
総括表

入　　札　　方　　式 件　　数 備　　考

・　総契約件数 123 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） 37 件

③　 指名競争方式 9 件

④ 　企画競争に基づく随意契約方式 22 件

⑤　 公募に基づく随意契約方式 1 件

⑥　 その他の随意契約方式 50 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10月1日～12月31日）



　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10月1日～12月31日）

1
「出退情報表示システム一式」賃
貸借保守契約

平成23年10月12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７－１６－３

1 23,710,024
23,540,244

（14,636,076）
99.2% M 賃貸借 1-1

官房総務
課

三者契約（政府調達）

契約予定期間が平成23年12月
から52ヶ月間であり、契約額は
賃貸借14,636,076円（52ヶ月
分）、保守684,936円（4ヶ月分：
本年度分のみ）で締結してい
る。落札額との差額8,219,232円
は来年度以降契約予定の保守
費用（48ヶ月分）。

2
「生活基礎物資調達環境整備事
業」業務委嘱

平成23年11月2日 日販アイ・ピー・エス株式会社 東京都文京区湯島１－３－４ 1 41,458,520 33,936,383 81.8% D
事業実施・
会議運営

1-5
在外公館
課

（政府調達）

3 「外務省本省庁舎」ガス需給契約 平成23年11月30日 東京ガス株式会社 東京都港区海岸１－５－２０ 1 － 21,819,656 － J
その他業
務委嘱

1-4 会計課
（政府調達）
単価契約

4
「複写機・複合機」賃貸借・保守
契約

平成23年12月01日 富士ゼロックス株式会社 東京都港区赤坂３－３－１ 4 17,485,104 3,149,588 18.0% M 賃貸借 1-4 会計課 （政府調達）

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

契約相手方の住所

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

82,445,871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
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　契約一覧

② 一般競争方式（①以外） （契約期間　平成23年10月1日～12月31日）

1 「自動車ガソリン等」の購入 平成23年10月1日 株式会社札幌タヤス 東京都港区赤坂１－３－９ 2 5,003,873 ＠146ほか － L 物品購入 1-4 会計課 単価契約

2
「地方連携推進室における労働
者」派遣契約

平成23年10月3日 ヒューマンリソシア株式会社
東京都新宿区西新宿７－５
－２５

2 2,300 ＠1,887 － N 派遣職員 1-1
官房総務
課

単価契約

3
「外務省研修所における労働者」
派遣契約

平成23年10月3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

6 1,533 @1,288 － N 派遣職員 9 研修所 単価契約

4
「メコン地域における官民協力・連
携促進フォーラム第二回日メコン
全体会合開催」業務委嘱

平成23年10月4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

5 4,505,495 3,816,036 84.6% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

5
「四島交流受入（四島住民代表）」
業務委嘱

平成23年10月5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 6,955,163 5,750,809 82.6% C
招聘・賓客
接遇

13 欧州局

6
「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23年10月7日
フェリーチェコンサルティング株
式会社

東京都千代田区九段北１－
１０－５

4 1,402,856 588,000 41.9% I
情報配信・
モニタリン
グ

1-5
在外公館
課

7
「ＬＡＮ運用管理用パソコン等」の
購入

平成23年10月12日 株式会社ティーズフューチャー 東京都中央区明石町８－１ 3 4,222,956 3,472,060 82.2% L 物品購入 1-3
情報通信
課

8
「会計業務システム用センタプリン
タ一式賃貸借･保守」業務委嘱

平成23年10月19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７－１
６－３

2 1,362,511 451,052 33.1% M 賃貸借 1-3
情報通信
課

三者契約

契約予定期間が平成23年
12月16日から48ヶ月間で
あり、本年度契約額は導
入一時経費及び3ヶ月16
日間の賃貸借保守料合計
額の451,052円で締結して

いる。

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）
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
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　契約一覧

② 一般競争方式（①以外） （契約期間　平成23年10月1日～12月31日）

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）
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

