
官

3

5
「日中研究交流支援事業（第
一分野）」業務委嘱

平成22年10月22日 早稲田大学現代中国研究所
東京都新宿区西早稲
田１－６－１

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）。

6,200,000 6,189,213 99.8% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

19

6
「開発援助研修事業」委託契
約

平成22年11月5日
財団法人国際開発高等教育機
構

東京都港区赤坂７－１
－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）。

100,984,000 63,304,047 62.6% D
事業実施・
会議運営

5
国際協力
局

1

7
「危機管理要員研修」業務委
嘱

平成22年11月17日
コントロール・リスクス・グルー
プ株式会社

東京都港区赤坂４－２
－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）。

6,274,000 6,186,000 98.5% J
その他業
務委嘱

7 領事局 2

8
「第６回日豪１．５トラック安全
保障対話実施」業務委嘱

平成22年11月29日 財団法人日本国際フォーラム
東京都港区赤坂２－１
７－１２

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）。

4,650,000 4,528,072 97.3% J
その他業
務委嘱

10
アジア大
洋州局

1

9
「平成２２年度『海外安全・パ
スポート管理促進キャンペー
ン』事業」業務委嘱

平成22年12月1日 株式会社ダイナモ
東京都港区赤坂７－６
－３８

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）。

22,890,000 22,470,000 98.1% D
事業実施・
会議運営

7 領事局 政府調達 8

10
「日中研究交流支援事業（第
２分野）」業務委嘱

平成22年12月1日
特定非営利活動法人日中産学
官交流機構

東京都千代田区九段
南２－３－１８

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、競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）。

6,200,000 4,625,503 74.6% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

3

11
「外務省ホームページ『グ
ローカル外交ネット』コンサル
ティング」業務委嘱

平成22年12月3日 株式会社アスコエパートナーズ
東京都中央区築地４
－１－１２

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）。

1,697,000 1,680,000 98.9% J
その他業
務委嘱

1-1
官房総務
課

4

No. 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 契約金額 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 （契約期間　平成22年10月1日～12月31日）

備考２

応募者数
No. 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 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

12
「メディア情勢調査」業務委
託

平成22年12月27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）。

1,200,000 1,178,100 98.1% B 調査・研究 1-7
外務報道
官

1

件数： 12件

契約金額：

主管局課：大臣官房････1-1．官房総務課、1-2．人事課、1-3．情報通信課、1-4．会計課、1-5．在外公館課、1-6．儀典官室、1-7．外務報道官、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．軍縮不拡散・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

契約種類：　　Ａ通訳　Ｂ調査・研究　Ｃ招聘　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・建築サービス　Ｈｼｽﾃﾑ関係　Ｉ情報配信・モニタリング　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

138,249,124円



別記様式２ 　（契約一覧）

⑤ 公募に基づく随意契約方式 （契約期間　平成22年10月1日～12月31日）

備考２

応募者数

1
「２０１０年日本ＡＰＥＣにおけ
る通信インフラ整備」業務委
嘱

平成22年10月5日
東日本電信電話株式
会社

東京都新宿区西新宿
３－１９－２

公募を実施した結果、応募が１社のみであり、また審査
の結果、業務の適正な遂行が認められ、他に競争を許
さないため（会計法第２９条の３第４項）。

329,616,000 329,616,000 100.0% G
工事・建築
サービス

12 中南米局

　　　　　　　政府調達
本件は各省庁による合同契約
であり、契約金額３２９，６１６，
０００円のうち、取り決めにより
当省負担額は１４８，３２７，２０
０円となっている。

1

2
「北方四島住民招聘事業（茨
城）」業務委嘱

平成22年10月8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１者のみであり、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）。

31,157,234 31,157,234 100.0% C
招聘・賓客
接遇

13 欧州局 1

3
「管理者評価システム保守・
運用支援」業務委嘱

平成22年12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

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）。

3,722,775 3,722,775 100.0% H
システム関
係

1-2 人事課 1

件数： 3件

契約金額：

主管局課：大臣官房････1-1．官房総務課、1-2．人事課、1-3．情報通信課、1-4．会計課、1-5．在外公館課、1-6．儀典官室、1-7．外務報道官、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．軍縮不拡散・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

契約種類：　　Ａ通訳　Ｂ調査・研究　Ｃ招聘　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・建築サービス　Ｈｼｽﾃﾑ関係　Ｉ情報配信・モニタリング　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

No. 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

364,496,009円

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）



別記様式２ 　（契約一覧）

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　平成22年10月1日～12月31日）

1
「新日中友好２１世紀委員会第２回会合の開
催に伴う同時通訳」業務委嘱

平成22年10月4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

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
る者を擁しており、他に競争を許さない
ため（会計法第２９条の３第４項）。

1,040,800 1,030,080 98.9% A 通訳 10
アジア大
洋州局

2
「ＡＰＥＣにおける現地事務局等への外務省
ネットワーク延伸に係る設計・構築作業等」業
務委嘱

平成22年10月6日 三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２－７
－３

本件は外務省独自のネットワークであ
るクローズドＬＡＮ及びオープンＬＡＮを
延伸するために必要な関連機器の設
計等作業であり、国内各拠点の通信に
障害を及ぼすことなく作業を確実に遂
行しうる者は当該ネットワークの構築を
行った当該業者以外おらず、他に競争
を許さないため（会計法第２９条の３第
４項）。

2,927,310 2,927,310 100.0% J
その他業
務委嘱

1-3
情報通信
課

3
「ＩＰ電話システムの構築・構成変更」業務委
嘱

平成22年10月6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保守業務を同
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）。

1,567,440 1,367,774 87.2% H
システム関
係

1-3
情報通信
課

4
「ＥＵ代表部への在ベルギー大使館統合作業
及び技術者派遣」業務委嘱

平成22年10月8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へのデータ移行
作業について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）。

17,916,925 17,916,925 100.0% N 派遣職員 1-3
情報通信
課

5
「北方四島住民支援事業（北方四島住民を対
象とした健康診断）検査」業務委嘱

平成22年10月8日 市立根室病院 北海道根室市有磯町１－２

契約相手方の病院は、根室地区におい
て一定の規模の健康診断が行える唯
一の施設であり、他に競争を許さない
ため（会計法第２９条の３第４項）。

2,160,373 2,160,373 100.0% J
その他業
務委嘱

13 欧州局

6
「２０１０年日本ＡＰＥＣにおける港湾１号線及
び２号線の一部」賃貸借契約

平成22年10月8日 横浜市
神奈川県横浜市中区港町１
－１

借上げ地である港湾１号線及び２号線
は横浜市が管理をしており、他に競争
を許さないため（会計法第２９条の３第
４項）。

－ 963,300 － M 賃貸借 1-9
その他大
臣官房

本件は各省庁による合同
契約であり、契約金額９６
３，３００円のうち、取り決
めにより当省負担額は４
３３，４８５円となってい
る。

7
「２０１０年日本ＡＰＥＣ横浜仮設事務所」電力
需給契約

平成22年10月8日 東京電力株式会社
神奈川県横浜市西区高島２
－７－１

本件を当該業者以外と契約し停電等諸
問題が発生した場合、対応責任範囲が
不明確になる等問題解決までに時間を
要し、会議開催に支障を来す恐れがあ
るため、他に競争を許さないため（会計
法第２９条の３第４項）。

－ ＠14.83ほか － L 物品購入 1-9
その他大
臣官房

単価契約

No. 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 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）



別記様式２ 　（契約一覧）

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　平成22年10月1日～12月31日）

No. 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 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

8
「『在留届事実確認機能』の領事関係データ
管理システム及び在留電子届出システムへ
の追加開発作業」業務委嘱

平成22年10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）。

29,332,800 29,332,800 100.0% H
システム関
係

7 領事局 政府調達

9
「大臣主催昼食会及び事務レベル協議（太平
洋・島サミット中間閣僚会合）」業務委嘱

平成22年10月12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

日程が直前に確定したため、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書を招
請した結果、もっとも廉価である同社に
依頼したものであり、他に競争を許さな
いため（会計法第２９条の３第４項）。

1,199,520 1,166,403 97.2% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

10 「電信システムの改修」業務委嘱 平成22年10月13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）。

1,475,775 1,475,775 100.0% H
システム関
係

1-3
情報通信
課

11
２０１０年日本ＡＰＥＣ開催会議会場等借上等
契約

平成22年10月15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

本件は開催地である横浜市からの提案
を基に調査を行った結果会議開催が可
能と判断された施設であり、他に競争を
許さないため（会計法第２９条の３第４
項）。

484,053,804 484,053,804 100.0% M 賃貸借 1-9
その他大
臣官房

12
「ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物処理業務
及び収集・運搬」業務委嘱

平成22年10月15日
日本環境安全事業株
式会社

東京都港区芝１－７－１７

PCB廃棄物は電力会社なと膨大なPCB
廃棄物を保管する事業者を除いて、国
の指導監視のもと、全国５ヶ所にある日
本環境安全事業株式会社のPCB廃棄
物処理施設に処理を委託して処分する
ことができ、同社は同廃棄物処理を委
託でき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）。

8,514,600 8,514,600 100.0% J
その他業
務委嘱

1-4 会計課

13
「基幹通信網関連機器等の移設作業」業務
委嘱

平成22年10月15日 三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２－７
－３

現在稼働中のシステムの移設業務を同
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）。

5,325,500 5,083,580 95.4% H
システム関
係

1-3
情報通信
課



別記様式２ 　（契約一覧）

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　平成22年10月1日～12月31日）

No. 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 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

14
「ボツワナ大統領一行接遇（宿舎等契約）」業
務委嘱

平成22年10月15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）。

1,794,330 1,794,330 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典官室

15
「グアテマラ大統領一行接遇（宿舎等契約）」
業務委嘱

平成22年10月19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）。

1,767,817 1,767,817 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典官室

16
「会計手続システムの次世代共通プラット
フォームへの移行作業」業務委嘱

平成22年10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を新たに構築す
るプラットフォームに移行する作業を同
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、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）。

5,341,875 5,341,875 100.0% H
システム関
係

1-4 会計課

17
「外務大臣の米国及びベトナム訪問に伴う
チャーター機運行」業務委嘱

平成22年10月21日
丸紅エアロスペース
株式会社

東京都千代田区大手町１－４
－２

日程が直前に確定したため、競争入札
を行う時間的余裕がなく、同種の業務
経験を有する者のうち、価格、受入れ
態勢、使用機材等について総合的に判
断した結果、同社が 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）。

20,026,100 20,026,100 100.0% J
その他業
務委嘱

11 北米局

18
「２０１０年日本ＡＰＥＣにおける新規拠点設置
に伴うＬＡＮ設計等」業務委嘱

平成22年10月21日 富士通株式会社 東京都港区東新橋１－５－２

本件は外務省独自のネットワークであ
るクローズドＬＡＮ及びオープンＬＡＮに
かかる設計等作業であり当該ネット
ワークの仕様を熟知している必要があ
るが、当該業者以外に仕様を熟知して
いる者はおらず、他に競争を許さないた
め（会計法第２９条の３第４項）。

4,593,330 4,593,330 100.0% J
その他業
務委嘱

1-3
情報通信
課

19
「２０１０年日本ＡＰＥＣ開催にかかる識別証発
給所等仮設電源等」工事契約

平成22年10月21日
株式会社東急コミュニ
ティー

神奈川県横浜市西区みなと
みらい２－３－５

本件はクイーンズスクエア横浜におけ
る電源工事等であり、当該業者はク
イーンズスクエア横浜全体のビルマネ
ジメントを行っている唯一の会社であ
り、他に競争を許さないため（会計法第
２９条の３第４項）。

