
別記様式１　   　総括表

入　　札　　方　　式 件　　数 備　　考

・　総契約件数 112 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） 42 件

③　 指名競争方式 5 件

④ 　企画競争に基づく随意契約方式 4 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 54 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25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25年1月1日～3月31日）

1
インマルサット・ＢＧＡＮ型衛星
通信装置一式

平成25年1月23日 ＫＤＤＩ株式会社 東京都千代田区大手町１－８－１ 3 39,049,500 25,263,000 64.6% L 物品購入 1-3
情報通信
課

2
新統合Ｗｅｂ環境ネットワーク回
線の賃貸借・保守一式の業務
委嘱

平成25年1月23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 40,633,854 19,225,710 47.3% H
システム

関係
1-7

外務報道
官・広報
文化組織

3 「緊急備蓄品」購入 平成25年2月1日 株式会社グリーンケミー 東京都世田谷区下馬６－１６－１０ 3 43,971,900 29,717,626 67.5% L 物品購入 1-5
在外公館
課

4
「パーソナルコンピュータ等の短
期レンタル並びに保守一式」業
務委嘱

平成25年02月07日 株式会社リコー 東京都大田区中馬込１－３－６ 3 34,671,042 15,304,800 44.1% H
システム

関係
1-3

情報通信
課

5
「サーバー用ハードディスクドラ
イブ等一式」業務委嘱

平成25年02月12日 ケイディーディーアイ株式会社 東京都新宿区西新宿２－３－２ 2 25,103,904 19,341,000 77.0% H
システム

関係
1-3

情報通信
課

6
「人事・給与等業務システム用
ハードウェア，ソフトウェアの賃
貸借・保守」業務委嘱

平成25年02月18日
①株式会社日立ソリューションズ
②日立キャピタル株式会社

①東京都品川区東品川４－１２－
７
②東京都港区西新橋２－１５－１２

1 94,838,444 69,762,945 73.5% H
システム

関係
1-3

情報通信
課

三者契約

7 「文化啓発用品」購入 平成25年02月22日 株式会社イワナシ 東京都新宿区北山伏町２－２ 3 14,303,100 13,093,500 91.5% L 物品購入 1-7
外務報道
官・広報
文化組織

 

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・広報文化組織、1-8．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

　　　　P印刷・製本　Q広報（テレビ・広報誌）　R通信回線使用料　S（目）委託費　T在外公館維持管理　U輸送　V配送　WOA機器保守　X　保険・健康診断　Y研修

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施設維持管理　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

191,708,581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

1



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25年1月1日～3月31日）

1
「われらの北方領土２０１２年版」
印刷・製本及び発送業務委嘱

平成25年1月10日 株式会社アイネット
東京都中央区銀座７－１６
－２１

4 3,315,900 2,262,225 68.2% P
印刷・製

本
13 欧州局

2
公信事務自動処理システム機器
リプレースに伴う機器等調達

平成25年1月15日 株式会社コーユービジネス
大阪府大阪市中央区南本
町１－６－２０ 1 5,706,630 5,596,500 98.0% H

システム
関係

1-3
情報通信
課

3
「日米硫黄島戦没者合同慰霊追
悼顕彰式」航空機チャーター便提
供業務

平成25年1月16日 全日本空輸株式会社
東京都港区東新橋１－５－
２

2 15,200,000 12,390,000 81.5% U 輸送 11 北米局

4
メコン地域官民協力・連携促進
フォーラム第３回日メコン全体会
合開催業務

平成25年1月16日 有限会社ビジョンブリッジ
東京都新宿区西新宿７－７
－３０

5 4,899,155 3,878,452 79.1% D
事業実
施・会議

運営
10

アジア大
洋州局

5
「過激化対策に関するワーク
ショップ」業務一式

平成25年1月16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 3,554,694 2,215,889 62.3% D
事業実
施・会議

運営
2

総合外交
政策局

6
「パレスチナ開発のための東アジ
ア協力促進会合（仮）」業務一式

平成25年1月16日 株式会社アイ・エス・エス
東京都千代田区麹町３－１
－１

6 2,857,250 2,071,510 72.5% D
事業実
施・会議

運営
14

中東アフリ
カ局

7
在日米軍オリエンテーション・プロ
グラム開催業務

平成25年1月16日 株式会社トップ・スタッフ
東京都渋谷区桜丘町１８－
４

4 1,870,942 1,611,350 86.1% D
事業実
施・会議

運営
11 北米局

8
「中・東欧地域協力促進専門家会
合（「Ｖ４＋日本」ＥａＰ）」業務一式

平成25年1月16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 1,734,590 1,295,112 74.6% D
事業実
施・会議

