
別記様式１　   　総括表

入　　札　　方　　式 件　　数 備　　考

・　総契約件数 120 件

（内訳）

①　 一般競争方式（政府調達に関する協定適用対象） 5 件

②　 一般競争方式（①以外） 42 件

③　 指名競争方式 1 件

④ 　企画競争に基づく随意契約方式 8 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 63 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26年1月1日～3月31日）
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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26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」購入

平成26年1月22日
ＪＳＡＴ　ＭＯＢＩＬＥ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩ
ＯＮＳ株式会社

東京都港区麻布台１－１１－１０ 3 35,185,500 17,539,200 49.8% L 物品購入 1-3
情報通信
課

2 「文化啓発用品」購入 平成26年1月23日 株式会社イワナシ 東京都新宿区北山伏町２－２ 1 13,755,000 12,529,781 91.0% L 物品購入 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

3 「非常用緊急備蓄品」の購入 平成26年2月5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 36,508,500 23,100,000 63.2% L 物品購入 1-5
在外公館
課

4
「領事業務情報システムの統合
運用」業務委嘱

平成26年2月14日 富士通株式会社 東京都港区東新橋１－５－２ 2 598,185,000 574,556,220 96.0% H
システム関
係

7 領事局

5
「ソフトウェアライセンス一式」の
購入

平成26年2月25日 ＫＤＤＩ株式会社 東京都千代田区大手町１－８－１ 6 27,132,000 19,526,167 71.9% H
システム関
係

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、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

契約相手方の名称 契約相手方の住所

　　　　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　O TICAD

647,251,368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

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26年1月1日～3月31日）

1
「日本外交文書　昭和期Ⅲ　第一
巻・第二巻」印刷製本業務委嘱

平成26年1月6日 株式会社白峰社 東京都豊島区東池袋５－４９－６ 2 2,940,000 2,290,680 77.9% P 印刷・製本 1-8
その他大
臣官房

2
「旅券入力機・印刷機・交付窓口端
末の廃棄」業務委嘱

平成26年1月8日 株式会社ヤマキ 埼玉県熊谷市三ヶ尻字新山３８８４ 4 3,617,250 2,630,775 72.7% H
システム関
係

7 領事局

3
「日－ＩＲＥＮＡ共催エネルギー安全
保障セミナー開催に係る会議運
営」業務委嘱

平成26年1月9日 株式会社日産社
東京都中央区日本橋小伝馬町１５
－１７

6 2,645,599 2,053,280 77.6% D
事業実施・
会議運営

4 経済局

4
「ＯＤＡ評価ワークショップ」開催業
務委嘱

平成26年1月10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１－８－３ 2 11,296,284 8,688,017 76.9% D
事業実施・
会議運営

1-8
その他大
臣官房

5
「ハーグ条約にかかる中央当局の
日本語版ホームページの英訳」業
務委嘱

平成26年1月14日 有限会社Ｄ．Ｙ．Ｋ 埼玉県越谷市南越谷５－３－１５ 5 － 754,110 － A 通訳 2
総合外交
政策局

単価契約

6
「われらの北方領土２０１３年版」印
刷・製本及び発送業務委嘱

平成26年1月15日 敷島印刷株式会社 東京都千代田区一ツ橋１－１－１ 6 2,950,500 2,394,052 81.1% P 印刷・製本 13 欧州局

7
「在外公館用監視カメラ装置設備
等」購入

平成26年1月15日 綜合警備保障株式会社 東京都港区元赤坂１－６－６ 3 3,574,200 2,339,610 65.4% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

8
「復興支援意見交換会大臣政務官
主催レセプション」業務委嘱

平成26年1月15日
株式会社プリンスホテル　グランドプリ
ンスホテル高輪

東京都港区高輪３－１３－１ 2 2,354,274 2,151,345 91.3% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

1-8
その他大
臣官房

9
「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26年1月15日 株式会社トップ・スタッフ 東京都渋谷区桜丘町１８－４ 5 1,982,032 1,677,450 84.6% D
事業実施・
会議運営

11 北米局

10 通信回線借入一式 平成26年1月20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 1 30,392,670 8,232,000 27.0% R
通信回線
使用料

8
国際情報
統括官

11 「裁断機」購入 平成26年1月23日 株式会社明光商会 東京都中央区八丁堀１－９－８ 4 3,276,000 1,647,135 50.2% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