2,963,100 2,963,100 100.0% G
工事・建築
サービス

1-4 会計課

本件は各省庁による合同
契約であり、契約金額２，
９６３，１００円のうち、取
り決めにより当省負担額
は１，３３３，３９５円となっ
ている。

20
「平成２２年人事院勧告による給与法改正
（案）に伴う給与計算関連システムの改修」業
務委嘱

平成22年10月22日 株式会社日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

現在稼働中のシステムの保守業務を同
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）。

14,984,970 14,984,970 100.0% H
システム関
係

1-3
情報通信
課



別記様式２ 　（契約一覧）

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　平成22年10月1日～12月31日）

No. 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 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

21
「インド首相一行接遇（宿舎等契約）」業務委
嘱

平成22年10月22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、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）。

2,406,650 2,406,650 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典官室

22
「ガボン大統領一行接遇（宿舎等契約）」業務
委嘱

平成22年10月25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）。

1,686,850 1,686,850 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典官室

23
「日中韓首脳会議開催に伴う同時通訳」業務
委嘱

平成22年10月25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

通常、総理等の外国訪問は、直前に決
定されるため入札は不可能であり、本
契約相手方はこの種の公式通訳が可
能な経験豊富な者を迅速に手配可能で
あり、他に競争を許さないため（会計法
第２９条の３第４項）。

1,676,000 1,537,200 91.7% A 通訳 10
アジア大
洋州局

24
「ホームページシステムのサーバ移行」業務
委嘱

平成22年10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

現在稼働中のシステムの保守業務を同
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）。

9,996,525 9,996,525 100.0% H
システム関
係

1-3
情報通信
課

25
「２０１０年日本ＡＰＥＣ首脳会議会場囲繞内
における耐震バースＹＣＡＴ占有部分借上等」
業務委嘱

平成22年10月27日
横浜シティ・エア・ター
ミナル株式会社

神奈川県横浜市西区高島２
－１９－１２

本件は当該業者の所有地の借上げ等
にかかる業務であり、他に競争を許さな
いため（会計法第２９条の３第４項）。

17,950,651 17,950,651 100.0% M 賃貸借 1-9
その他大
臣官房

本件は各省庁による合同
契約であり、契約金額１
７，９５０，６５１円のうち、
取り決めにより当省負担
額は８，０７７，７９３円と
なっている。

26
「２０１０年日本ＡＰＥＣ首脳会議会場囲繞内
における船舶」賃貸借契約

平成22年10月28日
株式会社マリンツーリ
スト

神奈川県横浜市中区海岸通
４－２２

本件は当該業者の所有物である船舶
の借上げにかかる業務であり、他に競
争を許さないため（会計法第２９条の３
第４項）。

1,447,727 1,447,727 100.0% M 賃貸借 1-9
その他大
臣官房

本件は各省庁による合同
契約であり、契約金額１，
４４７，７２７円のうち、取
り決めにより当省負担額
は６５１，４７７円となって
いる。

27
「２０１０年日本ＡＰＥＣにおけるパシフィコ横
浜借上等」業務委嘱

平成22年10月29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

本件は開催地である横浜市からの提案
を基に各調査を行った結果、会議開催
が可能と判断された施設であり、他に
競争を許さないため（会計法第２９条の
３第４項）。

621,611,577 621,611,577 100.0% M 賃貸借 1-9
その他大
臣官房

本件は各省庁による合同
契約であり、契約金額６２
１，６１１，５７７円のうち、
取り決めにより当省負担
額は２７９，７２５，２０９円
となっている。



別記様式２ 　（契約一覧）

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　平成22年10月1日～12月31日）

No. 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 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

28
「２０１０年日本ＡＰＥＣにおける港湾施設用
地」賃貸借契約

平成22年10月29日 横浜市
神奈川県横浜市中区港町１
－１

借上げ地である港湾施設用地は横浜
市が管理をしており、他に競争を許さな
いため（会計法第２９条の３第４項）。

2,330,117 2,330,117 100.0% M 賃貸借 1-9
その他大
臣官房

本件は各省庁による合同
契約であり、契約金額２，
３３０，１１７円のうち、取
り決めにより当省負担額
は１，０４８，５５２円となっ
ている。

29
「２０１０年日本ＡＰＥＣ開催に伴う識別証発給
所借上等」業務委嘱

平成22年10月29日
一般社団法人横浜み
なとみらい２１

神奈川県横浜市西区みなと
みらい２－３－５

本件は当該業者の所有地の借上げ等
にかかる業務であり、他に競争を許さな
いため（会計法第２９条の３第４項）。

2,688,289
1,872,045
@20ほか

69.6% M 賃貸借 1-9
その他大
臣官房

本件は各省庁による合同
契約であり、契約金額の
うち、取り決めにより当省
負担額は契約金額の４
５％となっている。
借料：１，８７２，０４５円
電気料（単価契約）：＠２
０円ほか

30
「イエメン外相一行接遇（宿舎等契約）」業務
委嘱

平成22年10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

賓客側からの希望を踏まえ、警備、立
地条件、受入れ体制などを総合的に判
断した結果、 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）。

1,394,975 1,394,975 100.0% C
招聘・賓客
接遇

14
中東アフリ
カ局

31
「在外公館向け公邸用旧規格食器（クリスタ
ルグラス）補充分」の作成契約

平成22年11月1日
カガミクリスタル株式
会社

茨城県龍ヶ崎市向陽台４－５

本件の規格食器は一般的には流通し
ておらず、各食器の供給元が製造元の
本業者のみであり、他に競争を許さな
いため（会計法第２９条の３第４項）。

10,969,591 10,969,591 100.0% K 物品製造 1-5
在外公館
課

32
「在外公館向け公邸用旧規格食器（和食器：
漆器）補充分」の作成契約

平成22年11月1日 株式会社山田平安堂
東京都渋谷区猿楽町１８－１
２

本件の規格食器は一般的には流通し
ておらず、各食器の供給元が製造元の
本業者のみであり、他に競争を許さな
いため（会計法第２９条の３第４項）。

7,943,460 7,943,460 100.0% K 物品製造 1-5
在外公館
課

33
「在外公館向け公邸用旧規格食器（和食器：
京陶器）補充分」の作成契約

平成22年11月1日 有限会社伯庵
京都府京都市東山区泉涌寺
東林町３９－２５

本件の規格食器は一般的には流通し
ておらず、各食器の供給元が製造元の
本業者のみであり、他に競争を許さな
いため（会計法第２９条の３第４項）。

3,088,113 3,088,113 100.0% K 物品製造 1-5
在外公館
課

34
「日本ＡＰＥＣ首脳会議等に係る接遇等」業務
委嘱

平成22年11月1日 神奈川県
神奈川県横浜市中区日本大
通１

日本ＡＰＥＣ首脳会議等においては、地
元自治体の協力を踏まえることが極め
て重要であり、各エコノミー高級実務者
に対する接遇業務等を神奈川県職員
に委ねることにより、大きな成果を期待
することが出来る。また、基本となる人
件費が除かれることから、費用面にお
いても経済的であり、他に競争を許さな
いため（会計法第２９条の３第４項）。

6,059,290 ＠400ほか - C
招聘・賓客
接遇

1-9
その他大
臣官房

本件は各省庁による合同
契約であり，契約金額の
うち，取り決めにより当省
負担額は契約金額の４
５％となっている。
単価契約



別記様式２ 　（契約一覧）

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　平成22年10月1日～12月31日）

No. 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 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

35
「日本ＡＰＥＣ首脳会議等に係る接遇等」業務
委嘱

平成22年11月1日 横浜市
神奈川県横浜市中区港町１
－１

日本ＡＰＥＣ首脳会議等においては、地
元自治体の協力を踏まえることが極め
て重要であり、各エコノミー高級実務者
に対する接遇等を横浜市職員に委ねる
ことにより、大きな成果を期待すること
が出来る。また、基本となる人件費が除
かれることから、費用面においても経済
的であり、他に競争を許さないため（会
計法第２９条の３第４項）。

4,767,395 ＠330ほか - C
招聘・賓客
接遇

1-9
その他大
臣官房

本件は各省庁による合同
契約であり，契約金額の
うち，取り決めにより当省
負担は契約金額の４５％
となっている。
単価契約

36
２０１０年日本ＡＰＥＣにおける羽田空港内無
線通信網構築工事契約

平成22年11月1日
日本空港テクノ株式
会社

東京都大田区羽田空港３－３
－２

本件工事場所である羽田空港第一旅
客ターミナルビル内は、当該業者が指
定業者として指名されているため、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% G
工事・建築
サービス

1-9
その他大
臣官房

本件は各省庁の合同契
約であり，契約金額２，８
３５，０００円のうち，取り
決めにより当省負担額は
１，２７５，７５０円となって
いる。

37
「２０１０年日本ＡＰＥＣリーダーズウィークにお
ける会場施設」賃貸借等契約

平成22年11月2日
株式会社ヨコハマグラ
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

契約の相手方は、当該地域において本
会合の規模、警備、立地条件、受入態
勢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）。

612,122,455 612,122,455 100.0% M 賃貸借 1-9
その他大
臣官房

本件は各省庁の合同契
約であり，契約金額６１
２，１２２，４５５円のうち，
取り決めにより当省負担
額は２７５，４５５，１０５円
となっている。

38
「２０１０年日本ＡＰＥＣ首脳会議会場囲繞内
における関連施設」賃貸借契約

平成22年11月2日 株式会社ティーズ
神奈川県横浜市西区みなと
みらい１－１－１

当該業者の所有するレストランは、ＡＰ
ＥＣにおいて入場制限を設けている区
域に存在するため同レストランの借上
げを行うものであり、他に競争を許さな
いため（会計法第２９条の３第４項）。

9,221,009 9,221,009 100.0% M 賃貸借 1-9
その他大
臣官房

本件は各省庁の合同契
約であり，契約金額９，２
２１，００９円のうち，取り
決めにより当省負担は
４，１４９，４５４円となって
いる。

39
「２０１０年日本ＡＰＥＣ首脳会議会場囲繞内
における関連施設」賃貸借契約

平成22年11月2日
株式会社フォーシー
ズンズジャパン

神奈川県横浜市中区海岸通
１－１

当該業者の所有するレストランは、ＡＰ
ＥＣにおいて入場制限を設けている区
域に存在するため同レストランの借上
げを行うものであり、他に競争を許さな
いため（会計法第２９条の３第４項）。

6,625,717 6,625,717 100.0% M 賃貸借 1-9
その他大
臣官房

本件は各省庁の合同契
約であり，契約金額６，６
２５，７１７円のうち，取り
決めにより当省負担額
は，２，９８１，５７２円と
なっている

40
「基幹通信網関連機器等の設置作業」業務
委嘱

平成22年11月2日 三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２－７
－３

現在稼働中のシステムの一部拡張を同
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）。

4,836,396 4,501,836 93.0% H
システム関
係

1-3
情報通信
課

41 「ＰＡＳＭＯ」の購入 平成22年11月2日
株式会社メトロコマー
ス

東京都台東区東上野６－９－
３

株式会社ＰＡＳＭＯに加盟している鉄道
２６事業者，バス７６事業者のいずれに
おいても購入条件は同じであり，特殊
の物品である為買入先が特定されてお
り，他に競争を許さないため（会計法第
２９条の３第４項）。

2,500,000 2,500,000 100.0% L 物品購入 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 （契約期間　平成22年10月1日～12月31日）

No. 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 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