9
「ビジネスと外交についての調査
研究」業務委嘱

平成23年10月28日
公益財団法人日本国際フォーラ
ム

東京都港区赤坂２－１７－１
２

1 2,099,400 1,586,970 75.5% B 調査・研究 2
総合外交
政策局

10
「日本語教育分野における文化無
償資金協力案件の評価等調査」
業務委嘱

平成23年11月1日
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング株式会社

東京都港区虎ノ門５－１１－
２

2 23,700,600 16,953,825 71.5% B 調査・研究 1-8
広報文化
交流部

11
「第１４回日本・スペインシンポジ
ウム開催」業務委嘱

平成23年11月4日 株式会社ステージ
東京都豊島区高松１－１１
－１６

4 4,098,450 3,355,086 81.8% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

12
「ブータン王国国王・同王妃陛下
の訪日（国賓）に伴う撮影」業務委
嘱

平成23年11月4日
株式会社ビービープロモーショ
ン

東京都港区麻布台３－２－
６

3 1,600,750 977,025 61.0% J
その他業
務委嘱

1-6 儀典官室

13
「在外における不動産市場価格等
報告書作成」業務委嘱

平成23年11月09日
ジョーンズラングラサール株式
会社

東京都千代田区永田町２－
１３－１０

4 12,532,275 6,247,500 49.8% B 調査・研究 1-5
在外公館
課

14
「平成２１年版条約集の編集及び
印刷・製本」業務委嘱

平成23年11月14日 株式会社アイネット
東京都中央区銀座７－１６
－２１

5 11,622,450 8,709,750 74.9% K 物品製造 6 国際法局

15
「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23年11月14日
株式会社ワールド・ビジネス・ア
ソシエイツ

東京都千代田区神田小川町
２－１２

2 2,230,058 1,979,735 88.7% B 調査・研究 7 領事局

16
「第８回アジア不拡散協議開催」業
務委嘱

平成23年11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 1,285,570 1,079,507 83.9% D
事業実施・
会議運営

3
軍縮不拡
散・科学部

3



　契約一覧

② 一般競争方式（①以外） （契約期間　平成23年10月1日～12月31日）

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）
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

17
「在外経理システム再構築のため
の備品」の購入

平成23年11月22日 株式会社シーズン
東京都江戸川区篠崎町２－
１４２

1 14,337,750 13,982,220 97.5% L 物品購入 1-5
在外公館
課

18 「サーバー等一式」の購入 平成23年11月22日 井上事務機事務用品株式会社
東京都立川市曙町３－１８
－２５

2 11,694,180 5,512,500 47.1% L 物品購入 1-3
情報通信
課

19

「在エジプト日本国大使館新事務
所整備等事業に係るエジプト国内
分財務モニタリング協力」業務委
嘱

平成23年11月24日 新日本有限責任監査法人
東京都千代田区内幸町２－
２－３

3 1,455,006 315,000 21.6% I
情報配信・
モニタリン
グ

1-5
在外公館
課

20
「外交行嚢用内袋の製造」業務委
嘱

平成23年11月25日 協立工業株式会社
東京都中央区新富１－１５
－７

1 3,670,800 3,087,000 84.0% K 物品製造 1-3
情報通信
課

21
「協調的安全保障に関する調査・
研究」業務委嘱

平成23年11月28日
一般財団法人平和・安全保障
研究所

東京都港区赤坂１－８－６ 1 2,163,357 1,850,310 85.5% B 調査・研究 13 欧州局

22
「日・バルトセミナー開催」業務委
嘱

平成23年11月29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 5,685,286 4,559,621 80.2% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

23
「平成２３年度『外務大臣と語る』
開催」業務委嘱

平成23年11月30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

2 3,473,338 3,024,000 87.0% D
事業実施・
会議運営

1-7
外務報道
官

24 船橋分室改修工事（２期） 平成23年11月21日 株式会社大松建設 千葉県成田市取香１７８－１ 1 30,908,832 30,870,000 99.8% G
工事・建築
サービス

1-9
その他大
臣官房
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　契約一覧

② 一般競争方式（①以外） （契約期間　平成23年10月1日～12月31日）

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）
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

25
「船橋分室改修工事（２期）に係る
工事監理」業務委嘱

平成23年11月25日 株式会社翔設計
東京都渋谷区千駄ヶ谷４－
２４－１５

1 3,125,779 1,785,000 57.1% G
工事・建築
サービス

1-4 会計課

26
「『テロ防止関連条約締結促進セミ
ナー』開催」業務委嘱

平成23年12月01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 3,297,743 2,578,286 78.1% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局