12
「メコン地域における官民協力・連
携促進フォーラム第４回日メコン全
体会合」開催業務委嘱

平成26年1月27日 日通旅行株式会社 東京都江東区冬木１６－１０ 7 4,916,627 3,972,750 80.8% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

13
「日露隣接地域における生態系保
全協力報告会」開催業務委嘱

平成26年1月31日 株式会社トップ・スタッフ 東京都渋谷区桜丘町１８－４ 3 2,662,374 2,241,619 84.1% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

14
外務省中央、南庁舎窓ガラス遮蔽
フィルム貼替工事

平成26年1月17日 株式会社イトーキ 東京都中央区入船３－２－１０ 4 24,803,747 15,592,500 62.8% G
工事・建築
サービス

1-4 会計課

15
「在外公館医務官室用医療機器
（超音波画像診断装置）」の購入

平成26年2月4日 有限会社ユアーズメディカル 千葉県君津市人見２－１６－１５ 2 4,578,000 4,032,000 88.0% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

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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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26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）
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

16
「在外公館医務官室用備品（自動
体外式除細動器専用バッテリー）」
の購入

平成26年2月4日 松吉医科器械株式会社 東京都文京区湯島３－１４－９ 3 3,360,000 2,940,000 87.5% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

17
「四島代表者間交流協議（於：ユジ
ノサハリンスク）」業務委嘱

平成26年2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 4 4,992,998 4,439,130 88.9% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

18
「地方連携フォーラムにおけるケー
タリング」業務委嘱

平成26年2月7日 株式会社マックスパート 東京都中央区晴海３－８－１ 2 1,623,807 1,036,875 63.8% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

1-8
その他大
臣官房

19
「開発援助調査研究『主要援助国
及び主要国際援助機関におけるＮ
ＧＯ支援策の比較調査』」業務委嘱

平成26年2月10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 8,323,875 3,908,520 46.9% B 調査・研究 5
国際協力
局

20
「日・バルトセミナー」開催業務委
嘱

平成26年2月10日 株式会社トップ・スタッフ 東京都渋谷区桜丘町１８－４ 6 3,292,102 2,789,756 84.7% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

21
「在外公館医務官用執務参考図
書」の購入

平成26年2月10日 株式会社紀伊國屋書店 東京都目黒区下目黒３－７－１０ 5 1,582,000 1,466,682 92.7% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

22
「在外公館ホームページ作成用ソ
フトウェア」の購入

平成26年2月13日 富士ゼロックス株式会社 東京都港区六本木３－１－１ 1 6,786,150 5,897,850 86.9% H
システム関
係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

23
「海外仕様メディアシュレッダー」の
購入

平成26年2月14日 文祥堂商事株式会社 東京都中央区銀座３－４－１２ 2 4,875,150 4,696,650 96.3% L 物品購入 1-3
情報通信
課

24 「ルーター」の購入 平成26年2月14日 ＫＤＤＩ株式会社 東京都新宿区西新宿２－３－２ 2 2,814,000 2,085,720 74.1% L 物品購入 1-3
情報通信
課

25
「広報文化活動の実施評価調査」
業務委嘱

平成26年2月18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 14,173,582 13,987,438 98.6% B 調査・研究 1-7

外務報道
官・広報文
化組織

26
「住民基本台帳ネットワークシステ
ム導入に係る機器一式」賃貸借・
保守及びセットアップ

平成26年2月24日 株式会社富士通マーケティング 東京都文京区後楽１－７－２７ 2 9,317,903 6,278,964 67.3% H
システム関
係

2
総合外交
政策局

27
「名刺作成機システム一式」の購
入

平成26年2月24日 広友サービス株式会社 東京都港区赤坂１－４－１７ 1 8,777,550 3,412,500 38.8% L 物品購入 1-1
官房総務
課

28
「外務省一般診療所用（レントゲン
撮影システム）」の購入

平成26年2月25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 9,397,500 7,875,000 83.7% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