運営
13 欧州局

9
鯨類資源の持続可能な利用に関
するセミナー会議運営等業務

平成25年1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

2 1,568,358 1,455,102 92.7% D
事業実
施・会議

運営
4 経済局

10 郵便料金計器一式の調達 平成25年1月21日 株式会社三喜商会
東京都台東区松が谷４－２
２－２ 1 3,330,600 2,887,500 86.6% L 物品購入 1-3

情報通信
課

11
「外務省関係法令集」印刷・製本
業務

平成25年01月24日 株式会社アイネット
東京都中央区銀座７－１６
－２１

4 10,095,750 8,295,000 82.1% P
印刷・製

本
1-1

官房総務
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 予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

2



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25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）

12
地方連携フォーラムケータリング
業務委嘱

平成25年01月24日 スタークルー有限会社
東京都世田谷区代田４－９
－１９

2 1,812,641 1,233,750 68.0% E
レセプショ
ン・ケータ

リング
1-8

その他大
臣官房

13
ロシア公務員養成講座「ＷＴＯと
国内規制関係」開催業務

平成25年02月01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

5 11,106,623 5,773,666 51.9% D
事業実
施・会議

運営
13 欧州局  

14
委託調査「安保理決議による経
済制裁：制裁に至る事情・内容・
効果等の横断的比較分析」

平成25年02月06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 5,664,750 2,949,648 52.0% B
調査・研

究
2

総合外交
政策局

15
「世論調査（電話調査方式）（第２
回）」業務委嘱

平成25年02月06日 株式会社もしもしホットライン
東京都渋谷区代々木２－６
－５

3 3,727,500 2,667,000 71.5% B
調査・研

究
1-7

外務報道
官・広報
文化組織

16 「ＬＴＯデータカートリッジ等」購入 平成25年02月12日 株式会社プライム
東京都町田市木曽西３－８
－２３

5 4,578,000 2,323,545 50.7% L 物品購入 1-3
情報通信
課

 

17
「アジア不拡散協議の開催」業務
委嘱

平成25年02月12日
株式会社エモック・エンタープラ
イズ

東京都港区西新橋１－１９
－３

4 2,212,500 2,097,832 94.8% D
事業実
施・会議

運営
3

軍縮不拡
散・科学
部

 

18
「名古屋議定書第１９条及び第２
０条の実施に関する非公式会合
の開催」業務委嘱

平成25年02月14日
株式会社コンベンションリン
ケージ

東京都千代田区３－２ 3 7,600,115 4,747,159 62.4% D
事業実
施・会議

運営
5

国際協力
局

 

19
「経済連携協定（ＥＰＡ）発効後の
貿易の動向に関する調査」業務
委嘱

平成25年02月14日
株式会社リベルタス・コンサル
ティング

東京都港区西新橋２－１８
－２

2 3,740,278 3,496,500 93.4% B
調査・研

究
4 経済局  

20
「気候変動に対する更なる行動に
関する第１１回非公式会合開催」
業務委嘱

平成25年02月14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

4 3,514,170 2,886,082 82.1% D
事業実
施・会議

運営
5

国際協力
局

21
在外公館医務官室用医療機器
「自動血球計数装置一式」購入

平成25年02月15日 株式会社五葉
東京都文京区本郷３－４－
６

6 3,003,000 2,352,000 78.3% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

22
在外公館医務官室用医療機器
「生化学検査システム」購入

平成25年02月15日 株式会社五葉
東京都文京区本郷３－４－
６

3 1,974,000 1,869,000 94.6% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

3



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25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）

23
「日中韓若手公務員交流プログラ
ム実施」業務委嘱

平成25年02月15日
株式会社ティ・アイ・コンソーシ
ア

東京都千代田区九段南３－
３－６

5 1,716,000 1,070,437 62.3% D
事業実
施・会議

運営
10

アジア大
洋州局

24 「在外公館医務官室用備品」購入 平成25年02月19日 有限会社ユアーズメディカル
千葉県君津市人見２－１６
－１５

3 4,290,300 3,976,350 92.6% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

25
委託調査「中国の次世代リー
ダーの経歴・横顔」

平成25年02月19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

3 2,363,550 2,214,893 93.7% B
調査・研

究
8

国際情報
統括官

26
「次世代日系人指導者会議」開催
に係る招へい業務

平成25年02月19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 2,372,781 1,796,825 75.7% C
招聘・賓
客接遇