27 「在外公館用保守部品」の購入 平成23年12月09日 株式会社シーズン
東京都江戸川区篠崎町２－
１４２

3 3,429,300 1,655,251 48.2% L 物品購入 1-5
在外公館
課

28
「ＬＴＯ及びＤＡＴデータカートリッジ
等」の購入

平成23年12月14日 株式会社プライム
東京都町田市木曽町２１８７
－３１

11 9,142,350 3,752,946 41.0% L 物品購入 1-3
情報通信
課

29
「『外交青書（閣議版及び市販
版）』印刷・製本」業務委嘱

平成23年12月15日 日経印刷株式会社
東京都千代田区飯田橋２－
１６－２

1 4,385,062 4,200,000 95.7% K 物品製造 2
総合外交
政策局

30
「ウイルス対策ソフトの追加ライセ
ンス」の購入

平成23年12月16日 文祥堂商事株式会社
東京都中央区銀座３－４－
１２

5 2,943,780 2,717,862 92.3% L 物品購入 1-3
情報通信
課

5



　契約一覧

② 一般競争方式（①以外） （契約期間　平成23年10月1日～12月31日）

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）
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

31
「中国のエネルギー政策ーその動
向と形成過程の実態に関する調
査」業務委嘱

平成23年12月16日
日中環境協力支援センター有
限会社

東京都目黒区目黒１－４－
８

4 2,266,950 1,199,999 52.9% B 調査・研究 8
国際情報
統括官

32
「円借款による復興外交の推進の
ための日本の『強み』検証調査」業
務委嘱

平成23年12月22日 財団法人未来工学研究所
東京都江東区深川２－６－
１１

2 9,850,000 5,780,999 58.6% B 調査・研究 5
国際協力
局

33
「在米日系人及び在加日系人リー
ダー招聘事業」業務委嘱

平成23年12月27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 9,235,765 6,845,908 74.1% C
招聘・賓客
接遇

11 北米局

34
「セキュリティー機能付きＵＳＢメモ
リー等」の購入

平成23年12月28日 井上事務機事務用品株式会社
東京都立川市曙町３－１８
－２５

5 5,021,100 2,079,000 41.4% L 物品購入 1-3
情報通信
課

35
「インマルサットＢＧＡＮ用内蔵バッ
テリー及びシガーチャージャー」の
購入

平成23年12月28日 株式会社日本デジコム
東京都中央区新川２－２０
－８

3 2,478,000 1,732,500 69.9% L 物品購入 1-3
情報通信
課

36 本省新庁舎電気設備交換工事 平成23年12月06日 東陽電気工事株式会社
東京都品川区中延３－２－
１５

2 41,586,308 24,123,750 58.0% G
工事・建築
サービス

1-4 会計課 低入札価格調査済み。

37
南庁舎７Ｆ床置きファンコイル増設
工事

平成23年12月19日 大喜空調株式会社
東京都渋谷区神南１－９－
７

1 3,192,000 2,814,000 88.1% G
工事・建築
サービス

1-4 会計課

件数： 37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

179,433,507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

6



　契約一覧

③ 指名競争方式 （契約期間　平成23年10月1日～12月31日）

1
「在セルビア日本国大使館事務
所新営計画に係る実施設計・積
算」業務委嘱

平成23年10月5日 株式会社梓設計
東京都品川区東品川２－１
－１１

4 45,744,729 18,690,000 40.8% G
工事・建築
サービス

低入札価格調査済
み。

2
「第５２回海外日系人大会に伴う
外務大臣主催レセプションケータ
リング」業務委嘱

平成23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

3 1,872,150 1,693,650 90.4% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

7 領事局

3
「外務副大臣主催『世界ポリオ・
デーレセプション』開催」業務委
嘱

平成23年10月18日 株式会社帝国ホテル
東京都千代田区内幸町１－
１－１

2 1,221,850 1,179,150 96.5% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

5
国際協力
局

4
「日中韓首脳会議同時通訳」業
務委嘱

平成23年11月9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 2,030,000 1,040,999 51.2% A 通訳 10
アジア大
洋州局

5
「全国知事会に際する外務大臣
主催レセプションケータリング」業
務委嘱

平成23年11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 2,186,100 1,790,250 81.8% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

1-1
官房総務
課

6 「文書等の運送」業務委嘱 平成23年11月22日
ヤマトロジスティクス株式会
社東京美術品センター

東京都江東区東雲２－２－３ 3 6,091,863 2,261,329 37.1% J
その他業
務委嘱

10
アジア大
洋州局

7
「天皇誕生日祝賀レセプション
ケータリング」業務等委嘱

平成23年11月25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 4,282,425 3,447,675 80.5% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