29
「『外交青書（閣議版及び市販版）』
印刷・製本」業務委嘱

平成26年2月25日 日経印刷株式会社
東京都千代田区飯田橋２－１６－
２ 1 5,869,545 4,917,133 83.7% P 印刷・製本 2

総合外交
政策局

30
「元島民による北方領土を語る会
（於：モスクワ）」開催業務

平成26年2月26日 株式会社日本旅行 東京都港区虎ノ門３－１８－１９ 2 5,220,264 4,056,402 77.7% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局
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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26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）
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 「パソコン用関連用品」の購入 平成26年2月28日 株式会社シーズン
東京都江戸川区篠崎町２－３５－
１０ 1 4,616,850 4,170,558 90.3% L 物品購入 1-3

情報通信
課

32
「『平和構築人材育成事業』の海外
実務研修・就職支援等」業務委嘱

平成26年3月3日 株式会社ＪＴＢコーポレートセールス 東京都新宿区西新宿３－７－１ 4 15,616,378 5,633,345 36.0% S
（目）委託
費

2
総合外交
政策局

33
「成田国際空港第１ターミナル外務
省貴賓室ソファー」の購入及び既
存のソファー搬出・運搬

平成26年3月4日 株式会社フォーサイト 東京都中央区八丁堀４－１０－８ 2 2,532,600 2,228,100 87.9% L 物品購入 1-1
官房総務
課

34
「域内観光促進を通じた中東和平
推進のための招聘」業務委嘱

平成26年3月4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 2,856,271 2,213,148 77.4% D
事業実施・
会議運営

14
中東アフリ
カ局

35
「ロシア公務員養成講座（都市環
境）開催」業務委嘱

平成26年3月5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 3 11,558,217 7,137,075 61.7% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

36
「『中央アジア＋日本対話』第６回
東京対話開催」業務委嘱

平成26年3月7日 アーツアンドクラフツ株式会社
東京都武蔵野市吉祥寺本町３－３
－６

3 1,467,499 1,311,220 89.3% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

37
「緊急時邦人保護体制の整備に係
るＦＭ放送機」の購入

平成26年3月10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 1 7,140,000 6,783,000 95.0% L 物品購入 7 領事局

38 「地図データ」の購入 平成26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 4,725,000 4,725,000 100.0% L 物品購入 8

国際情報
統括官

39
「移動書架用落下防止装置の設
置」業務委嘱

平成26年3月13日 株式会社土木田商店 東京都港区芝大門１－１６－１０ 1 2,383,500 1,354,500 56.8% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

40 「スキャナ機器等」の購入 平成26年3月14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 2 6,300,000 6,296,094 99.9% L 物品購入 1-3
情報通信
課

41
「セキュリティ機能付きＵＳＢメモリ
等」の購入

平成26年3月14日 株式会社紅和 東京都渋谷区東１－１９－２ 2 8,043,000 5,618,550 69.8% L 物品購入 1-3
情報通信
課

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26年3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 78,191,445 77,243,159 98.7% 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、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

255,199,692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　O TICAD

5



別記様式２ 　（契約一覧）

③ 指名競争方式 （契約期間　平成26年1月1日～3月31日）

1
「中南米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26年3月12日 株式会社パレスホテル 東京都千代田区丸の内１－１－１ 3 1,611,924 1,278,375 79.3% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

12 中南米局

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、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

応札者数

1,278,375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

　　　　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　O TICAD

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26年1月1日～3月31日）

備考２

応募者数

1

「「在留届電子届出システム」
及び「在留邦人向けメールマ
ガジン配信システム（緊急一
斉通報機能含む）」のリプ
レース及び運用・保守」業務
委嘱

平成26年1月16日 富士ソフト株式会社
神奈川県横浜市中区
桜木町１－１

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）。

489,560,295 464,593,500 94.9% H
システム関
係

7 領事局 3

2
「ハーグ条約」パンフレット作
成業務委嘱

平成26年1月30日 アンクベル・ジャパン株式会社
神奈川県横浜市都筑
区中川中央１－２１－
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）。

3,319,000 3,153,990 95.0% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

2
総合外交
政策局

2

3
「医務官業務支援システムの
構築・運用・保守」業務委嘱

平成26年2月7日 富士ソフト株式会社
神奈川県横浜市中区
桜木町１－１

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）。

8,058,750 7,499,100 93.0% H
システム関
係

1-8
その他大
臣官房

5

4
「日本紹介啓発品の制作・納
入」業務委嘱

平成26年2月12日 輪島漆器販売株式会社
東京都中央区八丁堀
３－２２－１３

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）。

2,762,550 2,140,976 77.4% K 物品製造 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