12 中南米局

27
緊急時邦人保護体制の整備に係
るＦＭ放送機購入

平成25年02月20日 株式会社ケンウッド
神奈川県横浜市緑区白山１
－１６－２

2 3,231,900 2,772,000 85.7% L 物品購入 7 領事局

28 ソフトウェアライセンス購入 平成25年02月21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堀
町３ 1 9,821,298 7,725,920 78.6% H

システム
関係

1-3
情報通信
課

29
「国会提出用条約テキストの印
刷・製本」業務委嘱

平成25年02月22日 有限会社太平印刷
東京都豊島区長崎６－２２
－１０

5 － 3,470,071 － P
印刷・製

本
6 国際法局 単価契約

30 「地図データ」購入 平成25年02月27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 5,008,500 5,008,500 100.0% L 物品購入 1-3

情報通信
課

 

31
「日・バルトセミナー開催」業務委
嘱

平成25年02月27日 株式会社トップ・スタッフ
東京都渋谷区桜丘町１８－
４

6 2,868,728 2,371,300 82.6% D
事業実
施・会議

運営
13 欧州局  

32
「「中央アジア＋日本」対話　第５
回東京対話」

平成25年2月27日
株式会社ティ・アイ・コンソーシ
ア

東京都千代田区九段南３－
３－６

4 1,448,931 1,249,497 86.2% D
事業実
施・会議

運営
13 欧州局

33
「東玄関待合室用ソファー」の購
入

平成25年3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

2 4,263,000 4,215,750 98.8% L 物品購入 1-4 会計課

34
「自動血球計数ＣＲＰ測定装置一
式」の購入

平成25年3月5日 株式会社五葉
東京都文京区本郷３－４－
６

3 3,628,800 3,570,000 98.3% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

4



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25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
「軍縮不拡散・科学部レイアウト
変更に伴う什器運搬・引越」業務
委嘱

平成25年3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

2 2,970,450 2,604,000 87.6% J
その他業
務委嘱

3
軍縮不拡
散・科学
部

36
「四島交流代表者間協議（於：札
幌）開催」業務委嘱

平成25年3月6日
株式会社ティ・アイ・コンソーシ
ア

東京都千代田区九段南３－
３－６

2 4,192,144 3,352,493 79.9% D
事業実
施・会議

運営
13 欧州局

37
「ＪＰＯ候補者選考試験の広報の
ための新聞広告掲載」業務委嘱

平成25年3月6日 株式会社日本経済広告社
東京都千代田区神田小川
町２－１０

2 1,663,081 1,591,443 44.1% J
その他業
務委嘱

2
総合外交
政策局

38
「新旅券発給管理システムに係る
セキュリティ対策ソフト等一式」の
購入

平成25年3月14日 株式会社富士通エフサス
東京都中央区銀座７ー６ー
１２ 1 11,891,775 11,222,085 94.3% H

システム
関係

7 領事局

39
「ソフトウェアライセンス等一式」
の購入

平成25年3月18日 コスモシステム株式会社
宮城県名取市杜せきのした
２ー４ー２ 1 5,383,754 4,935,000 91.6% H

システム
関係

1-3
情報通信
課

40
「移動式書架用収納物落下防止
装置」の購入

平成25年3月18日 株式会社土木田商店
東京都港区芝大門１－１６
－１０

3 2,587,200 1,260,000 48.7% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

41
「アジア太平洋議員連合（ＡＰＰ
Ｕ）第４３回総会」業務委嘱

平成25年3月19日 株式会社ステージ
東京都豊島区高松１－１－
１１

5 3,932,051 1,507,300 38.3% D
事業実
施・会議

運営
10

アジア大
洋州局

42
「中国における遺棄化学兵器の
状況に関する現地調査（安全対
策等特別調査）」業務委嘱

平成25年3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 1 145,626,818 144,112,420 98.9% B

調査・研
究

10
アジア大
洋州局

件数： 42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・広報文化組織、1-8．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

　　　　P印刷・製本　Q広報（テレビ・広報誌）　R通信回線使用料　S（目）委託費　T在外公館維持管理　U輸送　V配送　WOA機器保守　X　保険・健康診断　Y研修

286,381,106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施設維持管理　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