1-6 儀典官室

8

「アフリカ大使会議及び中東・北
アフリカ大使会議外務大臣主催
レセプションケータリング」業務委
嘱

平成23年11月29日 株式会社東京會舘
東京都千代田区丸の内３－
２－１

2 1,794,555 1,516,620 84.5% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

14
中東アフリ
カ局

9
「欧州大使会議外務大臣主催レ
セプションケータリング」業務委嘱

平成23年12月26日 株式会社パレスホテル
東京都千代田区丸の内１－
１－１

2 1,699,180 1,459,500 85.8% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

13 欧州局

件数： 9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

33,079,173円

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）
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　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10月1日～12月31日）

備考２

応募者数

1
「高度開発人材育成事業」業
務委嘱

平成23年10月5日
国立大学法人政策研究大学院
大学

東京都港区六本木７
－２２－１

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）。

120,000,000 82,568,729 68.8% D
事業実施・
会議運営

5
国際協力
局

2

2
「日中研究交流支援事業（第
２分野）」業務委嘱

平成23年10月11日
学校法人早稲田大学国際教養
学部

東京都新宿区西早稲
田１－６－１

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

5,750,000 4,439,190 77.2% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

4

3
「『アフリカン・フェスタ２０１１』
開催」業務委嘱

平成23年10月11日 株式会社日広通信社
東京都千代田区麹町
５－３

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

17,442,000 17,325,000 99.3% D
事業実施・
会議運営

14
中東アフリ
カ局

2

4
「日中研究交流支援事業（第
３分野）」業務委嘱

平成23年10月13日 国立大学法人東京大学
東京都目黒区駒場３
－８－１

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

5,750,000 3,271,767 56.9% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

1

5
「日中研究交流支援事業（第
１分野）」業務委嘱

平成23年10月14日 公益財団法人東京財団
東京都港区赤坂１－２
－２

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

5,750,000 3,417,130 59.4% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

4

6
「『アフリカ貿易・投資促進
フォーラム』開催」業務委嘱

平成23年10月19日 株式会社日広通信社
東京都千代田区麹町
５－３

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

8,977,000 8,974,849 99.9% D
事業実施・
会議運営

14
中東アフリ
カ局

3

7
「第５回国際漫画賞」業務委
嘱

平成23年10月19日 株式会社１０ＢＡＮ企画
東京都港区西麻布３
－２０ー１４

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

5,104,000 5,104,000 100.0% D
事業実施・
会議運営

1-8
広報文化
交流部

2

8
「海外広報用震災復興写真
データの制作」業務委嘱

平成23年11月2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 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）。

10,000,000 9,983,006 99.8% J
その他業
務委嘱

1-8
広報文化
交流部

2

9
「日豪草の根交流計画（第二
次）実施」業務委嘱

平成23年11月7日 株式会社ＪＴＢ法人東京
東京都港区新橋１－１
８－１６

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）。

11,466,000 11,442,576 99.7% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

2

10
「ソーシャルメディア発信者招
へい事業」業務委嘱

平成23年11月11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

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）。

13,825,854 @4,000ほか － C
招聘・賓客
接遇

1-8
広報文化
交流部

単価契約 2

11
「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23年11月14日 株式会社オリコム
東京都港区新橋１－１
１－７

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

22,848,000 20,604,722 90.1% D
事業実施・
会議運営

7 領事局 9

12
「カーン・ネットワークに関す
る公開情報資料収集及び
データベース作成」業務委嘱

平成23年11月16日
特定非営利活動法人日本戦略
研究フォーラム

東京都新宿区市谷本
村町３－２８

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）

2,362,000 2,047,500 86.6% J
その他業
務委嘱

8
国際情報
統括官

1

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）
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　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）