2

5
「日韓相互理解促進のため
の取り組み」（仮称）パンフ
レット（日本語版）制作

平成26年2月12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）。

3,500,000 951,825 27.1% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

10
アジア大
洋州局

4

6
「在外危機管理セミナー」開
催業務委嘱

平成26年2月14日
損保ジャパン日本興亜リスクマ
ネジメント株式会社

東京都新宿区西新宿
１－２４－１

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）。

11,973,000 11,969,225 99.9% D
事業実施・
会議運営

7 領事局 2

7
「国際協力６０周年広報グッ
ズの企画・製作」業務委嘱

平成26年3月5日 株式会社電通テック
東京都中央区築地１
－１１－１０

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）。

10,000,000 9,501,450 95.0% K 物品製造 5
国際協力
局

10

8
「戦略的な日本理解促進の
ための外部専門家活用」業
務委嘱

平成26年3月27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）。

50,000,000 48,604,500 97.2% S
（目）委託
費

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

3

件数： 8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、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

随意契約理由

548,414,566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

　　　　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　O TICAD

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26年1月1日～3月31日）
備考２

応募者数

1
「領事業務情報システム保
守」業務委嘱

平成26年2月12日 富士通株式会社
東京都港区東新橋１
－５－２

公募を実施した結果、応募が一者のみであり、また、審
査の結果、業務の適正な遂行が可能と認められ、他に
競争を許さないため（会計法第２９条の３第４項）。

5,292,000 5,292,000 100.0% H
システム関
係

7 領事局 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、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

随意契約理由

5,292,000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

　　　　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　O TICAD

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26年1月1日～3月31日）

1
「官房業務システムのＷｉｎｄｏｗｓ７対応作
業」業務委嘱

平成26年1月6日 株式会社日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

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）。

20,624,100 20,624,100 100.0% H
システム関
係

1-3
情報通信
課

2
「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26年1月9日 株式会社ディスコ
東京都文京区後楽２－１５－
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）。

2,638,500 2,638,500 100.0% D
事業実施・
会議運営

1-2 人事課

3
「「日米硫黄島戦没者合同慰霊追悼顕彰
式」チャーター機運行に伴う電源車輸送
に係る自衛隊機燃料」の購入

平成26年1月10日 石野礦油株式会社 東京都大田区池上８－５－３
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るた
め（会計法第２９条の３第４項）。

3,234,000 3,234,000 100.0% L 物品購入 11 北米局

4
ＳＡＮＳ　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　Ｅｓｓｅｎｔｉａｌｓ　Ｂｏｏｔｃａ
ｍｐ　Ｓｔｙｌｅへの参加経費

平成26年1月17日
ＮＲＩセキュアテクノロ
ジーズ株式会社

東京都千代田区大手町１－７
－２

本トレーニングを実施している業者は、
本契約相手方の他になく、他に競争を
許さないため（会計法第２９条の３第４
項）。

1,033,200 1,033,200 100.0% Y 研修 1-3
情報通信
課

5
「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26年1月20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）。

11,780,291 11,780,291 100.0% T
在外公館
維持管理

7 領事局

6 英文国際法年報の購入 平成26年1月20日 株式会社雄松堂書店 東京都新宿区坂町２７

本書籍の販売が可能な者は、販売代
理店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）。

2,265,600 2,265,600 100.0% L 物品購入 6 国際法局

7
「在サモア大使館の基幹通信網アクセス
回線及びインターネット接続回線新規構
築」業務委嘱

平成26年1月22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

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）。

2,150,000 2,150,000 100.0% H
システム関
係

1-3
情報通信
課

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
委嘱

平成26年1月22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２９条の
３第４項）。

1,449,625 1,449,625 100.0% D
事業実施・
会議運営

5
国際協力
局

9
サーバ機器等一式の賃貸借保守再リー
ス

平成26年1月24日

①新日鉄住金ソリュー
ションズ株式会社
②東京センチュリーリー
ス株式会社

①東京都中央区新川２－２０
－１５
②東京都千代田区神田練塀
町３

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）。

6,068,777 6,068,777 100.0% H
システム関
係

1-3
情報通信
課

10 ソフトウェアの賃貸借保守再リース 平成26年1月24日

①新日鉄住金ソリュー
ションズ株式会社
②東京センチュリーリー
ス株式会社

①東京都中央区新川２－２０
－１５
②東京都千代田区神田練塀
町３

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）。

4,169,865 4,169,865 100.0% H
システム関
係

1-3
情報通信
課

11
「物品管理システムにおける府省共通シ
ステムへの移行に伴うデータ移行作業」
業務委嘱

平成26年1月30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）。

1,376,550 1,376,550 100.0% H
システム関
係

1-4 会計課

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 予定価格 契約金額 落札率
備　　　　　　　　　　　　考