5



別記様式２ 　（契約一覧）

③ 指名競争方式 （契約期間　平成25年1月1日～3月31日）

1
外務大臣就任レセプションケータ
リング業務一式

平成25年1月22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 4 3,404,016 2,425,458 71.2% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

1-6 儀典官室

2
「欧州大使会議外務大臣主催レ
セプション」業務委嘱

平成25年2月8日 株式会社東京會舘 東京都千代田区丸の内３－２－１ 2 1,794,519 1,493,520 83.2% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

13 欧州局

3
「アジア大洋州大使会議外務大
臣主催レセプションケータリング」
業務委嘱

平成25年2月18日
株式会社ロイヤルパークホ
テル

東京都中央区日本橋蠣殻町２－１－１ 2 1,789,200 1,417,500 79.2% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

10
アジア大
洋州局

4
委託調査「ＡＳＥＡＮ各国等の海
洋問題への取組」

平成25年2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 2 1,894,777 1,676,944 88.5% B 調査・研究 10
アジア大
洋州局

5
在セルビア日本国大使館施設新
営工事監理業務

平成25年3月13日 株式会社日本設計 東京都新宿区西新宿２－１－１ 3 20,974,921 11,700,000 55.7% G
工事・建築
サービス

1-5
在外公館
課

件数： 5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・広報文化組織、1-8．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

　　　　P印刷・製本　Q広報（テレビ・広報誌）　R通信回線使用料　S（目）委託費　T在外公館維持管理　U輸送　V配送　WOA機器保守　X　保険・健康診断　Y研修

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

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施設維持管理　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

応札者数

18,713,422円

No. 件名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所

6



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25年1月1日～3月31日）

備考２

応募者数

1
「領土保全に関する情報発
信のための外部専門家活
用」業務委嘱

平成25年1月28日
クレアブ・ギャビン・アンダーソ
ン株式会社

東京都港区芝公園１
－８－２１

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

4,798,000 4,767,000 99.3% D
事業実
施・会議
運営

1-7
外務報道
官・広報
文化組織

3

2

在外公館施設の長期修繕
計画策定等調査用「調査マ
ニュアル作成等業務」の調
達

平成25年1月8日 株式会社日建設計
東京都千代田区飯
田橋２－１８－３

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）。

17,309,250 13,743,528 79.3% T
在外公館
維持管理

1-5
在外公館
課

4

3
「小中学生向け海外広報電
子パンフレットの制作」業務
委嘱

平成25年2月7日
インタナショナル映画株式会
社

東京都港区西新橋３
－２３－６

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

6,300,000 6,174,000 98.0% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

1-7
外務報道
官・広報
文化組織

4

4
「日本啓発品の制作・納
入」業務委嘱

平成25年3月5日 株式会社ハウスリンク
東京都中央区日本
橋人形町２－１０－５

企画競争の結果、同者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）。

2,724,750 2,707,950 99.3% K 物品製造 1-7
外務報道
官・広報
文化組織

8

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・広報文化組織、1-8．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

　　　　P印刷・製本　Q広報（テレビ・広報誌）　R通信回線使用料　S（目）委託費　T在外公館維持管理　U輸送　V配送　WOA機器保守　X　保険・健康診断　Y研修

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

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施設維持管理　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

随意契約理由

27,392,478円

No. 件名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所

7



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25年1月1日～3月31日）

備考２

応募者数

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・広報文化組織、1-8．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

　　　　P印刷・製本　Q広報（テレビ・広報誌）　R通信回線使用料　S（目）委託費　T在外公館維持管理　U輸送　V配送　WOA機器保守　X　保険・健康診断　Y研修

予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

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施設維持管理　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

随意契約理由

0,000円

No. 件名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所

該当なし

8



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25年1月1日～3月31日）

1
「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25年1月7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）。

11,101,200 11,101,200 100.0% T
在外公館
維持管理

7 領事局

2
外務省ホームページ内「世界の医
療事情」等改訂作業業務委嘱

平成25年1月7日
エヌ・ティ・ティラー
ニングシステムズ
株式会社

東京都港区南麻布１－６
－１５

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）。

1,539,326 1,539,326 100.0% H
システム

関係
1-8

その他大
臣官房

3
「公信事務自動処理システム機器
リプレースに伴うプログラム改修等
移行」業務委嘱

平成25年1月15日
富士テレコム株式
会社

東京都板橋区板橋１－５
３－２

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）。

9,167,760 9,167,760 100.0% H
システム

関係
1-3

情報通信
課

　