13

「対日理解促進のための招
へい事業（外国プレス）『東日
本大震災後の復興に向けた
日本の歩み（中国グルー
プ）』」業務委嘱

平成23年11月25日
公益財団法人フォーリン・プレ
スセンター

東京都千代田区内幸
町２－２－１

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

10,510,000 8,369,015 79.6% C
招聘・賓客
接遇

1-7
外務報道
官

5

14
「第７回日豪１．５トラック安全
保障対話実施」業務委嘱

平成23年11月29日 財団法人日本国際問題研究所
東京都千代田区霞が
関３－８－１

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）

1,516,000 1,501,211 99.0% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

1

15

「報道関係者招へい『東日本
大震災後の復興に向けた日
本の歩み（第2グループ）』」
業務委嘱

平成23年12月6日
公益財団法人フォーリン・プレ
スセンター

東京都千代田区内幸
町２－２－１

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

7,574,000 7,462,435 98.5% C
招聘・賓客
接遇

1-7
外務報道
官

3

16

「北京における「元気な日本」
展示会（日中国交正常化４０
周年記念事業の開幕式）の
開催」業務委嘱

平成23年12月13日 株式会社電通
東京都港区東新橋１
－８－１

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）。

120,484,780 120,171,365 99.7% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

3

17

「香港における「元気な日本」
展示会（日中国交正常化４０
周年記念事業の関連事業）
の開催」業務委嘱

平成23年12月13日 株式会社博報堂
東京都港区赤坂５－３
－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）。

100,000,000 99,960,000 99.9% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

3

18

「上海における「元気な日本」
展示会（日中国交正常化４０
周年記念事業の関連事業）
の開催」業務委嘱

平成23年12月13日 株式会社博報堂
東京都港区赤坂５－３
－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）。

100,000,000 99,915,409 99.9% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

3

19
「海外広報用震災復興映像
資料制作」業務委嘱

平成23年12月13日
株式会社電通パブリックリレー
ションズ

東京都中央区銀座２
－１６－７

企画競争の結果、同社が 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）。

80,688,363 80,580,399 99.8% J
その他業
務委嘱

1-8
広報文化
交流部

8

20
「日本及び東北の魅力を発
信する海外ＴＶＣＭの制作」
業務委嘱

平成23年12月13日
ターナーインターナショナルジャ
パンインク

東京都中央区銀座６
－１８－２

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

30,000,000 30,000,000 100.0% J
その他業
務委嘱

1-8
広報文化
交流部

18

21
「平成２３年度ＪＰＯ派遣候補
者研修」業務委嘱

平成23年12月16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）。

5,000,000 4,984,177 99.6% J
その他業
務委嘱

2
総合外交
政策局

1

22
「外務大臣等の記者会見に
おける同時通訳者」業務委
嘱

平成23年12月27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

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）。

1,921,000 1,610,700 83.8% A 通訳 1-7
外務報道
官

3

件数： 22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

623,733,180円

9



　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10月1日～12月31日）

備考２

応募者数

1
「北方四島住民招聘事
業（福井）」業務委嘱

平成23年10月3日
独立行政法人北
方領土問題対策
協会

東京都台東区北
上野１－９－１２

公募を実施した結果、応募が一社のみであり、
また、審査の結果、業務の適正な履行が可能
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）。

34,114,065 34,114,065 100.0% C
招聘・賓客
接遇

13 欧州局 1

件数： 1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

34,114,065円

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）
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　契約一覧

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　平成23年10月1日～12月31日）

1
「モバイルパソコン等一式の賃貸
借・保守（延長契約）」業務委嘱

平成23年10月3日

①新日鉄ソリュー
ションズ株式会社
②日立キャピタル
株式会社

①東京都中央区新川２
－２０－１５
②東京都千代田区飯田
橋２－１８－２

本契約は現行機器を引き続き賃
貸借するもので、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）。

929,620 929,620 100.0% M 賃貸借 1-3
情報通信
課

三者契約

2
「住所録システムの移行に係る業務
系共通プラットフォームの設計変更」
業務委嘱

平成23年10月4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）

1,312,500 1,312,500 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

3
「北方四島住民支援事業（患者受入
れ：第４回目）治療」業務委嘱

平成23年10月6日
市立釧路総合病
院

北海道釧路市春湖台１
－１２

第４回患者受け入れで患者１名
について緊急手術が必要と判断
されたが、受入れ可能なのは本
契約の相手方のみであり、他に
競争を許さないため（会計法第２
９条の３第４項）。