42
「ＡＰＥＣにおけるクローズドＬＡＮ及びオープ
ンＬＡＮ運用支援要員派遣」業務委嘱

平成22年11月4日 富士通株式会社 東京都港区東新橋１－５－２

本件を当該業者以外に委嘱した場合、
外務省独自のネットワークであるクロー
ズドＬＡＮ・オープンＬＡＮの仕様等を開
示する必要があり、保秘の観点から、
他に競争を許さないため（会計法第２９
条の３第４項）。

4,076,400 4,076,400 100.0% N 派遣職員 1-3
情報通信
課

43
「２０１０年日本ＡＰＥＣ首脳会議会場に隣接
するピア赤レンガ桟橋」賃貸借契約

平成22年11月4日
株式会社ポートサー
ビス

神奈川県横浜市中区山下町
２

本件は当該業者の管理する桟橋をセ
キュリティーの観点から借り上げるもの
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）。

1,890,000 1,890,000 100.0% M 賃貸借 1-9
その他大
臣官房

本件は各省庁の合同契
約であり，契約金額１，８
９０，０００円のうち，取り
決めにより当省負担は８
５０，５００円となってい
る。

44
「２０１０年日本ＡＰＥＣリーダーズウィークにお
ける首脳・閣僚等接遇（宿舎等契約）」業務委
嘱

平成22年11月5日

株式会社横浜ベイホ
テル東急
パンパシフィックホテ
ル横浜ベイホテル東
急

神奈川県横浜市西区みなと
みらい２－３－７

契約の相手方は、当該地域において本
会合の規模、警備、立地条件、受入態
勢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）。

35,968,208 35,968,208 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-9
その他大
臣官房

本件は各省庁の合同契
約であり，契約金額３５，
９６８，２０８円のうち，取
り決めにより当省負担額
は１６，１８５，６９４円と
なっている。

45 「外交行嚢用封緘具」の作成契約 平成22年11月5日 株式会社フォーサイト
東京都中央区八丁堀４－１０
－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29条の３第４
項）

13,524,000 13,524,000 100.0% K 物品製造 1-3
情報通信
課

46
「２０１０年日本ＡＰＥＣリーダーズウィークにお
ける首脳・閣僚等接遇（宿舎等契約）」業務委
嘱

平成22年11月5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２－２－１－３

契約の相手方は、当該地域において本
会合の規模、警備、立地条件、受入態
勢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）。

10,964,686 10,964,686 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-9
その他大
臣官房

本件は各省庁の合同契
約であり，契約金額１０，
９６４，６８６円のうち，取
り決めにより当省負担額
は４，９３４，１０９円となっ
ている。

47
「２０１０年日本ＡＰＥＣリーダーズウィークにお
ける首脳・閣僚等接遇（宿舎等契約）」業務委
嘱

平成22年11月5日 相鉄ホテル株式会社
神奈川県横浜市西区北幸１
－３－２３

契約の相手方は、当該地域において本
会合の規模、警備、立地条件、受入態
勢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）。

2,297,100 2,297,100 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-9
その他大
臣官房

本件は各省庁の合同契
約であり，契約金額２，２
９７，１００円のうち，取り
決めにより当省負担額は
１，０３３，６９５円となって
いる。

48
「台頭する新興国と日本外交についての調査
研究」業務委嘱

平成22年11月5日
財団法人平和・安全
保障研究所

東京都港区赤坂１－８－６

再度の入札をもってしても落札者がな
かったため、 も廉価であった入札業
者である同社に対して予定価格の範囲
内で交渉をしており、他に競争を許さな
いため（予算決算及び会計令第９９条
２）。

2,000,000 1,992,144 99.6% B 調査・研究 2
総合外交
政策局



別記様式２ 　（契約一覧）

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　平成22年10月1日～12月31日）

No. 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 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

49
「２０１０年日本ＡＰＥＣリーダーズウィークにお
ける首脳・閣僚等接遇（宿舎等契約）」業務委
嘱

平成22年11月5日
株式会社ホテル
ニューグランド

神奈川県横浜市中区山下町
１０

契約の相手方は当該地域において本
会合の規模、警備、立地条件、受入態
勢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）。

1,884,300 1,884,300 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-9
その他大
臣官房

本件は各省庁の合同契
約であり，契約金額１，８
８４，３００円のうち，取り
決めにより当省負担は８
４７，９３５円となってい
る。

50
「２０１０年日本ＡＰＥＣリーダーズウィークにお
ける首脳・閣僚等接遇（宿舎等契約）」業務委
嘱

平成22年11月5日
株式会社プリンスホテ
ル　　　　　ザ・プリンス
パークタワー東京

東京都港区芝公園４－８－１

契約の相手方は当該地域において本
会合の規模、警備、立地条件、受入態
勢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）。

1,480,600 1,480,600 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-9
その他大
臣官房

本件は各省庁の合同契
約であり，契約金額１，４
８０，６００円のうち，取り
決めにより当省負担額は
６６６，２７０円となってい
る。

51
「２０１０年日本ＡＰＥＣリーダーズウィークにお
ける首脳・閣僚等接遇（宿舎等契約）」業務委
嘱

平成22年11月5日

シャングリ・ラ　ホテル
ズジャパン株式会社
シャングリ・ラ　ホテル
東京

東京都千代田区丸の内１－８
－３

本件は先方政府が独自に選定したホテ
ルであり、他に競争を許さないため（会
計法第２９条の３第４項）。

1,069,150 1,069,150 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-9
その他大
臣官房

本件は各省庁の合同契
約であり，契約金額１，０
６９，１５０円のうち，取り
決めにより当省負担額は
４８１，１１７円となってい
る。

52 「外務省セキュリティ対策」業務委嘱 平成22年11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セキュリティ
対策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、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）

4,315,500 4,315,500 100.0% J
その他業
務委嘱

1-3
情報通信
課

53 「学習管理システムの機能追加」業務委嘱 平成22年11月9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）。

1,253,700 1,253,700 100.0% H
システム関
係

1-3
情報通信
課

54
「在外公館における情報ネットワーク基盤及
び基本業務システムの構築」業務委嘱

平成22年11月10日 富士通株式会社 東京都港区東新橋１－５－２

現在稼働中のシステムの保守業務を同
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）。

3,321,553 3,321,553 100.0% H
システム関
係

1-3
情報通信
課

55
「２０１０年日本ＡＰＥＣリーダーズウィークにお
ける首脳配偶者用ガウンドレス」の購入

平成22年11月10日 田勇機業株式会社
京都府京丹後市網野町浅茂
川１１２

本件は別途行った企画競争に基づき当
該業者へ依頼するものであり、他に競
争を許さないため（会計法第２９条の３
第４項）。

1,995,000 1,995,000 100.0% L 物品購入 1-9
その他大
臣官房

本件は各省庁の合同契
約であり，契約金額１，９
９５，０００円のうち，取り
決めにより当省負担は８
９７，７５０円となってい
る。



別記様式２ 　（契約一覧）

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　平成22年10月1日～12月31日）

No. 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 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

56
「２０１０年日本ＡＰＥＣリーダーズウィークにお
ける首脳贈呈用真空チタンカップセット」の購
入

平成22年11月10日
ＮＯＯＫＡ　Ｊａｐａｎ株
式会社

東京都港区南青山４－２５－
６

当該品は市場での数量が限定され，バ
イヤーの協力・調整等が不可欠であり
特定の販売店から購入せざるを得ない
ため、他に競争を許さないため（会計法
第２９条の３第４項）。

1,932,210 1,932,210 100.0% L 物品購入 1-9
その他大
臣官房

本件は各省庁の合同契
約であり，契約金額１，９
３２，２１０円のうち取り決
めにより当省負担は８６
９，４９４円となっている。

57
「ＡＰＥＣにおけるＣＥＯサミット・ワーキングラ
ンチ」開催業務委嘱

平成22年11月11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２－２－１－３

ＣＥＯサミット開催場所がロイヤルパー
クホテルであり、人数、会食時間等に鑑
み同一ホテルで行う為、他に競争を許
さないため（会計法第２９条の３第４
項）。

7,823,280 7,823,280 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-9
その他大
臣官房

本件は各省庁の合同契
約であり，契約金額７，８
２３，２８０円のうち，取り
決めにより当省負担額は
３，９１１，６４０円となって
いる。

58
「ＡＰＥＣにおけるＣＥＯサミット・ワーキングラ
ンチ」開催業務委嘱

平成22年11月11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２－２－１－３

ＣＥＯサミット開催場所がロイヤルパー
クホテルであり、人数、会食時間等に鑑
み同一ホテルで行う為、他に競争を許
さないため（会計法第２９条の３第４
項）。

7,747,680 7,747,680 100.0% C
招聘・賓客
接遇

4 経済局

本件は各省庁の合同契
約であり、契約金額７，７
４７，６８０円のうち、取り
決めにより当省負担額は
３，８７３，８４０円となって
いる。

59
「ＡＰＥＣにおけるＣＥＯサミット夕食会」開催業
務委嘱

平成22年11月12日
株式会社プリンスホテ
ル　　　　　　　新横浜
プリンスホテル

神奈川県横浜市港北区新横
浜３－４

ＣＥＯサミットの開催場所であるロイヤ
ルパークホテルは、既に予約が入って
おり使用不可であり、人数・参加者の宿
泊先等に鑑み当該ホテルを利用するも
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）。

8,737,150 8,737,150 100.0% C
招聘・賓客
接遇

4 経済局

本件は各省庁の合同契
約であり、契約金額８，７
３７，１５０円のうち、取り
決めにより当省負担額は
４，３６８，５７５円となって
いる。

60
「アジア・紛争下での女性尊厳事業（韓国）」
業務委嘱

平成22年11月12日
特定非営利活動法人
ＣＣＳＥＡ朋

香川県丸亀市綾歌町岡田西
１３８９

本件は、平姓１８年末で解散した財団
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
事業であり、道義的観点及び人権保護
の観点から個人のプライバシーを守る
必要があることから、本事業対象者の
個人情報を守りつつ本事業を実施でき
るのは、同基金の事業に関与した本契
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）。

1,190,300 1,190,300 100.0% J
その他業
務委嘱

10
アジア大
洋州局

61
「『外国公館等情報システム』の次世代共通
プラットフォームへの移行」業務委嘱

平成22年11月17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新プラット
フォームへの移行業務をシステムの開
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）。

5,140,800 5,140,800 100.0% H
システム関
係

1-6 儀典官室

62
「パレスチナ自治政府首相一行接遇（宿舎等
契約）」業務委嘱

平成22年11月19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）。

2,196,450 2,196,450 100.0% C
招聘・賓客
接遇

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 （契約期間　平成22年10月1日～12月31日）

No. 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 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

63
「『アプリケーション開発の基礎』等９講習会
受講」業務委嘱

平成22年11月22日
ＮＥＣラーニング株式
会社

東京都港区芝浦３－１７－１２

本講習を受講する際、受講者が必要と
する具体的かつ詳細な講習内容を満た
しているのは同社のみであったところ、
他に競争を許さないため（会計法第２９
条の３第４項）。