4
「外務大臣の米国訪問に係る同時
通訳」業務委嘱

平成25年1月16日
株式会社サイマル・
インターナショナル

東京都中央区築地１－１
２－６

通常、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）。

1,218,750 1,218,750 100.0% A 通訳 11 北米局

5
ＴＩＣＡＤ　Ⅴ事務局における労働者
派遣

平成25年1月17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

競争に付しても入札者がなく、他
に競争を許さないため（会計法
第２９条の３第５項）。

－ 1,015,560 － N 派遣職員 14
中東アフ
リカ局

単価契約

6
文化無償資金協力フォローアップ
事業「フィジー公文書館に対する
マイクロフィルム機材」

平成25年1月21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）。

5,455,150 5,455,150 100.0% D
事業実
施・会議

運営
1-7

外務報道
官・広報
文化組織

7
「英文国際法年報２０１２年版（第
５５巻）」購入

平成25年1月22日
株式会社雄松堂書
店

東京都新宿区坂町２７

特殊な物品又は特別の目的が
ある為買入先が特定され、他に
競争を許さないため（会計法第２
９条の３第４項）。

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

8
ワン・ワールドフェスティバル（大
阪）における外務省主催シンポジ
ウム等開催業務

平成25年1月24日
特定非営利活動法
人関西国際交流団
体協議会

大阪府大阪市中央区内
本町１－４－１２

本フェスティバルは契約相手先
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）。

2,597,516 2,597,516 100.0% D
事業実
施・会議

運営
5

国際協力
局

9
「ＯＤＡホームページの地域分類
の修正」業務委嘱

平成25年1月25日
エヌ・ティ・ティラー
ニングシステムズ
株式会社

東京都港区南麻布１－６
－１５

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）。

2,439,706 2,439,706 100.0% H
システム

関係
5

国際協力
局

予定価格 契約金額 落札率 備　　　　　　　　　　　　考
（契約種類） （主管局課）

随意契約理由No. 件名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所

9



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25年1月1日～3月31日）
予定価格 契約金額 落札率 備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）
随意契約理由No. 件名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所

10
外務省南庁舎エレベーター扉開閉
機器改修工事

平成25年1月28日
三菱電機ビルテクノ
サービス株式会社

東京都荒川区荒川７－１
９－１

本件業務の遂行が可能な者は、
工事に係る既設機器類の設置
業者より業務委託を受けている
業者に限られることから、競争に
付することが出来ない、又は競
争に付することが不利と認めら
れ、他に競争を許さないため（会
計法第２９条の３第４項）。

25,725,000 24,780,000 96.3% F
施設維持

管理
1-4 会計課

11
「人事・給与等業務システムの移
行」業務委嘱

平成25年2月1日
株式会社日立製作
所

東京都江東区新砂１－６
－２７

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）。

12,415,725 12,415,725 100.0% H
システム

関係
1-3

情報通信
課

12
「外務省ホームページ内条約デー
タ検索ページのコンテンツ掲載・更
新等」業務委嘱

平成25年2月4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）。

2,661,408 2,661,408 100.0% H
システム

関係
6 国際法局

13
「本省用ネットワーク関連機器設
定変更」業務委嘱

平成25年2月4日
ケイディーディーア
イ株式会社

東京都新宿区西新宿２
－３－２

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）。

2,184,000 2,184,000 100.0% H
システム

関係
1-3

情報通信
課

14
スキャナ等機器一式の賃貸借・保
守契約

平成25年2月6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）。

2,654,410 2,654,410 100.0% H
システム

関係
1-3

情報通信
課

15
「外務省学習管理システムの新
サーバへの移行」業務委嘱

平成25年2月8日 株式会社リコー
東京都大田区中馬込１
－３－６

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）。

1,665,825 1,665,825 100.0% H
システム

関係
1-3

情報通信
課

16
「総理大臣の米国訪問に係る内外
記者会見の同時通訳」業務委嘱

平成25年2月19日
日本コンベンション
サービス株式会社

東京都千代田区霞ヶ関
１－４－２

通常，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）。

23,434,400 2,343,440 10.0% A 通訳 1-7
外務報道
官・広報
文化組織
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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25年1月1日～3月31日）
予定価格 契約金額 落札率 備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）
随意契約理由No. 件名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所