（契約種類） （主管局課）

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26年1月1日～3月31日）
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 予定価格 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考
（契約種類） （主管局課）

12
「査証事務支援システムの保守点検作
業」業務委嘱

平成26年1月31日
株式会社東芝社会イン
フラシステム社

神奈川県川崎市幸区堀川町
７２－３４

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）。

7,844,099 7,844,099 100.0% H
システム関
係

7 領事局

13
「外務省ホームページコンテンツ「条約
データ検索ページ」掲載・更新等」業務委
嘱

平成26年1月31日
ＮＴＴラーニングシステ
ムズ株式会社

東京都港区南麻布１－６－１
５

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）。

2,837,315 2,837,315 100.0% H
システム関
係

6 国際法局

14
「アジア・紛争下での女性尊厳事業」業務
委嘱

平成26年1月31日
特定非営利活動法人Ｃ
ＣＳＥＡ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）。

2,305,512 2,305,512 100.0% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

15
マーシャル諸島共和国大統領一行接遇
（宿舎手配）

平成26年1月31日 株式会社帝国ホテル
東京都千代田区内幸町１－１
－１

賓客政府側を希望を踏まえ、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）。

1,596,300 1,596,300 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

16
在外公館施設の長期修繕計画策定等調
査用「調査マニュアル改訂等業務」の調
達

平成26年1月6日 株式会社日建設計
東京都千代田区飯田橋２－１
８－３

本件業務は、調査マニュアルの作成目
的及び主旨を理解し、マニュアル内容
を熟知している作成業務を委嘱した者
でないと実施得ない業務であり、他に
競争を許さないため（会計法第２９条の
３第４項）。

6,689,844 6,689,844 100.0% G
工事・建築
サービス

1-5
在外公館
課

17
在大韓民国日本国大使館施設新営計画
にかかる実施設計等業務

平成26年1月16日 株式会社久米設計
東京都江東区潮見２－１－２
２

本件実施設計等業務は、設計意図等を
把握している基本設計者以外の第三者
に本件業務を委託した場合、基本設計
図書の読み解きから始めなければなら
ず、経費増だけでなく業務履行が遅延
する可能性が高いため競争に付するこ
とが不利と認められ、契約の性質又は
目的から特定の者でなければ納入また
は履行できないため（会計法第２９条の
３第４項）。

38,567,868 37,614,800 97.5% G
工事・建築
サービス

1-5
在外公館
課

18 「領事業務情報システム改修」業務委嘱 平成26年2月3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）。

139,455,540 139,455,540 100.0% H
システム関
係

7 領事局

19
「外務大臣の米国訪問に伴うチャーター
機運行」業務委嘱

平成26年2月4日
丸紅エアロスペース株
式会社

東京都千代田区有楽町１－１
－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、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）。

33,662,912 33,662,912 100.0% U 輸送 11 北米局

20
「外交記録写真の保存・検索システム改
修」業務委嘱

平成26年2月6日
富士フイルムイメージン
グシステムズ株式会社

東京都品川区西五反田３－６
－３０

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）。

3,889,788 3,889,788 100.0% H
システム関
係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

10



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26年1月1日～3月31日）
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 予定価格 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考
（契約種類） （主管局課）