2,369,972 2,369,972 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

4
「物品・現地職員管理システムに係
るサーバ移行及び改修作業」業務
委嘱

平成23年10月12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）。

4,469,850 4,469,850 100.0% H
システム
関係

1-5
在外公館
課

5
「在ラマッラ出張駐在官事務所の基
幹通信網新規接続作業」業務委嘱

平成23年10月12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）。

1,781,022 1,781,022 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

6
「外務副大臣主催『沖縄担当大使新
旧交代レセプション』開催」業務委嘱

平成23年10月12日
沖縄ハーバー
ビューホテルクラ
ウンプラザ

沖縄県那覇市泉崎２－４
６

日程が直前に確定したため、指
名競争入札を行う時間的余裕が
なく、指名予定業者から見積を
招請した結果、本契約の相手方
が提示した金額が 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）。

1,522,500 1,378,070 90.5% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

11 北米局

7
「ボストンキャリアフォーラムへの参
加、出展」業務委嘱

平成23年10月13日 株式会社ディスコ
東京都文京区後楽２－１
５－１

本件は、契約相手方が主催する
フォーラムに参加、出展するもの
であり、他に競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）。

2,536,500 2,536,500 100.0% J
その他業
務委嘱

1-2 人事課

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）
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　契約一覧

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　平成23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
「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23年10月14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）

1,544,445 1,544,445 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

9
「外務副大臣主催『中国共産党中央
党校訪日団一行歓迎レセプション』
開催」業務委嘱

平成23年10月17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

競争入札にて選定された開催日
夜のレセプションを請負う業者
に、当日昼の同様のレセプション
を併せて行わせるものであり、
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）。

1,045,800 1,045,800 100.0% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

10
アジア大
洋州局

10
「オープンＬＡＮセキュリティシステム
調査に伴う技術者」派遣契約

平成23年10月18日
トレンドマイクロ株
式会社

東京都渋谷区代々木２
－１－１

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）

7,797,333 7,797,333 100.0% N 派遣職員 1-3
情報通信
課

11
ドイツ大統領一行接遇（宿泊等契
約）

平成23年10月18日
株式会社帝国ホ
テル

東京都千代田区内幸町
１－１－１

賓客政府側の希望を踏まえ、警
備、立地条件、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）。

3,921,888 3,921,888 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典官室

12

「外務大臣主催『日中映像交流事業
中国映画・テレビ週間、アニメ・フェ
スティバル　レセプション』開催」業務
委嘱

平成23年10月18日
株式会社帝国ホ
テル

東京都千代田区内幸町
１－１－１

競争入札にて選定された開催日
夜のレセプションを請負う業者
に、当日昼の同様のレセプション
を併せて行わせるものであり、
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）。

1,042,650 1,042,650 100.0% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

10
アジア大
洋州局

13
「管理者評価集計システム保守」業
務委嘱

平成23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２－２
０－１５

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）

4,260,375 4,260,375 100.0% F
保守・管理
（機械・設
備）

1-2 人事課

14
「訪日観光促進映像資料の多言語
版制作」業務委嘱

平成23年10月21日
電通ヤング・アン
ド・ルビカム株式
会社

東京都港区東新橋２－１
４－１

本件は、契約相手方が著作権を
有する映像資料を編集・加工の
上、多言語版を制作するもので
あり、他に競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）。

1,501,500 1,501,500 100.0% J
その他業
務委嘱

1-8
広報文化
交流部

15
「会計手続システム機能追加等作
業」業務委嘱

平成23年10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）

1,223,460 1,223,460 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課
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　契約一覧

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　平成23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）