17
「アジア・紛争下での女性尊厳事
業（韓国）（第４回）」業務委嘱

平成25年2月19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）。

1,462,291 1,462,291 100.0% D
事業実
施・会議

運営
10

アジア大
洋州局

18
「パーソナルコンピュータ等賃貸借
及び保守」業務委嘱

平成25年2月20日

①日立キャピタル
株式会社
②株式会社日立シ
ステムズ

①東京都港区西新橋２
－１５－１２
②東京都品川区大崎
１ー２ー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）。

2,960,296 2,960,296 100.0% H
システム

関係
1-3

情報通信
課

19
「キルギス大統領一行の訪日（実
賓）に係る接遇経費（宿舎提供）」
業務委嘱

平成25年2月20日
株式会社帝国ホテ
ル

東京都千代田区内幸町
１－１－１

賓客政府側の希望を踏まえ，警
備，立地条件，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）。

1,151,100 1,151,100 100.0% C
招聘・賓
客接遇

1-6 儀典官室

20
「中南米大使会議外務大臣主催レ
セプションに伴うケータリング」業
務委嘱

平成25年2月21日 株式会社東京會舘
東京都千代田区丸の内
３－２－１

当初，指名競争入札による契約
相手選定を予定していたが，応
札希望業者が１者であったこと
から入札が成立せず，再度入札
手続きを実施することが極めて
困難な状況となるも，緊急に契
約を行う必要があり，他に競争を
許さないため（会計法第２９条の
３第４項）。

1,880,374 1,642,095 87.3% E
レセプショ
ン・ケータ

リング
12 中南米局

21
「在留届電子届出システムに関す
る関連システムの改修」業務委嘱

平成25年2月22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）。

1,716,645 1,716,645 100.0% H
システム

関係
7 領事局

22
「オンライン安否照会・情報共有シ
ステムの移行」業務委嘱

平成25年2月25日 富士ソフト株式会社
神奈川県横浜市中区桜
木町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）。

10,290,000 10,290,000 100.0% H
システム

関係
7 領事局

23
「ベナン大統領一行の訪日（実賓）
に係る接遇経費（宿舎提供）」業務
委嘱

平成25年2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）。

2,928,975 2,928,975 100.0% C
招聘・賓
客接遇

1-6 儀典官室
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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25年1月1日～3月31日）
予定価格 契約金額 落札率 備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）
随意契約理由No. 件名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所

24
「新統合Ｗｅｂ環境移行に伴うサー
バ・ネットワーク機器設定」業務委
嘱

平成25年2月27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）。

4,939,200 4,939,200 100.0% H
システム

関係
1-3

情報通信
課

25
「在セルビア日本国大使館施設新
営工事に係る契約交渉協力」業務
委嘱

平成25年2月19日 株式会社梓設計
東京都品川区東品川２
－１－１１

本件業務は，設計・積算内容等
を正確に把握していることが求
められ，仮に設計者以外の第三
者に本件業務を委託した場合，
設計図及び積算書の把握に労
力及び時間を要することになり
経費が割高になる。よって，競争
に付することが出来ない、又は
競争に付することが不利と認め
られ，他に競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）。

1,619,100 1,365,000 84.3% G
工事・建
築サービ

ス
1-5

在外公館
課

26
「総理大臣の米国訪問に係る内外
記者会見の同時通訳」業務委嘱

平成25年2月19日
日本コンベンション
サービス株式会社

東京都千代田区霞ヶ関
１－４－２

通常，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）。

2,343,440 2,343,440 100.0% A 通訳 1-7
外務報道
官・広報
文化組織

27
「在外公館用通信機器一式」賃貸
借・保守（再リース）

平成25年3月1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）。

12,795,794 12,795,794 100.0% H
システム

関係
1-3

情報通信
課

三者契約

28

「統合プラットフォーム資産利用に
よる領事関連データ管理システム
のシステムアーキテクチャー変更
に係る改修（設計・開発等）」業務
委嘱

平成25年3月1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）。

11,484,900 11,484,900 100.0% H
システム

関係
7 領事局

29
「メーリングリスト登録自動化プロ
グラムの開発等一式」業務委嘱

平成25年3月1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）。

3,780,000 3,780,000 100.0% H
システム

関係
1-3

情報通信
課

　