21
「海外安全ホームページの改修」業務委
嘱

平成26年2月7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）。

3,675,000 3,675,000 100.0% H
システム関
係

7 領事局

22
「カード式文書保管書庫のオペレーティン
グシステム変更」業務委嘱

平成26年2月12日 株式会社イトーキ
東京都中央区入船３－２－１
０

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）。

3,990,000 3,990,000 100.0% J
その他業
務委嘱

1-1
官房総務
課

23
「外務省施設の保安に関する工事・点検」
業務委嘱

平成26年2月12日 株式会社ゼコー
東京都港区麻布台１－１１－
４

本件保守業務の履行が可能な業者は
同機器の設置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）。

2,816,777 2,816,777 100.0% T
在外公館
維持管理

1-8
その他大
臣官房

24
「在東ティモール日本国大使館施設新営
工事に係る瑕疵検査協力」業務委嘱

平成26年2月13日
株式会社伊藤喜三郎建
築研究所

東京都豊島区高田２－１７－
２２

本件は，竣工後二年を経過した建物に
対する瑕疵検査であることから，竣工
検査に立ち会った技術者による確認が
必要不可欠であり，契約の性質又は目
的から特定の者でなければ納入または
履行できないため（会計法第２９条の３
第４項）。

2,723,850 2,603,760 95.5% T
在外公館
維持管理

1-5
在外公館
課

25
「『外務省学習管理システム』ｅラーニング
教材の改修」業務委嘱

平成26年2月13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）。

2,125,200 2,125,200 100.0% H
システム関
係

1-3
情報通信
課

26 「入退室管理装置の改修」業務委嘱 平成26年2月14日 株式会社岡村製作所
東京都千代田区丸の内２－１
－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）。

1,287,773 1,287,772 99.9% H
システム関
係

8
国際情報
統括官

27
「外務省施設の保安に関する修理・点検」
業務委嘱

平成26年2月18日 綜合警備保障株式会社 東京都港区元赤坂１－６－６

本件保守業務の履行が可能な業者は
同機器の設置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）。

1,186,172 1,186,172 100.0% T
在外公館
維持管理

1-8
その他大
臣官房

28 アブダビ皇太子一行接遇（宿舎等契約） 平成26年2月20日

ザ・リッツ・カールトン・
プロパティ・マネジメン
ト・カンパニー東京有限
会社

東京都港区赤坂９－７－１

賓客政府側の希望を踏まえ、警備、立
地条件及び受入体制などを総合的に判
断して最適であり、他に競争を許さない
ため(会計法第２９条の３第４項)。

6,145,206 6,145,206 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

29
「アジア大洋州大使会議における外務大
臣主催レセプションケータリング」業務委
嘱

平成26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)。

1,865,500 1,805,160 96.7% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

10
アジア大
洋州局

30
「パレスチナ開発のための東アジア協力
促進会合第２回閣僚級会合に係る同時
通訳」業務一式

平成26年2月26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

通訳業務については、極めて高度な通
訳能力、国際会議等における豊富な実
績に加え、発言者である総理・大臣の
特有の言い回しや用語に習熟し、総
理・大臣自身の希望に適った相性のよ
い通訳者を確保することが不可欠であ
り，他に競争をゆるさないため(会計法
第２９条の３第４項)。

1,066,000 1,066,000 100.0% A 通訳 14
中東アフリ
カ局

31

「物品管理システムの安定稼働に伴う
サーバＯＳのバージョンアップグレ－ド及
びＷｉｎｄｏｗｓ７対応等改修作業」業務委
嘱

平成26年2月27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）。

29,829,828 29,829,828 100.0% H
システム関
係

1-4 会計課

11



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26年1月1日～3月31日）
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 予定価格 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考
（契約種類） （主管局課）

32
「在外公館用スキャナ等機器賃貸借・保
守（再リース）」業務委嘱

平成26年2月28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東京都千代田区神田練塀
町３

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）。

15,273,888 15,273,888 100.0% H
システム関
係

1-3
情報通信
課

33
「在留届電子届出システム」の移行支援
業務委嘱

平成26年2月28日 富士通株式会社 東京都港区東新橋１－５－２
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）。

11,860,128 11,860,128 100.0% H
システム関
係

7 領事局

34 「旅券作成機（印刷機）保守」業務委嘱 平成26年2月28日
株式会社東芝社会イン
フラシステム社

神奈川県川崎市幸区堀川町
７２－３４

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）。

7,440,187 7,440,187 100.0% H
システム関
係

7 領事局

35
「在留邦人向けメールマガジン配信システ
ムのデータ移行及びデータセンター撤去」
業務委嘱

平成26年2月28日 日本電気株式会社 東京都港区芝５－７－１
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）。

3,061,800 3,061,800 100.0% H
システム関
係

7 領事局

36 外務本省庁舎自動制御部品交換工事 平成26年2月7日 アズビル株式会社
東京都千代田区丸の内２－７
－３

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

8,732,535 8,732,535 100.0% G
工事・建築
サービス

1-4 会計課

37 免震床撤去等業務委嘱 平成26年2月10日 株式会社日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