16
「本省メール集約化サーバ・リプレイ
ス」業務委嘱

平成23年10月24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）

23,989,875 23,989,875 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

17
「在外公館用ＦＭ放送機等無線機の
保守・運用指導（中期）」業務委嘱

平成23年10月25日
株式会社ＪＶＣ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）

14,235,400 14,235,400 100.0% F
保守・管理
（機械・設
備）

7 領事局

18
ベトナム首相一行接遇（宿舎等契
約）

平成23年10月27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）。

4,211,257 4,211,257 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典官室

19
「東日本大震災後の日本外交の方
向性についての調査研究」業務委
嘱

平成23年11月1日
学校法人早稲田
大学

東京都新宿区戸塚町１
－１０４

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）

2,785,800 2,782,500 99.8% B 調査・研究 2
総合外交
政策局

20
「次期『在外経理システム』における
Ｗｉｎｄｏｗｓサーバ２００８に関する検
証作業」業務委嘱

平成23年11月7日
エヌ・ティ・ティ・コ
ムウェア株式会社

東京都港区港南１－９－
１

現在稼働中のシステムの保守
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）

14,280,000 14,280,000 100.0% H
システム
関係

1-5
在外公館
課

21
「統合Ｗｅｂ環境のＩＰｖ６対応作業
（第二段階）」業務委嘱

平成23年11月10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）。

7,407,960 7,407,960 100.0% H
システム
関係

1-7
外務報道
官

22
「在サンパウロ日本国総領事館査証
事務支援システム機器移設及び保
守点検」業務委嘱

平成23年11月10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）

3,532,305 3,532,305 100.0% F
保守・管理
（機械・設
備）

7 領事局

23
ブータン国王・同王妃陛下一行接遇
（車輌借上契約）

平成23年11月11日
京都観光自動車
株式会社

京都府京都市南区東九
条下殿田町５０

警備及び日程調整上、至急に請
負業者決定する必要があるが、
競争入札を行う時間的余裕がな
いため、過去に同様の業務経験
がある同社を本契約相手方とし
た（会計法第２９条の３第４項）。

1,610,000 1,610,000 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典官室
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　契約一覧

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　平成23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）

24
「ブータン国王・同王妃陛下一行接
遇」（国内交通費）

平成23年11月14日
株式会社ジェイ
ティービー首都圏

東京都千代田区霞が関
２－１－３

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（会計法第２９条の３の第４
項）。

1,286,750 1,286,750 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典官室

25
「大臣の中国訪問に伴うチャーター
機借り上げ」業務委嘱

平成23年11月17日
日本航空株式会
社

東京都品川区東品川２
－４－１１

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の第４項）。

11,990,200 11,500,000 95.9% J
その他業
務委嘱

10
アジア大
洋州局

26
「イラク首相一行接遇（宿舎等契
約）」業務委嘱

平成23年11月18日
株式会社帝国ホ
テル

東京都千代田区内幸町
１－１－１

賓客政府側の希望を踏まえ、警
備、立地条件、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２９条の３第４項）。

1,809,788 1,809,788 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典官室

27

「文化無償資金協力フォローアップ
事業ミャンマー・ヤンゴン外国語大
学に対する日本語学習機材供与」
業務委嘱

平成23年11月22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。
（会計法第２９条の３第４項）

3,445,608 3,445,608 100.0% D
事業実施・
会議運営

1-8
広報文化
交流部

28
「在外公館事務所移転に伴う基幹通
信網アクセス回線の移設」業務委嘱

平成23年11月28日
ケイディーディー
アイ株式会社

東京都千代田区大手町
１－８－１

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）。

2,787,000 2,787,000 100.0% H
システム
関係

1-6 儀典官室

29
「研修所別館出入管理システム端末
の入替」業務委嘱

平成23年11月28日
アートサービス株
式会社

神奈川県川崎市中原区
市ノ坪３２２－７

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）

1,165,500 1,165,500 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

30
「マケドニア首相一行接遇（宿舎等
契約）」業務委嘱

平成23年11月28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２９条の３第４項）。

1,035,325 1,035,325 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典官室
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　契約一覧

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　平成23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）

31
「会計手続システム改修（「項」の英
字化対応）」業務委嘱

平成23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２－２
０－１５

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）

1,374,450 1,374,450 100.0% H
システム
関係

1-4 会計課

32
「在外公館向け公邸会食用新規格
食器」の製造契約について

平成24年11月30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）。

6,664,549 6,664,549 100.0% K 物品製造 1-5
在外公館
課

33
「在外公館向け公邸会食用新規格
食器」の製造契約について

平成24年11月30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）。

4,153,800 4,153,800 100.0% K 物品製造 1-5
在外公館
課

34
「エチオピア副首相兼外相一行接遇
（宿舎等契約）」業務委嘱

平成23年11月30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２９条の３第４項）。

1,367,947 1,367,947 100.0% C
招聘・賓客
接遇

14
中東アフリ
カ局

35
「在外公館向け公邸会食用新規格
食器（和食器）」の製造契約

平成23年12月1日
株式会社山口陶
器店

東京都中央区築地６－２
６－３

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）。

5,915,385 5,915,385 100.0% K 物品製造 1-5
在外公館
課

36
「総理大臣の中国訪問に伴うチャー
ター機運航」業務委嘱

平成23年12月1日
全日空空輸株式
会社

東京都港区東新橋１－５
－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、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本契約の
相手方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）。