1,386,000 1,386,000 100.0% J
その他業
務委嘱

1-3
情報通信
課

64
「在外公館向け公邸用新規格食器（銀器）補
充分」の作成契約

平成22年11月25日 株式会社百夢
東京都台東区東上野１－１１
－１

本件の規格食器は一般的には流通し
ておらず、各食器の供給元が製造元の
本業者のみであり、他に競争を許さな
いため（会計法第２９条の３第４項）。

4,086,180 4,086,180 100.0% K 物品製造 1-5
在外公館
課

65
「公実賓バングラデシュ首相一行接遇（宿舎
等契約）」業務委嘱

平成22年11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）。

4,412,302 4,412,302 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典官室

66
「在外ＬＡＮサーバ入替えに伴う技術者派遣
等一式」業務委嘱

平成22年11月29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）。

104,607,625 104,607,625 100.0% N 派遣職員 1-3
情報通信
課

67
「在外公館向け公邸用新規格食器（洋食磁
器）新規配備及び追加補充分」の作成契約

平成22年11月30日
株式会社ノリタケカン
パニーリミテド

愛知県名古屋市西区則武新
町３－１－３６

本件の規格食器は一般的には流通し
ておらず、各食器の供給元が製造元の
本業者のみであり、他に競争を許さな
いため（会計法第２９条の３第４項）。

1,693,440 1,693,440 100.0% K 物品製造 1-5
在外公館
課

68
「基幹通信網関連機器の設置作業（在ジブチ
大）」業務委嘱

平成22年12月2日 三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２－７
－３

現在稼働中のシステムの一部拡張業
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）。

6,427,548 6,024,348 93.7% H
システム関
係

1-3
情報通信
課

69
「外務大臣の日米韓外相会合出席にかかる
通訳」業務委嘱

平成22年12月2日 株式会社リンガバンク
東京都港区西新橋３－１５－
３

通常、外務大臣等の外国訪問は、直前
に決定されるため入札は不可能であ
り、本契約相手方はこの種の公式通訳
が可能な経験豊富な者を迅速に手配
可能であり、他に競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）。

2,606,800 2,382,800 91.4% A 通訳 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 （契約期間　平成22年10月1日～12月31日）

No. 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 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

70
「海外安全ホームページのシステム移行」業
務委嘱

平成22年12月6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）。

14,541,975 14,541,975 100.0% H
システム関
係

1-7
外務報道
官

71
「相互バックアップに係る設計・構築一式」業
務委嘱

平成22年12月6日 三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２－７
－３

現在稼働中のシステムの保守業務を同
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）。

10,977,846 10,977,846 100.0% H
システム関
係

1-3
情報通信
課

72
「電子入札・開札システムにおける民間認証
局電子証明書対応のためのアプリケーション
改修」業務委嘱

平成22年12月6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３－２
９－２１

現在稼働中のシステムの保守業務を同
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）。

7,875,000 7,875,000 100.0% H
システム関
係

1-4 会計課

73 「外務省主催レセプション」開催業務委嘱 平成22年12月6日
株式会社プリンスホテ
ル　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

再度の入札をもってしても落札者がな
かったため、唯一の入札業者である同
社に対し予定価格範囲内で契約を交渉
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）。

1,546,650 1,453,200 93.9% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

14
中東アフリ
カ局

74
「在エジプト日本国大使館新事務所整備等事
業にかかる事業契約変更のための法務関連
業務」業務委嘱

平成22年12月6日
アンダーソン・毛利・
友常法律事務所

東京都港区六本木１－６－１

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)

1,089,900 1,089,900 100.0% J
その他業
務委嘱

1-5
在外公館
課

75
「外務省ホームページ『世界の医療事情』の
改訂」業務委嘱

平成22年12月8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１－６－１
５

現在稼働中のシステムの保守業務を同
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）。

1,553,532 1,553,532 100.0% H
システム関
係

1-4 会計課

76
「在外ＬＡＮ用ネットワーク監視装置入替作業
一式」業務委嘱

平成22年12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

現在稼働中のシステムの保守業務を同
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）。

3,998,452 3,998,452 100.0% H
システム関
係

1-3
情報通信
課



別記様式２ 　（契約一覧）

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　平成22年10月1日～12月31日）

No. 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 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

77
「基幹通信網関連機器等の移設作業（在コー
トジボアール大）」業務委嘱

平成22年12月9日 三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２－７
－３

現在稼働中のシステムの保守業務を同
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）。

3,400,004 3,400,004 100.0% H
システム関
係

1-3
情報通信
課

78
「日米硫黄島戦没者合同慰霊追悼顕彰式
チャーター機運行」業務委嘱

平成22年12月14日
株式会社日本航空イ
ンターナショナル

東京都品川区東品川２－４－
１１

再度の入札をもってしても落札者がな
かったため、唯一の入札業者である同
社に対し予定価格範囲内で契約を交渉
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）。

14,700,000 14,700,000 100.0% J
その他業
務委嘱

11 北米局

79
「在アフガニスタン大用在外ＬＡＮサーバ構築
作業一式」業務委嘱

平成22年12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

現在稼働中のシステムの保守業務を同
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）。

8,161,230 8,161,230 100.0% H
システム関
係

1-3
情報通信
課

80
「国会関連業務支援システム新機能の追加
構築」業務委嘱

平成22年12月15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保守業務を同
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）。

4,988,340 4,988,340 100.0% H
システム関
係

1-1
官房総務
課

81
「ジブチ大統領一行接遇（宿舎等契約）」業務
委嘱

平成22年12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）。

2,145,600 2,145,600 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典官室

82
「文化無償資金協力フォローアップ事業『アゼ
ルバイジャン国立図書館に対するマイクロ
フィルム及び視聴覚機材提供』」業務委嘱

平成22年12月17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）。

2,398,570 2,398,570 100.0% J
その他業
務委嘱

1-8
広報文化
交流部

83
「公邸会食用新規格食器（和食器）」の作成
契約

平成22年12月21日 株式会社山口陶器店
東京都中央区築地６－２６－
３

本件の規格食器は一般的には流通し
ておらず、各食器の供給元が製造元の
本業者のみであり、他に競争を許さな
いため（会計法第２９条の３第４項）。

15,355,242 15,355,242 100.0% K 物品製造 1-5
在外公館
課

政府調達



別記様式２ 　（契約一覧）

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　平成22年10月1日～12月31日）

No. 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 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

84
「国際協力局経済協力情報管理システムの
移行」業務委嘱

平成22年12月22日 株式会社日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

現在稼働中のシステムの保守業務を同
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）。

8,190,105 8,190,105 100.0% H
システム関
係

5
国際協力
局

85
「業務系プラットフォーム用中継Ｌ３ＳＷ導入
及び追加設計等」業務委嘱

平成22年12月24日 株式会社日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

現在構築中のシステムの追加設計業
務等を同システムの構築中である契約
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）。

4,575,606 4,575,606 100.0% H
システム関
係

1-3
情報通信
課

86
「基幹通信網関連機器等の移設作業（在イエ
メン大）」業務委嘱

平成22年12月24日 三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２－７
－３

現在稼働中のシステムの保守業務を同
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）。

3,030,664 3,030,664 100.0% H
システム関
係

1-3
情報通信
課

87
「旅費ネットワークの次世代共通プラット
フォームへの移行作業」業務委嘱

平成22年12月24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）。

1,014,300 1,014,300 100.0% H
システム関
係

1-4 会計課

88
「リモートアクセス環境（ＵＡＧ）サーバ構築」
業務委嘱

平成22年12月27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）。

18,144,000 18,144,000 100.0% H
システム関
係

1-3
情報通信
課

89 「外交史料館書庫拡充のための書架」の購入 平成22年12月7日 株式会社フォーサイト
東京都中央区八丁堀４－１０
－８

再度の入札をもってしても落札者がな
かったため、 も廉価であった入札業
者である同社に対して、予定価格の範
囲内で交渉をしており、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）

13,817,055 13,807,500 99.9% L 物品購入 1-9
その他大
臣官房

件数： 89件

契約金額：

主管局課：大臣官房････1-1．官房総務課、1-2．人事課、1-3．情報通信課、1-4．会計課、1-5．在外公館課、1-6．儀典官室、1-7．外務報道官、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．軍縮不拡散・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

契約種類：　　Ａ通訳　Ｂ調査・研究　Ｃ招聘　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・建築サービス　Ｈｼｽﾃﾑ関係　Ｉ情報配信・モニタリング　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

2,314,427,671円



別記様式１　   　総括表

入　　札　　方　　式 件　　数 備　　考

・　総契約件数 167 件

（内訳）

①　 一般競争方式（政府調達に関する協定適用対象） 4 件

②　 一般競争方式（①以外） 85 件

③　 指名競争方式 3 件

④ 　企画競争に基づく随意契約方式 18 件

⑤　 公募に基づく随意契約方式 0 件

⑥　 その他の随意契約方式 57 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。

（契約期間　平成23年1月1日～3月31日）



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） （契約期間　平成23年1月1日～3月31日）

1
「サーバ用ハードウェア及びソフト
ウェア一式」の購入

平成23年1月4日 ＫＤＤＩ株式会社 東京都新宿区西新宿２－３－２ 2 73,465,896 61,107,700 83.1% L 物品購入 1-3
情報通信
課

2
「インマルサット・ＢＧＡＮ通信装
置」の購入

平成23年1月19日 株式会社日本デジコム 東京都中央区八丁堀４－１１－３ 3 35,935,200 20,738,130 57.7% L 物品購入 1-3
情報通信
課

3
「パーソナルコンピュータ（ノート
ブック型１６０台）等」賃貸借保守

平成23年02月14日
①株式会社リコー
②リコーリース株式会社

①東京都大田区中馬込１－３－６
②東京都中央区銀座７ー１６ー３

2 52,092,294 26,589,341 51.0% M 賃貸借 7 領事局

4
「在外公館館員用緊急備蓄品及
び邦人短期渡航者用緊急備蓄
品」の購入

平成23年3月2日 株式会社近鉄百貨店
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１
－１－４３

2 38,986,519 25,418,988 65.1% L 物品購入 1-5
在外公館
課

件数： 4件

契約金額：

主管局課：大臣官房････1-1．官房総務課、1-2．人事課、1-3．情報通信課、1-4．会計課、1-5．在外公館課、1-6．儀典官室、1-7．外務報道官、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．軍縮不拡散・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

契約種類：　　Ａ通訳　Ｂ調査・研究　Ｃ招聘　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・建築サービス　Ｈｼｽﾃﾑ関係　Ｉ情報配信・モニタリング　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

133,854,159円

（主管局課）

備　　　　　　　　　　　　考
応札者数 予定価格 契約金額 落札率

（契約種類）
No. 件名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所



別記様式２ 　（契約一覧　）

② 一般競争方式（①以外） （契約期間　平成23年1月1日～3月31日）

1
「事務用椅子（ハイバック）」の購
入

平成23年1月5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 5,989,200 5,661,180 94.5% L 物品購入 1-4 会計課