30
スロベニア大統領一行接遇（宿舎
等契約）

平成25年3月1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）。

1,451,325 1,451,325 100.0% C
招聘・賓
客接遇

1-6 儀典官室

31
「領事利便支援システム（ＣＲＵＩＳ
Ｅ）のＷｉｎｄｏｗｓ７対応等に係る改
修（基本・詳細設計）」業務委嘱

平成25年3月4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）。

11,491,200 11,491,200 100.0% H
システム

関係
1-3

情報通信
課
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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25年1月1日～3月31日）
予定価格 契約金額 落札率 備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）
随意契約理由No. 件名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所

32
スリランカ大統領一行接遇（宿舎
等契約）

平成25年3月5日
株式会社帝国ホテ
ル

東京都千代田区内幸町
１－１－１

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

3,977,138 3,977,138 100.0% C
招聘・賓
客接遇

1-6 儀典官室

33
パプアニューギニア首相一行接遇
（宿舎等契約）

平成25年3月7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）。

2,306,625 2,306,625 100.0% C
招聘・賓
客接遇

1-6 儀典官室

34
「第５回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ
Ｖ）開催のための参加者登録・情
報管理・識別証発給一式」業務委

平成25年3月8日
株式会社ＪＴＢコミュ
ニケーションズ

東京都品川区上大崎２
－２４－９

緊急に契約を行う必要があり、
他に競争を許さないため（会計
法第２９条の３第４項）。

24,087,937
18,786,613
(3,834,432)

77.9% H
システム

関係
14

中東アフ
リカ局

35
「新統合Ｗｅｂ環境追加ライセンス
（在外公館用ＣＭＳユーザ）」の購
入

平成25年3月13日 富士ソフト株式会社
東京都千代田区神田練
塀町３

内容の整合性・継続性等を確保
するためには、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）。

4,885,650 4,885,650 100.0% H
システム

関係
1-7

外務報道
官・広報
文化組織

36

「現行ＩＣ旅券作成機（入力機及び
印刷機）のセキュリティ対策に係る
ウィルスチェック用ＯＳ起動ツール
等の作成」業務委嘱

平成25年3月18日 株式会社東芝
東京都港区芝浦１－１－
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）。

1,527,750 1,527,750 100.0% H
システム

関係
7 領事局

37
「在リビア大使館のインターネット
環境改善」業務委嘱

平成25年3月19日
ケイディーディーア
イ株式会社

東京都新宿区西新宿２
－３－２

内容の整合性・継続性等を確保
するためには、前回、本業務を
請け負った本契約の相手方に委
嘱する他なく、他に競争を許さな
いため（会計法第２９条の３第４
項）。

2,168,370 2,168,370 100.0% H
システム

関係
1-3

情報通信
課

38
「地球ＶＯＣＥ（ＢＳ特番）にかかる
新聞雑報掲載及び右広告制作」
業務委嘱

平成25年3月21日 株式会社電通
東京都港区東新橋１－８
－１

契約の性質又は目的から特定
の者でなければ納入または履行
できず､他に競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）。

2,073,750 2,073,750 100.0% Q
広報（テレ
ビ・広報

誌）
5

国際協力
局

　

39
「「ＯＤＡホームページ」ＯＤＡ案件
検索・実績検索移行業務」業務委
嘱

平成25年3月25日 富士ソフト株式会社
東京都千代田区神田練
塀町３

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）。

1,680,000 1,680,000 100.0% H
システム

関係
1-7

外務報道
官・広報
文化組織

40 「外務省施設」ガス需給契約 － 東京ガス株式会社
東京都港区海岸１－５－
２０

予算決算及び会計令第１０２条
の２に基づく長期継続契約で
あって、他に競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）。

－ － － L 物品購入 1-4 会計課 　

41
「外務本省庁舎等」上下水道利用
契約

－ 東京都水道局
東京都新宿区西新宿２
－８－１

予算決算及び会計令第１０２条
の２に基づく長期継続契約で
あって、他に競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）。

－ － － J
その他業
務委嘱

1-4 会計課

42
「外務省研修所」上下水道利用契
約

－ 神奈川県企業庁
神奈川県横浜市中区日
本大通１

予算決算及び会計令第１０２条
の２に基づく長期継続契約で
あって、他に競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）。

－ － － J
その他業
務委嘱

1-4 会計課  
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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25年1月1日～3月31日）
予定価格 契約金額 落札率 備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）
随意契約理由No. 件名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所

43 後納郵便料 － 郵便事業株式会社
東京都中央区八重洲１
－５－３

郵便法又は民間事業者による信
書の送達に関する法律に規定す
る郵便及び信書の送達が可能な
事業者は、郵便事業株式会社し
かなく、他に競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）。