3,000,000 3,000,000 100.0% J
その他業
務委嘱

1-6 儀典官室

37
「在上海総領事館における査証事
務支援システム機器移設及び保守
点検」業務委嘱

平成23年12月7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
ある本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）。

6,632,672 6,632,672 100.0% F
保守・管理
（機械・設
備）

7 領事局

38
「文化無償資金協力フォローアップ
事業『ペルー国立図書館に対するマ
イクロフィルム機材』」業務委嘱

平成23年12月7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）。

6,186,280 6,186,280 100.0% D
事業実施・
会議運営

1-8
広報文化
交流部
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　契約一覧

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　平成23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）

39
「在ホーチミン総領事館における査
証事務支援システム機器移設及び
保守点検」業務委嘱

平成23年12月7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）。

2,625,020 2,625,020 100.0% F
保守・管理
（機械・設
備）

7 領事局

40
「在外公館の開閉館等に伴う在留届
電子届出システムの改修」業務委嘱

平成23年12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）。

1,652,175 1,652,175 100.0% H
システム
関係

7 領事局

41
「アジア・紛争下での女性尊厳事業
（韓国第３回目）」業務委嘱

平成23年12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、他に競争を許さな
いため（会計法第２９条の３第４
項）。

1,093,372 1,093,372 100.0% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

42
「在外公館向け公邸会食用新規格
食器（銀器）補充分」の製造契約

平成23年12月12日 株式会社百夢
東京都台東区上野１－１
１－１

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）。

5,786,382 5,786,382 100.0% K 物品製造 1-5
在外公館
課

43
「イリジウム衛星携帯電話サービス」
業務委嘱

平成23年12月12日 ＫＤＤＩ株式会社
東京都新宿区西新宿２
－３－２

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

3,343,725 3,343,725 100.0% J
その他業
務委嘱

1-4 会計課

44
「日米共同記者会見における同時
通訳（大臣訪米）」業務委嘱

平成23年12月12日
株式会社リンガバ
ンク

東京都港区西新橋３－１
５－３

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）。

1,308,000 1,158,000 88.5% A 通訳 11 北米局

45
韓国大統領一行接遇（車両借上契
約）

平成23年12月14日
京都観光自動車
株式会社

京都府京都市南区東九
条下殿田町５０

警備及び日程調整上、急に請負
業者を決定する必要があるが、
競争入札を行う時間的余裕がな
いため、過去に同様の業務経験
がある同社を本契約の相手と
し、他に競争を許さないため（会
計法第29条の3第4項）。

1,719,000 1,719,000 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典官室
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　契約一覧

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　平成23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）

46
「通信用サーバ機器一式」賃貸借・
保守（再リース）

平成23年12月16日

①富士通株式会
社
②東京センチュ
リーリース株式会
社

①東京都港区東新橋１
－５－２
②東京都港区浜松町２
－４－１

当該機器等は今後も一定期間
は業務上の使用に耐えられると
ころ、引き続き現行機器等を賃
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）。

9,851,664 9,851,664 100.0% M 賃貸借 1-4 会計課 三者契約

47
「海外安全ホームページ『安全の手
引き』改訂」業務委嘱

平成23年12月19日
ＮＴＴラーニングシ
ステムズ株式会
社

東京都港区南麻布１－６
－１５

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）。

4,931,850 4,931,850 100.0% J
その他業
務委嘱

7 領事局

48 「文書保管用書庫」の購入 平成23年12月22日
株式会社フォーサ
イト

東京都中央区八丁堀４
－１０－８

調達物品の販売権は本契約の
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２
９条の３第４項）。

1,663,305 1,663,305 100.0% L 物品購入 1-9
その他大
臣官房

49
「外務大臣の中東訪問に伴うチャー
ター機運航」業務委嘱

平成23年12月27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）。

4,912,200 4,912,200 100.0% J
その他業
務委嘱

14
中東アフリ
カ局

50
「官房長官（外務大臣代理）主催ＡＰ
ＰＦ参加国議員団長との昼食会ケー
タリング」業務委嘱

平成23年12月28日
株式会社ロイヤ
ルパークホテル

東京都中央区日本橋蛎
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）。

1,169,910 1,169,910 100.0% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

10
アジア大
洋州局

件数： 50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
207,395,939円
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