2
「在加日系人招へいプログラム」
業務委嘱

平成23年1月6日
株式会社エモック・エンタープラ
イズ

東京都港区西新宿１－１９
－９

4 6,546,885 4,964,324 75.8% C
招聘・賓客
接遇

11 北米局

3
「平成２２年度開発援助調査研究
事業（各国の災害救援における
軍の派遣体制と事例）」業務委嘱

平成23年1月11日 株式会社アンジェロセック
東京都新宿区西新宿６－５
－１

1 14,745,360 9,997,737 67.8% B 調査・研究 5
国際協力
局

 
(総合評価）

4

「平成２２年度開発援助調査研究
事業（欧米ＮＧＯの力の源泉（社
会なのか制度なのか？））」業務
委嘱

平成23年1月11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

1 10,728,090 4,969,776 46.3% B 調査・研究 5
国際協力
局

 
(総合評価）

5
「日本外交文書の電子データ原
稿作成」業務委嘱

平成23年1月12日 合同会社Ｓｗｉｆｔｌｙ
東京都港区南麻布２－９－
１８

2 2,099,790 1,587,600 75.6% J
その他業
務委嘱

1-9
その他大
臣官房

6
「在日米軍オリエンテーションプロ
グラム」開催業務委嘱

平成23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

3 2,147,062 1,574,982 73.3% D
事業実施・
会議運営

11 北米局

7 「裁断機」の購入 平成23年1月13日 文祥堂商事株式会社
東京都中央区銀座３－４－
１２

1 5,832,750 5,694,150 97.6% L 物品購入 1-1
官房総務
課

8
「平成２２年度開発援助調査研究
（開発途上国での水ビジネス戦略
と実行主体）」業務委嘱

平成23年1月14日 株式会社三菱総合研究所
東京都千代田区永田町２－
１０－３

2 11,259,910 8,400,000 74.6% B 調査・研究 5
国際協力
局

 
(総合評価）

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

（契約種類） （主管局課）



別記様式２ 　（契約一覧　）

② 一般競争方式（①以外） （契約期間　平成23年1月1日～3月31日）

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

（契約種類） （主管局課）

9
「ＯＤＡ評価ワークショップ」開催
業務委嘱

平成23年1月17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 12,716,797 9,229,478 72.5% D
事業実施・
会議運営

5
国際協力
局

10 「短距離無線機一式」の購入 平成23年1月18日 株式会社コムフォース
東京都中央区日本橋浜町３
－４２－３

2 5,507,775 2,797,200 50.7% L 物品購入 1-1
官房総務
課

11
「外国人の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23年1月18日
株式会社エム・プラスコンベン
ション

東京都渋谷区渋谷２－１４
－１８

8 3,641,703 2,652,791 72.8% D
事業実施・
会議運営

7 領事局

12
「『日本外交文書（第二次欧州大
戦と日本）』原稿校正」業務委嘱

平成23年1月19日 合同会社Ｓｗｉｆｔｌｙ
東京都港区南麻布２－９－
１８

4 2,654,925 1,360,800 51.2% J
その他業
務委嘱

1-9
その他大
臣官房

13
「在外公館投票用候補者情報ファ
イル等」の購入

平成23年1月20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 11,907,735 10,633,875 89.3% L 物品購入 7 領事局

14
「日・バルトセミナー」開催業務委
嘱

平成23年1月20日 株式会社国際ビジネスサポート 千葉県松戸市松戸１２３９ 5 6,477,536 4,987,154 76.9% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

15 「応接室用什器類等」の購入 平成23年1月21日 広友サービス株式会社 東京都港区赤坂１－４－１７ 4 4,609,500 4,326,000 93.8% L 物品購入 1-1
官房総務
課

16 「非常用緊急備蓄品」の購入 平成23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

2 6,027,918 3,307,500 54.8% L 物品購入 1-1
官房総務
課

17
「在米日系人リーダー招へいプロ
グラム」業務委嘱

平成23年1月24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 11,909,508 9,790,943 82.2% C
招聘・賓客
接遇

11 北米局



別記様式２ 　（契約一覧　）

② 一般競争方式（①以外） （契約期間　平成23年1月1日～3月31日）

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

（契約種類） （主管局課）

18
「会議用テーブル及び椅子」の購
入

平成23年1月24日 株式会社エンターオン
東京都千代田区飯田橋４－
２９－１３

5 2,170,350 1,155,000 53.2% L 物品購入 1-8
広報文化
交流部

19
「国会提出用条約テキスト（６
種）」印刷製本業務委嘱

平成23年1月25日 有限会社コウシングラフィック
東京都千代田区神田須田
町１－８－３

3 9,870,000 ＠2.48ほか #VALUE! K 物品製造 6 国際法局

20
「外務省関係法令集（平成２２年
版）」印刷製本等業務委嘱

平成23年1月25日 株式会社アイネット
東京都中央区銀座７－１６
－２１

4 9,765,000 8,326,500 85.2% K 物品製造 1-1
官房総務
課

21
「在外公館医務官用医療機器（自
動血球計数装置及び生化学検査
システム）」の購入

平成23年1月31日 株式会社五葉
東京都文京区本郷３－４－
６

1 2,005,500 1,632,750 81.4% L 物品購入 1-9
その他大
臣官房

22
「ネットワークフォレンジック機器」
の購入

平成23年02月01日 ＫＤＤＩ株式会社
東京都新宿区西新宿２－３
－２

1 14,713,650 14,420,070 98.0% L 物品購入 1-3
情報通信
課

23

「平成２２年度開発援助調査研究
事業（公開情報の収集・分析等を
通じたインドによる途上国支援の
実態及び援助政策の現状）」業務
委嘱

平成23年02月01日 株式会社三菱総合研究所
東京都千代田区永田町２－
１０－３

1 8,148,660 7,770,000 95.3% B 調査・研究 5
国際協力
局

（総合評価）

24 「事務用什器類等」の購入 平成23年02月01日 株式会社フォーサイト
東京都中央区八丁堀４－１
０－８

4 5,790,750 5,641,440 97.4% L 物品購入 1-1
官房総務
課

25
「国際再生可能エネルギー機関
への期待をテーマとするワーク
ショップ」運営業務委嘱

平成23年02月01日
株式会社エム・プラスコンベン
ション

東京都渋谷区渋谷２－１４
－１８

5 2,411,552 1,917,179 79.4% D
事業実施・
会議運営

4 経済局



別記様式２ 　（契約一覧　）

② 一般競争方式（①以外） （契約期間　平成23年1月1日～3月31日）

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

（契約種類） （主管局課）

26 「国際会議室用什器類」の購入 平成23年02月02日 株式会社フォーサイト
東京都中央区八丁堀４－１
０－８

4 14,957,250 14,800,674 98.9% L 物品購入 1-1
官房総務
課

27 「事務用什器類等」の購入 平成23年02月02日 株式会社フォーサイト
東京都中央区八丁堀４－１
０－８

4 5,865,300 5,706,225 97.2% L 物品購入 1-1
官房総務
課

28
「広報冊子及びリーフレット」印刷
製本等業務委嘱

平成23年02月03日 株式会社アイネット
東京都中央区銀座７－１６
－２１

5 8,005,032 5,755,050 71.8% K 物品製造 7 領事局

29 「研修所合宿棟ベッド」の購入 平成23年02月03日 アコムレンタル株式会社
東京都中央区銀座３－１０
－６

7 8,902,950 3,885,000 43.6% L 物品購入 9 研修所

30 「注射針安全処理装置」の購入 平成23年02月03日 株式会社五葉
東京都文京区本郷３－４－
６

3 4,043,550 3,700,609 91.5% L 物品購入 1-9
その他大
臣官房

31

「関税及び貿易に関する一般協
定（ガット）における紛争処理案件
に関する資料サマリー作成」業務
委嘱

平成23年02月03日 岡本高太郎 東京都港区白金１－１７－１ 2 6,800,000 3,150,000 46.3% J
その他業
務委嘱

4 経済局

32 「ノート型パソコン等」の購入 平成23年02月03日 株式会社シーズン
東京都江戸川区篠崎町２－
１４２

1 2,288,643 2,080,239 90.8% L 物品購入 1-3
情報通信
課

33
「テロ防止関連条約に関する法整
備キャパティシィ・ビルディングセ
ミナー」開催業務委嘱

平成23年02月04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 3,461,326 2,733,903 78.9% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局

34
「増設用ハードディスク等一式」の
購入

平成23年02月07日 株式会社富士通エフサス
東京都中央区銀座７－１６
－１２

1 14,553,840 13,831,545 95.0% L 物品購入 1-3
情報通信
課



別記様式２ 　（契約一覧　）

② 一般競争方式（①以外） （契約期間　平成23年1月1日～3月31日）

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

（契約種類） （主管局課）

35
「気候変動に対する更なる行動に
関する第９回非公式会合」開催業
務委嘱

平成23年02月08日 株式会社ステージ
東京都豊島区高松１－１１
－１６

3 2,659,756 2,073,300 77.9% D
事業実施・
会議運営

5
国際協力
局

36 「事務用椅子」の購入 平成23年02月09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 3,697,050 3,297,000 89.1% L 物品購入 1-7
外務報道
官

37 「特殊撮影等一式」業務委嘱 平成23年02月15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－
１４

1 2,053,747 1,892,520 92.1% J
その他業
務委嘱

7 領事局

38
「無停電装置（ＵＰＳ）及び変圧器
（トランス）各３０個」の購入

平成23年02月15日 株式会社サンポー
東京都港区虎ノ門３－１５－
５

5 2,449,650 1,590,435 64.9% L 物品購入 7 領事局

39

「平成２２年度開発援助調査研究
事業（財政支援がプログラム・
ベース・アプローチの強化に有効
に働き得る環境と取組み体制に
関する調査）」業務委嘱

平成23年02月16日 株式会社三菱総合研究所
東京都千代田区永田町２－
１０－３

1 8,289,000 7,875,000 95.0% B 調査・研究 5
国際協力
局

（総合評価）

40
「大臣官房総務課外交記録・情報
公開室地下書庫における文書包
装」業務委嘱

平成23年02月16日 コクヨＳ＆Ｔ株式会社
大阪府大阪市東成区大今
里南６－１－１

3 8,236,951 4,648,350 56.4% J
その他業
務委嘱

1-1
官房総務
課

41
「アジア欧州会合（ＡＳＥＭ）全体
高級実務者会合（ＳＯＭ）」開催業
務委嘱

平成23年02月16日 株式会社ステージ
東京都豊島区高松１－１１
－１６

8 3,351,503 2,066,360 61.6% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

42
「インフラ海外展開への円借款活
用にかかる本邦企業の受注実績
調査」業務委嘱

平成23年02月17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

3 9,367,000 2,625,000 28.0% B 調査・研究 5
国際協力
局

（総合評価）

43

「第３回日・中米経済交流促進
ワーキングチーム会合及び第１４
回日・中米『対話と協力』フォーラ
ム参加者招へい事業」運営業務
委嘱

平成23年02月17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 3,026,796 2,279,555 75.3% C
招聘・賓客
接遇

12 中南米局



別記様式２ 　（契約一覧　）

② 一般競争方式（①以外） （契約期間　平成23年1月1日～3月31日）

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

（契約種類） （主管局課）

44
「インマルサット用内蔵バッテ
リー」の購入

平成23年02月17日 ＫＤＤＩ株式会社
東京都新宿区西新宿２－３
－２

2 2,285,850 1,437,240 62.8% L 物品購入 1-3
情報通信
課

45
「欧州委員会等実務者招聘」業務
委嘱

平成23年02月17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 1,228,710 1,038,040 84.4% C
招聘・賓客
接遇