－ － － V 配送 1-4 会計課

44 携帯電話使用料 －
株式会社エヌ・ティ・
ティ・ドコモ

東京都千代田区永田町
２－１１－１

予算決算及び会計令第１０２条
の２に基づく長期継続契約で
あって、他に競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）。

－ － － R
通信回線
使用料

1-4 会計課

45 携帯電話使用料 －
株式会社エイエス
ティジャパン

神奈川県横浜市中区太
田町４－４７

予算決算及び会計令第１０２条
の２に基づく長期継続契約で
あって、他に競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）。

－ － － R
通信回線
使用料

1-4 会計課

46 固定電話使用料 －
東日本電信電話株
式会社

東京都新宿区西新宿３
－１９－２

予算決算及び会計令第１０２条
の２に基づく長期継続契約で
あって、他に競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）。

－ － － R
通信回線
使用料

1-4 会計課

47 固定電話使用料 －
エヌ・ティ・ティ・コ
ミュニケーションズ
株式会社

東京都千代田区内幸町
１－１－６

予算決算及び会計令第１０２条
の２に基づく長期継続契約で
あって、他に競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）。

－ － － R
通信回線
使用料

1-4 会計課

48 固定電話使用料 － ＫＤＤＩ株式会社
東京都千代田区飯田橋
３－１０－１０

予算決算及び会計令第１０２条
の２に基づく長期継続契約で
あって、他に競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）。

－ － － R
通信回線
使用料

1-4 会計課

49 通信回線使用料 －
東日本電信電話株
式会社

東京都新宿区西新宿３
－１９－２

予算決算及び会計令第１０２条
の２に基づく長期継続契約で
あって、他に競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）。

－ － － R
通信回線
使用料

1-4 会計課

50 通信回線使用料 － ＫＤＤＩ株式会社
東京都千代田区飯田橋
３－１０－１０

予算決算及び会計令第１０２条
の２に基づく長期継続契約で
あって、他に競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）。

－ － － R
通信回線
使用料

1-4 会計課 　

51 通信回線使用料 －
エヌ・ティ・ティ・コ
ミュニケーションズ
株式会社

東京都千代田区内幸町
１－１－６

予算決算及び会計令第１０２条
の２に基づく長期継続契約で
あって、他に競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）。

－ － － R
通信回線
使用料

1-4 会計課

52 通信回線使用料 －
株式会社日本デジ
コム

東京都中央区日本橋兜
町１５－１１

予算決算及び会計令第１０２条
の２に基づく長期継続契約で
あって、他に競争を許さないため
（会計法第２９条の３第４項）。

－ － － R
通信回線
使用料

1-4 会計課  

53
在セルビア日本国大使館施設新
営工事

平成25年3月13日 飛島建設株式会社
神奈川県川崎市高津区
坂戸３－２－１

総合評価落札方式にて入札を予
定したが､指名業者３者の内､２
者が途中辞退となったため､残っ
た１者と随意契約すべく予定価
格の範囲内で契約交渉し、合意
に至ったものであり､他に競争を
許さないため（会計法第29条の3
第4項､予算決算及び会計令第
102条の4）。

1,024,526,410 1,022,000,000 99.7% G
工事・建
築サービ

ス
1-5

在外公館
課
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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25年1月1日～3月31日）
予定価格 契約金額 落札率 備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）
随意契約理由No. 件名 契約締結日 契約相手方の名称 契約相手方の住所

54
在セルビア日本国大使館施設新
営工事にかかる設計意図伝達業
務

平成25年3月13日 株式会社梓設計
東京都品川区東品川２
－１－１１

本件業務は､新営工事に係る設
計の意図伝達を目的とした業務
であることから､対象工事に係る
設計業務を委託した者以外の者
には実施し得ない業務である。
よって､契約の性質又は目的か
ら特定の者でなければ納入また
は履行できず､他に競争を許さな
いため（会計法第２９条の３第４
項）。

5,919,213 5,889,120 99.4% G
工事・建
築サービ

ス
1-5

在外公館
課

件数： 54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・広報文化組織、1-8．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

　　　　P印刷・製本　Q広報（テレビ・広報誌）　R通信回線使用料　S（目）委託費　T在外公館維持管理　U輸送　V配送　WOA機器保守　X　保険・健康診断　Y研修
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施設維持管理　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

1,204,065,640円
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