4 経済局

46
「名古屋クアラルンプール補足議
定書及びＡＢＳ名古屋議定書国
際シンポジウム」開催業務委嘱

平成23年02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赤坂

東京都千代田区紀尾井町１
－２

1 8,848,609 5,576,760 63.0% D
事業実施・
会議運営

5
国際協力
局

47
「四島交流代表者間協議」開催業
務委嘱

平成23年02月18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

5 4,900,529 3,652,822 74.5% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

48
「国連平和維持活動の計画立案
（プランニング）過程の評価調査」
業務委嘱

平成23年02月18日 国立大学法人大阪大学
大阪府豊中市待兼山町１－
７

2 2,624,000 2,406,185 91.6% B 調査・研究 2
総合外交
政策局

（総合評価）

49
「日ＮＺ会議（アジア太平洋島嶼地
域における日ＮＺの協力）」開催業
務委嘱

平成23年02月18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

2 5,229,523 2,375,209 45.4% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

50
「われらの北方領土２０１０年版」
印刷製本等業務委嘱

平成23年02月18日 敷島印刷株式会社
熊本県熊本市八幡１０－２
－１８１

8 2,800,927 2,096,220 74.8% K 物品製造 13 欧州局

51
「会議用テーブル及び木製展示
ケース等」の購入

平成23年02月22日 有限会社セレスト
東京都中央区日本橋本石
町４－６－１３

4 1,792,350 1,086,750 60.6% L 物品購入 1-9
その他大
臣官房

52
「外務省ホームページ（日本語
版・英語版）の改善に係る調査・
分析等」業務委嘱

平成23年02月23日 アライド・ブレインズ株式会社
東京都千代田区一ツ橋２－
６－８

3 9,886,320 7,125,541 72.0% B 調査・研究 1-7
外務報道
官

（総合評価）



別記様式２ 　（契約一覧　）

② 一般競争方式（①以外） （契約期間　平成23年1月1日～3月31日）

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

（契約種類） （主管局課）

53

「名古屋クアラルンプール補足議
定書及びＡＢＳ名古屋議定書国
際シンポジウム開催に係る会議」
運営業務委嘱

平成23年02月24日 株式会社ステージ
東京都豊島区高松１－１１
－１６

6 3,951,994 2,272,060 57.4% D
事業実施・
会議運営

5
国際協力
局

54
「パーテーション及び什器類」の
購入

平成23年02月25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 3,279,150 3,114,195 94.9% L 物品購入 4 経済局

55
「ＣＭＳ（コンテンツ・マネジメント・
システム）に係るパソコン・ソフト
ウェア等」の購入

平成23年02月25日 株式会社アークライン
東京都豊島区池袋２－２３
－２４

2 3,171,735 2,362,500 74.4% L 物品購入 1-7
外務報道
官

56
「元島民による北方領土を語る
会」開催業務委嘱

平成23年02月28日 日本通運株式会社
東京都港区東新橋１－９－
３

5 5,032,220 4,342,282 86.2% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

57
「軍縮・不拡散教育グローバル・
フォーラム」開催業務委嘱

平成23年02月28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 5,515,488 4,199,625 76.1% D
事業実施・
会議運営

3
軍縮不拡
散・科学部

58 「サハリン招聘」業務委嘱 平成23年02月28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 3,987,688 3,658,876 91.7% C
招聘・賓客
接遇

13 欧州局

59 「地図データ」の購入 平成23年02月25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

2 13,860,000 13,860,000 100.0% L 物品購入 8
国際情報
統括官

60 「無停電電源装置等」の購入 平成23年02月25日 株式会社サンボー
東京都港区虎ノ門３－１５－
５

3 3,596,250 2,741,487 76.2% L 物品購入 7 領事局

61
「地上デジタル放送対応テレビ
等」の購入

平成23年03月01日 株式会社イワナシ
東京都新宿区北山伏町２－
２

5 14,776,125 10,021,620 67.8% 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） （契約期間　平成23年1月1日～3月31日）

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

（契約種類） （主管局課）

62 「デスクマット」の購入 平成23年3月1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 10,380,300 9,278,598 89.3% L 物品購入 1-4 会計課

63
「経済局レイアウト変更及び文書
ファイル等の運搬」業務委嘱

平成23年3月1日 長島梱包株式会社
東京都渋谷区恵比寿１－２
２－２１

5 3,772,440 2,614,500 69.3% J
その他業
務委嘱

4 経済局

64
「平成２２年度開発援助調査研究
業務（Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎａｌ　Ｃａｓｈ　Ｔｒａｎ
ｓｆｅｒ（ＣＣＴ）研究）」業務委嘱

平成23年3月2日
財団法人国際開発高等教育機
構

東京都港区赤坂７－１－１６ 3 6,204,670 2,564,100 41.3% B 調査・研究 5
国際協力
局

（総合評価）

65
「『Ｖ４＋日本」エネルギー効率
化・再生可能エネルギー・ワーク
ショップ』参加者接遇」業務委嘱

平成23年3月2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 2,370,582 1,748,246 73.7% C
招聘・賓客
接遇

13 欧州局

66
「デジタルセットトップボックス」の
購入

平成23年3月3日 株式会社土木田商店 東京都港区芝大門1-16-10 4 11,379,900 6,273,960 55.1% L 物品購入 1-4 会計課

67
「ＧＵＡＭ諸国実務者招へい」業
務委嘱

平成23年3月3日 株式会社ブルーシップトラベル
東京都文京区本郷３－１８
－１４

4 4,155,800 2,742,459 65.9% C
招聘・賓客
接遇

13 欧州局

68
「アフガニスタン再統合支援に関
する会合」開催業務委嘱

平成23年3月3日 株式会社ブルーシップトラベル
東京都文京区本郷３－１８
－１４

3 1,458,710 1,092,525 74.8% D
事業実施・
会議運営

14
中東アフリ
カ局

69
「在外経理システム再構築のため
の備品及び消耗品一式」の購入

平成23年3月4日 株式会社シーズン
東京都江戸川区篠崎町２－
１４２

1 8,204,700 7,926,250 96.6% L 物品購入 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） （契約期間　平成23年1月1日～3月31日）

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

（契約種類） （主管局課）

70
「無停電電源装置用バッテリー」
の購入

平成23年3月4日 株式会社紅和
東京都渋谷区１－１９－２－
４０４

1 6,354,600 4,729,473 74.4% L 物品購入 1-3
情報通信
課

71
「『ＴＩＣＡＤⅣ年次進捗報告書（２０
１０年ダイジェスト版）』作成」業務
委嘱

平成23年3月4日
株式会社エフビーアイ・コミュニ
ケーションズ

東京都渋谷区神宮前２－２
６－８

1 2,040,150 1,984,500 97.2% J
その他業
務委嘱

14
中東アフリ
カ局

72
「外部媒体使用制限機能の導入
に係るハードウェア／ソフトウェ
ア」の購入及び保守業務委嘱

平成23年3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

1 8,246,921 8,204,700 99.4% L 物品購入 1-3
情報通信
課

73
「『環太平洋パートナーシップ（ＴＰ
Ｐ）協定の効果』調査」業務委嘱

平成23年3月7日
エルエス・パートナーズ株式会
社

東京都中央区銀座１－２７
－８

1 4,921,875 2,977,999 60.5% B 調査・研究 4 経済局 （総合評価）

74
「経済局レイアウト変更」業務委
嘱

平成23年3月8日 伊藤商事株式会社
栃木県小山市大字羽川４８
６－２

3 3,434,550 2,614,500 76.1% J
その他業
務委嘱

4 経済局

75
「『政府開発援助（ＯＤＡ）国別
データブック２０１０年版』の発送」
業務委嘱

平成23年3月8日 有限会社東南流通
東京都世田谷区宇奈根３－
１０－３１

4 1,070,160 810,180 75.7% J
その他業
務委嘱

5
国際協力
局

76
「外務省研修所レイアウト変更」
業務委嘱

平成23年3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

1 5,450,550 5,344,909 98.0% J
その他業
務委嘱

1-4 会計課

77 「ＬＡＮ等配線敷設」業務委嘱 平成23年3月9日
株式会社大崎コンピュータエン
ヂニアリング

東京都品川区大崎１－１１
－２

6 1,848,714 999,600 54.0% H
システム
関係

4 経済局



別記様式２ 　（契約一覧　）

② 一般競争方式（①以外） （契約期間　平成23年1月1日～3月31日）

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

（契約種類） （主管局課）

78
「中国における遺棄科学兵器の
状況に関する調査（天津市）」業
務委嘱

平成23年3月10日 株式会社三菱総合研究所
東京都千代田区永田町２－
１０－３

1 194,833,120 179,036,461 91.8% B 調査・研究 10
アジア大
洋州局

79
「中国における遺棄科学兵器の
状況に関する調査（遼源市）」業
務委嘱

平成23年3月10日 株式会社三菱総合研究所
東京都千代田区永田町２－
１０－３

1 123,509,598 120,323,249 97.4% B 調査・研究 10
アジア大
洋州局

80
「海外仕様無線機及び汎用消耗
品」の購入

平成23年3月14日 株式会社ケンウッド
東京都八王子市石川町２９
６７－３

1 8,937,495 8,516,550 95.2% L 物品購入 7 領事局

81
「非常事態用通信キット等」の購
入

平成23年3月14日
有限会社クライシスインテリジェ
ンス

東京都千代田区神田錦町３
－２１

1 4,085,550 3,880,380 94.9% L 物品購入 1-3
情報通信
課

82
「中東・東アジア・ビジネスリー
ダーズ・ミーティング」開催業務委
嘱

平成23年3月14日 株式会社ブルーシップトラベル
東京都文京区本郷３－１８
－１４

7 5,216,677 3,333,880 63.9% D
事業実施・
会議運営

14
中東アフリ
カ局

83
「平成２２年度文化啓発用品」の
購入

平成23年3月15日 株式会社イワナシ
東京都新宿区北山伏町２－
２

2 13,745,550 13,125,000 95.4% L 物品購入 1-8
広報文化
交流部

84
「監査証跡システム（デジタルフォ
レンジック機器）用増設ディスク」
の購入

平成23年3月23日 ＫＤＤＩ株式会社
東京都千代田区飯田橋３－
１０－１０

1 14,840,700 13,972,350 94.1% L 物品購入 1-3
情報通信
課

85 新庁舎７F講堂内装修工事 平成23年3月4日 Arc.labo.株式会社
東京都墨田区向島３－４－
７

2 6,237,000 5,775,000 92.5% G
工事・建築
サービス

1-4 会計課

件数： 85件

契約金額： 700,025,975円



別記様式２ 　（契約一覧　）

② 一般競争方式（①以外） （契約期間　平成23年1月1日～3月31日）

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

（契約種類） （主管局課）

主管局課：大臣官房････1-1．官房総務課、1-2．人事課、1-3．情報通信課、1-4．会計課、1-5．在外公館課、1-6．儀典官室、1-7．外務報道官、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．軍縮不拡散・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

契約種類：　　Ａ通訳　Ｂ調査・研究　Ｃ招聘　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・建築サービス　Ｈｼｽﾃﾑ関係　Ｉ情報配信・モニタリング　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



別記様式２ 　（契約一覧）

③ 指名競争方式 （契約期間　平成23年1月1日～3月31日）

1
「外務大臣主催夕食会」開催業
務委嘱

平成23年1月7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 1,537,856 1,102,211 71.6% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

2
「外務大臣主催夕食会」開催業
務委嘱

平成23年02月07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２－２－１

3 1,724,310 1,431,885 83.0% D
事業実施・
会議運営

11 北米局

3
「外務大臣主催レセプション」開
催業務委嘱

平成23年02月21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 2 1,711,500 1,396,500 81.5% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

件数： 3件

契約金額：

主管局課：大臣官房････1-1．官房総務課、1-2．人事課、1-3．情報通信課、1-4．会計課、1-5．在外公館課、1-6．儀典官室、1-7．外務報道官、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．軍縮不拡散・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

契約種類：　　Ａ通訳　Ｂ調査・研究　Ｃ招聘　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・建築サービス　Ｈｼｽﾃﾑ関係　Ｉ情報配信・モニタリング　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

No. 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

3,930,596円

予定価格 契約金額 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 （契約期間　平成23年1月1日～3月31日）

備考２

応募者数

1
「ジャーナリスト会議」開催
業務委嘱

平成23年1月5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）。

3,906,000 3,695,542 94.6% D
事業実施・
会議運営

1-7
外務報道
官

2

2
「観光誘致関連啓発品（ノー
ト）の制作」業務委嘱

平成23年1月11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）。

1,293,957 1,157,751 89.4% K 物品製造 1-8
広報文化
交流部

7

3
「在外公館情報ネットワーク
最適化に係る検証及び設計
等」業務委嘱

平成23年1月12日 ＫＤＤＩ株式会社
東京都千代田区飯田
橋３－１０－１０

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）。

202,695,500 202,695,500 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

1

4

「海外向け日本紹介映像資
料『Japan-HowCOOL!（仮
称）』の制作及び複製」業務
委嘱

平成23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）。

69,300,000 61,089,000 88.1% K 物品製造 1-8
広報文化
交流部

5

5
「海外向け日本紹介用ポス
ターの制作及び複製」業務
委嘱

平成23年1月20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）。

10,521,000 9,345,000 88.8% K 物品製造 1-8
広報文化
交流部

7

6

「ＮＧＯによるテーマ別能力
向上プログラム（ＮＧＯ研究
会）『ネットワークＮＧＯのあ
り方』」業務委嘱

平成23年1月20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）。

4,920,000 4,452,848 90.5% D
事業実施・
会議運営

5
国際協力
局

1

7

「インフラ海外展開のための
海外向け映像広報資料の
多言語版制作及び複製」業
務委嘱

平成23年1月24日 株式会社アドエージェンシー
東京都港区六本木７
－１５－７

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）。

2,794,000 2,793,000 99.9% K 物品製造 1-8
広報文化
交流部

7

8
「在大韓民国日本国大使館
事務所新営計画に係る設
計」業務委託

平成23年1月27日 株式会社久米設計
東京都江東区潮見２
－１－２２

プロポーザル（技術提案）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）。

126,746,653 124,028,780 97.8% J
その他業
務委嘱

1-5
在外公館
課

6

9
「在ペルー日本国大使館事
務所新営計画に係る設計」
業務委托

平成23年1月28日 株式会社大建設計
東京都品川区東五反
田５－１０－８

プロポーザル（技術提案）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）。

86,817,113 86,410,970 99.5% J
その他業
務委嘱

1-5
在外公館
課

6

10
「『核軍縮・不拡散（仮）』報
道関係者招へい」業務委嘱

平成23年02月07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）。

7,990,000 7,807,092 97.7% C
招聘・賓客
接遇

1-7
外務報道
官

2

11
「東アジアの戦略環境セミ
ナー」開催業務委嘱

平成23年02月17日 株式会社三菱総合研究所
東京都千代田区永田
町２－１０－３

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）。

4,833,989 4,831,913 99.9% D
事業実施・
会議運営

8
国際情報
統括官

2

No. 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 契約金額 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 （契約期間　平成23年1月1日～3月31日）

備考２

応募者数
No. 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 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

12
「日豪草の根交流計画（第２
次）実施」業務委嘱

平成23年02月18日 株式会社ＪＴＢ首都圏
東京都港区新橋１－
１８－１６

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）。

12,815,000 12,789,624 99.8% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

3

13

「日本ブランド向上事業用啓
発品（伝統工芸品をあしらっ
た小物類）の制作」業務委
嘱

平成23年02月18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）。

3,937,500 3,932,250 99.8% K 物品製造 1-8
広報文化
交流部

8

14
「日本ブランド向上事業用啓
発品（多機能文房具）の制
作」業務委嘱

平成23年02月18日 株式会社イワナシ
東京都新宿区北山伏
町２－２

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）。

3,769,500 3,769,500 100.0% K 物品製造 1-8
広報文化
交流部

8

15
「日本ブランド向上事業用啓
発品（エコ関連製品）の制
作」業務委嘱

平成23年02月18日 インプレッション株式会社
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）。

3,528,000 3,528,000 100.0% K 物品製造 1-8
広報文化
交流部

8

16
「新しい日露関係・専門家対
話」開催業務委嘱

平成23年02月18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
－１５－１６

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）。

2,728,000 2,679,664 98.2% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局 1

17
「中東地域の国際テロ情勢
セミナー」開催業務委嘱

平成23年02月28日 株式会社三菱総合研究所
東京都千代田区永田
町２－１０－３

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）。

9,022,891 8,584,287 95.1% D
事業実施・
会議運営

8
国際情報
統括官

3

18
「国際的な子の奪取に関す
るハーグ条約関係裁判例に
ついての調査」業務委嘱

平成23年3月3日 日本弁護士連合会
東京都千代田区霞が
関１－１－３

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）。

2,102,446 2,100,000 99.8% B 調査・研究 2
総合外交
政策局

1

件数： 18件

契約金額：

主管局課：大臣官房････1-1．官房総務課、1-2．人事課、1-3．情報通信課、1-4．会計課、1-5．在外公館課、1-6．儀典官室、1-7．外務報道官、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．軍縮不拡散・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

契約種類：　　Ａ通訳　Ｂ調査・研究　Ｃ招聘　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・建築サービス　Ｈｼｽﾃﾑ関係　Ｉ情報配信・モニタリング　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

545,690,721円



別記様式２ 　（契約一覧）

⑤ 公募に基づく随意契約方式 （契約期間　平成23年1月1日～3月31日）

1

件数： 0件

契約金額：

主管局課：大臣官房････1-1．官房総務課、1-2．人事課、1-3．情報通信課、1-4．会計課、1-5．在外公館課、1-6．儀典官室、1-7．外務報道官、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．軍縮不拡散・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

契約種類：　　Ａ通訳　Ｂ調査・研究　Ｃ招聘　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・建築サービス　Ｈｼｽﾃﾑ関係　Ｉ情報配信・モニタリング　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

No. 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

0,000円

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）



別記様式２ 　（契約一覧）

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　平成23年1月1日～3月31日）

1 「ＯＤＡホームページの再構築」業務委嘱 平成23年1月4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１－６－１
５

現在稼働中のシステムの保守業務を
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）。

3,130,714 3,130,714 100.0% H
システム
関係

5
国際協力
局

2 「外務大臣の訪米に伴う通訳」業務委嘱 平成23年1月4日
株式会社リンガバン
ク

東京都港区西新橋３－１５－
３

大臣の外国訪問が直前に決定された
ため入札は不可能であり、本契約相手
方はこの種の公式通訳が可能な経験
豊富な者を迅速に手配可能であり、他
に競争を許さないため（会計法第２９
条の３第４項）。

1,720,400 1,535,400 89.2% A 通訳 11 北米局

3 「ＡＬＯＳ『だいち』衛星画像データ」の購入 平成23年1月5日
財団法人リモート・セ
ンシング技術セン
ター

東京都港区六本木１－９－９
調達物品の販売権は本契約相手先の
みが有しており、他に競争を許さない
ため（会計法第２９条の３第４項）。

16,569,000 16,569,000 100.0% L 物品購入 1-7
外務報道
官

4
「ＩＣ旅券入力機の改修（申請書読取位置変
更等）」業務委嘱

平成23年1月11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保守業務を
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）。

8,342,250 8,342,250 100.0% H
システム
関係

7 領事局

5
「在イエメン大使館在外ＬＡＮ機器移設」業務
委嘱

平成23年1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

現在稼働中のシステムの保守業務を
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）。

5,871,645 5,871,645 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

6
「在デンマーク大使館在外ＬＡＮ機器移設」
業務委嘱

平成23年1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

現在稼働中のシステムの保守業務を
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）。

5,213,325 5,213,325 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

7
「会計業務システム用サーバ等一式」賃貸
借保守

平成23年1月12日
日立キャピタル株式
会社

東京都千代田区飯田橋２－
１８－２

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
き現行機器等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・運用面から、他に競争を許
さないため（会計法第２９条の３第４
項）。

- 833,850 － M 賃貸借 1-3
情報通信
課

No. 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 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）



別記様式２ 　（契約一覧）

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　平成23年1月1日～3月31日）

No. 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 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

8
「『業務系共通プラットフォーム』ネットワーク
設計変更等」業務委嘱

平成23年1月13日 富士通株式会社 東京都港区東新橋１－５－２

本件プログラムサポートが可能な者
は、当該プログラムの製造業者である
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）。

2,917,057 2,917,057 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

9
「在デンマーク大使館基幹通信網関連機器
等移設」業務委嘱

平成23年1月13日 三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２－
７－３

現在稼働中のシステムの保守業務を
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）。

2,558,696 2,558,696 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

10
「トレンドマイクロ社製品等バージョンアップ
作業」業務委嘱

平成23年1月14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）。

10,296,300 10,296,300 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

11
「旅費ネットワークシステムの改修」業務委
嘱

平成23年1月14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）。

8,905,050 8,905,050 100.0% H
システム
関係

1-4 会計課

12
「我が国外交情報（インターネット）のモニタ
リング」業務委嘱

平成23年1月14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

本件サービスの提供が可能な業者は
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）。

2,231,250 2,231,250 100.0% I
情報配信・
モニタリン
グ

1-1
官房総務
課

13
「増設用ハードディスク等一式の設計・構築
作業」業務委嘱

平成23年1月14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）。

2,039,100 2,039,100 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

14
「外務大臣主催レセプション（欧州大使会
議）」開催業務委嘱

平成23年1月14日
株式会社パレス ホテ
ル

東京都千代田区丸の内１－
１－１

本件サービスの提供が可能な業者は
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）。

1,995,000 1,995,000 100.0% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

13 欧州局



別記様式２ 　（契約一覧）

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　平成23年1月1日～3月31日）

No. 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 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

15 「日豪若手政治家交流プログラム」業務委嘱 平成23年1月17日
財団法人日本国際交
流センター

東京都港区南麻布４－９－１
７

再度の入札を持ってしても落札者がな
かったため、唯一の入札業者である同
社に対し予定価格範囲内で契約を交
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）。

8,431,710 8,399,721 99.6% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

16
「女性の尊厳に係る意見交換事業」運営業
務委嘱

平成23年1月17日
特定非営利活動法人
ＣＣＳＥＡ朋

香川県丸亀市綾歌町岡田西
１３８９

本事業については、道義的観点及び
人権保護の観点から本事業対象者の
プライバシーを守る必要がある。本事
業対象者の個人情報を守りつつ本事
業を実施できるのは、同対象者と普段
より交流の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）。

1,459,831 1,459,831 100.0% D
事業実施・
会議運営

5
国際協力
局

17 「警備関係機器の保守点検」業務委嘱 平成23年1月18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条の３第４項）。

3,635,100 3,635,100 100.0% F
保守・管理
（機械・設
備）

1-1
官房総務
課

18
「旅券発給管理システム改修（所有旅券審
査機能追加等）」業務委嘱

平成23年1月20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）。

9,305,100 9,305,100 100.0% H
システム
関係

7 領事局

19
「警備関係機器の保守点検」業務委嘱業務
委嘱

平成23年1月21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２９条の３第４項）。

4,781,700 4,781,700 100.0% F
保守・管理
（機械・設
備）

1-1
官房総務
課

20
「ブルガリア首相一行接遇（宿舎等契約）」業
務委嘱

平成23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、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）。

1,532,175 1,532,175 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典官室

21
「『物品・現地職員管理システム』サーバ移
行設計及び改修」業務委嘱

平成23年1月25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）。

14,558,250 14,558,250 100.0% H
システム
関係

1-5
在外公館
課



別記様式２ 　（契約一覧）

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　平成23年1月1日～3月31日）

No. 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 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

22
「査証事務支援システムの機能改修」業務
委嘱

平成23年1月26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保守業務を
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）。

27,300,000 27,300,000 100.0% H
システム
関係

7 領事局

23
「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７事業」開催業
務委嘱

平成23年1月27日
特定非営利活動法人
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

本フェスティバルは契約相手方が事務
局としてロジ全般を行っているフェス
ティバルの一部分を当方事業として行
うものであり、同団体以外に本件ロジ
業務委嘱を行える団体は存在せず、
他に競争を許さないため（会計法第２
９条の３第４項）。

3,132,969 3,132,969 100.0% D
事業実施・
会議運営

5
国際協力
局

24
「文化無償資金協力フォローアップ解析業務
『中南米３カ国のマイクロフィルム機材』」業
務委嘱

平成23年1月27日 株式会社栄光舎
東京都目黒区中目黒１－８
－８

対象マイクロフィルム機材が修理に
よって機能回復する可能性、修理のた
めに必要な作業等を特定することが可
能な業者は当該機器の製造者である
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）。

2,552,900 2,552,900 100.0% J
その他業
務委嘱

1-8
広報文化
交流部

25
「クローズドＬＡＮホームページ検索機能改
修」業務委嘱

平成23年1月28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）。

1,182,300 1,182,300 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

26
「査証WAN 在外簡易端局化検証作業及び
設定資材作成」業務委嘱

平成23年1月31日 沖電気工業株式会社
東京都港区芝浦４－１０－１
６

現在稼働中のシステムの保守業務を
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）。

8,104,950 8,104,950 100.0% H
システム
関係

7 領事局

27 「英文国際法年報」の購入 平成23年1月31日 株式会社雄松堂書店 東京都新宿区坂町２７
調達物品の販売権は本契約相手先の
みが有しており、他に競争を許さない
ため（会計法第２９条の３第４項）。

2,515,200 2,515,200 100.0% L 物品購入 6 国際法局

28
「在スイス大使館本館－分館間のＶＰＮ接続
に係るネットワークの設計及び構築」業務委
嘱

平成23年1月31日 三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２－
７－３

現在稼働中のシステムの保守業務を
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）。

1,447,424 1,447,424 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課



別記様式２ 　（契約一覧）

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　平成23年1月1日～3月31日）

No. 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 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

29
「情報公開事務支援システム・ソフトウェアの
改善」業務委嘱

平成23年02月01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

現在稼働中のシステムの保守業務を
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）。

3,360,000 3,360,000 100.0% H
システム
関係

1-9
その他大
臣官房

30
「基幹通信網関連機器等の移設作業」業務
委嘱

平成23年02月01日 三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２－
７－３

現在稼働中のシステムの保守業務を
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）。

2,718,228 2,718,228 100.0% F
保守・管理
（機械・設
備）

1-3
情報通信
課

31
「ネットワーク通信対応システムの更新作
業」業務委嘱

平成23年02月02日 三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２－
７－３

現在稼働中のシステムの保守業務を
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）。

10,889,874 10,889,874 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

32
「国際テロ対策協力室主催国際会議」開催
業務委嘱

平成23年02月08日
株式会社コンベンショ
ンリンケージ

東京都千代田区３番町２

聞き取り調査の結果、本件業務を請負
可能な業者が同社のみであり、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）。

4,355,051 4,204,818 96.5% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局

33
「外務省ホームページ内『条約データ検索
ページ』のコンテンツの掲載・更新等」業務
委嘱

平成23年02月09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１－６－１
５

現在稼働中のシステムの保守業務を
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）。

2,468,523 2,468,523 100.0% H
システム
関係

6 国際法局

34
「在外公館の統合に係る方式設計及び手順
書作成等」業務委嘱

平成23年02月10日 富士通株式会社 東京都港区東新橋１－５－２

現在稼働中のシステムの保守業務を
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）。

4,430,580 4,430,580 100.0% J
その他業
務委嘱

1-3
情報通信
課

35
「人事院勧告による人事昇格・昇給システム
及び共済年金システムの改修」業務委嘱

平成23年02月14日 株式会社日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

現在稼働中のシステムの保守業務を
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）。

8,938,755 8,938,755 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課



別記様式２ 　（契約一覧）

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　平成23年1月1日～3月31日）

No. 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 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

36
「文書編集システム新機能の追加構築」業
務委嘱

平成23年02月14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保守業務を
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）。

7,350,000 7,350,000 100.0% H
システム
関係

1-1
官房総務
課

37
「外部媒体使用制限機能の導入に係る設計
及び構築作業」業務委嘱

平成23年02月16日 富士通株式会社 東京都港区東新橋１－５－２

現在稼働中のシステムの保守業務を
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）。

10,785,600 10,785,600 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

38
「ネットワーク関連機器の構成変更作業」業
務委嘱

平成23年02月18日 三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２－
７－３

現在稼働中のシステムの保守業務を
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）。

3,924,670 3,924,670 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

39
「パキスタン大統領一行接遇（宿舎等契約）」
業務委嘱

平成23年02月18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）。

2,908,417 2,908,417 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典官室  

40
「アンゴラ共和国外務大臣一行接遇（宿舎等
契約）」業務委嘱

平成23年02月18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）。

1,114,330 1,114,330 100.0% C
招聘・賓客
接遇

14
中東アフリ
カ局

41
「ＢＢＳ及びＦＴＰサーバ用共有ディスクリプレ
イス作業」業務委嘱

平成23年02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保守業務を
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）。

1,481,235 1,481,235 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

42
「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23年02月22日 株式会社ケンウッド
神奈川県横浜市神奈川区守
屋町３－１２

本件保守用部品の提供が可能な業者
は当該機器の製造作業である本契約
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）。

32,181,740 32,181,740 100.0% F
保守・管理
（機械・設
備）

7 領事局 （政府調達）



別記様式２ 　（契約一覧）

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　平成23年1月1日～3月31日）

No. 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 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

43
「外務省学習管理システムの機能改修」業
務委嘱

平成23年02月22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）。

1,800,225 1,800,225 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

44
「ＶＢＣｏｒｐバージョンアップ対応作業」業務
委嘱

平成23年02月23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）。

13,036,800 13,036,800 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

45
「ＯＤＡテレビ番組『地球ＶＯＣＥ』番組宣伝」
業務委嘱

平成23年02月28日 株式会社電通 東京都港区東新橋１－８－１

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、番
組宣伝映像及び原稿の制作を許可さ
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）。

42,000,000 42,000,000 100.0% J
その他業
務委嘱

5
国際協力
局

（政府調達）

46
「ＩＣカード運用管理システム用サーバ等」の
購入

平成23年02月28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

現在稼働中のシステムの保守業務を
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）。

6,139,350 6,139,350 100.0% L 物品購入 1-4 会計課

47
「ネットワーク通信対応システム関係機器の
設置作業」業務委嘱

平成23年02月28日 三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内２－
７－３

現在稼働中のシステムの保守業務を
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）。

2,723,432 2,723,432 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

48
「外務省所管建物自動火災報知設備等保守
点検に基づく不具合箇所改善」業務委嘱

平成23年3月1日 株式会社清水商会
千葉県千葉市中央区松ヶ丘
町６３５

本件は、消防点検票の内容を熟知し
ている必要があり、履行可能業者は保
守点検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）。

3,631,950 3,631,950 100.0% J
その他業
務委嘱

1-4 会計課

49
「外務省学習管理システムの教材作成」業
務委嘱

平成23年3月4日
ＮＥＣラーニング株式
会社

東京都港区芝浦３－１７－１
２

本件プログラムサポートが可能な者
は、当該プログラムの製造業者である
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）。

2,179,275 2,179,275 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課



別記様式２ 　（契約一覧）

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　平成23年1月1日～3月31日）

No. 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 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

51
「文化無償資金協力フォローアップ事業『ミャ
ンマー・マンダレー外国語大学日本語学習
機材整備計画』」業務委嘱

平成23年3月8日
システックインターナ
ショナル株式会社

大阪府大阪市北区西天満３
－２－９

本件サービスの提供が可能な業者
は、本案件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）。

2,080,000 2,080,000 100.0% D
事業実施・
会議運営

1-8
広報文化
交流部

51
「在エジプト日本国大使館新事務所整備等
事業契約変更に係る事業者への変更契約
締結協力」業務委嘱

平成23年3月8日
在エジプト日本大使
館ファシリティマネジ
メント株式会社

東京都新宿区西新宿１－２５
－１

在エジプト日本国大使館新事務所整
備等事業契約を変更するにあたり、契
約相手である事業者側の協力が不可
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）。

1,680,000 1,680,000 100.0% J
その他業
務委嘱

1-5
在外公館
課

52 「日中韓外相会議」開催業務委嘱 平成23年3月9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

再度の入札をもってしても落札者がな
かったため，最も廉価であった同社に
対し予定価格範囲内での交渉をしてお
り，他に競争を許さないため（予決令
第９９条の２）。

14,068,912 13,860,000 98.5% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

53
「在外公館医務官室用執務参考図書等」の
購入

平成23年3月9日 株式会社文研堂書店
東京都千代田区永田町１－
６

再度の入札をもってしても落札者がな
かったため，最も廉価であった同社に
対し予定価格範囲内での交渉をしてお
り，他に競争を許さないため（予決令
第９９条の２）。

2,843,567 2,843,127 99.9% L 物品購入 1-9
その他大
臣官房

54
「アジア・紛争下での女性尊厳事業（韓国）」
業務委嘱

平成23年3月9日
特定非営利活動法人
ＣＣＳＥＡ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
プ事業であり、道義的観点及び人権保
護の観点から個人のプライバシーを守
る必要があることから、本事業対象者
の個人情報を守りつつ本事業を実施
できるのは、同基金の事業に関与した
本契約の相手方の他になく、他に競争

1,234,815 1,234,815 100.0% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

55 「インマルサット衛星通信装置」賃貸借契約 平成23年3月14日
株式会社日本デジコ
ム

東京都中央区新川２－２０－
８

東日本大震災に対する海外からの緊
急援助隊のリエゾンとして出張する省
員用の震災救援支援用品として、当該
物品が緊急に必要となり、競争に付す
ることができないため（会計法第２９条
の３第４項）。

1,003,680 1,003,680 100.0% M 賃貸借 1-3
情報通信
課

56
「『統合Ｗｅｂ環境』のＩＰｖ６アドレス対応作
業」業務委嘱

平成23年3月16日 日本電気株式会社 東京都港区芝５－７－１

本件プログラムサポートが可能な者
は、当該プログラムの製造業者である
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）。

3,553,200 3,553,200 100.0% H
システム
関係

1-7
外務報道
官



別記様式２ 　（契約一覧）

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　平成23年1月1日～3月31日）

No. 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 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

57
「国際漫画賞のトロフィーデザイン」業務委
嘱

平成23年3月26日
株式会社佐藤卓デザ
イン事務所

東京都中央区銀座１－１４－
１１

本件は、契約相手方が著作権を有す
る制作物のデザインの改変及び設計
図を制作するものであり、他に競争を
許さないため（会計法第２９条の３第４
項）。

1,050,000 1,050,000 100.0% J
その他業
務委嘱

1-8
広報文化
交流部

件数： 57件

契約金額：

主管局課：大臣官房････1-1．官房総務課、1-2．人事課、1-3．情報通信課、1-4．会計課、1-5．在外公館課、1-6．儀典官室、1-7．外務報道官、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．軍縮不拡散・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

契約種類：　　Ａ通訳　Ｂ調査・研究　Ｃ招聘　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・建築サービス　Ｈｼｽﾃﾑ関係　Ｉ情報配信・モニタリング　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

357,918,881円