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）。

15,104,250 15,104,250 100.0% G
工事・建築
サービス

1-3
情報通信
課

38 入退管理システム電気錠追加設置作業 平成26年2月12日
株式会社ＮＴＴデータア
イ

東京都新宿区揚場町１－１８
契約の目的が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）。

91,339,500 91,339,500 100.0% G
工事・建築
サービス

1-4 会計課

39
「『外国記者登録証発給システム』Ｗｉｎｄｏ
ｗｓ７へのリプレイス対応」業務委嘱

平成26年3月4日
株式会社ビービーシス
テム

東京都港区芝大門１－１０－
１１

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）。

3,853,500 3,853,500 100.0% H
システム関
係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

40 エストニア大統領一行接遇（宿舎等契約） 平成26年3月4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

賓客政府側を希望を踏まえ、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）。

1,770,150 1,770,150 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

41
「海外安全ホームページの改修」業務委
嘱

平成26年3月5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）。

31,290,000 31,290,000 100.0% H
システム関
係

7 領事局

42 「在外経理サーバの移設」業務委嘱 平成26年3月7日 日本電気株式会社 東京都港区芝５－７－１
本件サービスの提供が可能な者は、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）。

3,003,000 3,003,000 100.0% H
システム関
係

1-3
情報通信
課

43
ベトナム国家主席一行接遇（車両借上契
約）

平成26年3月7日 大阪エムケイ株式会社
大阪府大阪市大正区北恩加
島１－７－１７

警備及び日程調整上、至急に請負業
者決定する必要があったが、競争入札
を行う時間的余裕がないため、請負可
能な複数の業者より見積を招請したと
ころ、唯一請負可能であった同社を本
契約の相手方とし，他に競争を許さな
いため（会計法第２９条の３第４項）。

1,163,620 1,163,620 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

12



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26年1月1日～3月31日）
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 予定価格 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考
（契約種類） （主管局課）

44
「在留届電子届出システム改修作業」業
務委嘱

平成26年3月10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）。

59,640,000 59,640,000 100.0% H
システム関
係

7 領事局

45
「領事利便支援システム（ＣＲＵＩＳＥ）・領
事データ管理システム改修作業」業務委
嘱

平成26年3月10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）。

22,420,860 22,420,860 100.0% H
システム関
係

7 領事局

46 ソマリア大統領一行接遇（宿舎等契約） 平成26年3月10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

賓客政府側を希望を踏まえ、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）。

2,194,950 2,194,950 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

47
「外務省ＩＴ広報業務の業務継続計画にか
かる災害対策システムの機能拡充」業務
委嘱

平成26年3月13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）。

33,285,000 33,285,000 100.0% H
システム関
係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

48
「ハーグ核セキュリティ・サミットにおける
同時通訳」業務委嘱

平成26年3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

通訳業務については、極めて高度な通
訳能力、国際会議等における豊富な実
績に加え、発言者である総理・大臣の
特有の言い回しや用語に習熟し、総
理・大臣自身の希望に適った相性のよ
い通訳者を確保することが不可欠であ
り，他に競争を許さないため(会計法第
２９条の３第４項)。

3,160,500 3,160,500 100.0% A 通訳 3
軍縮不拡
散・科学部

49
「アジア・紛争下での女性尊厳事業（韓
国）」業務委嘱

平成26年3月14日
特定非営利活動法人Ｃ
ＣＳＥＡ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）。

1,400,803 1,400,803 100.0% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

50
「在留届電子届出システム及び在留邦人
向けメールマガジン配信システムアプリ
ケーション保守・運用支援等」業務委嘱

平成26年3月24日 富士ソフト株式会社
神奈川県横浜市中区桜木町
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）。

73,500,000 73,500,000 100.0% H
システム関
係

7 領事局

51 「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 9 研修所

52 「外務省研修所」上下水道利用契約 － 神奈川県企業庁水道局
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

9 研修所

53 「外務省施設」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

54 「後納郵便料」 － 日本郵便株式会社
東京都千代田区霞が関１－３
－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）。

－ － － V 配送
1-4
7

会計課
領事局

55 「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２－１
１－１

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

13



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26年1月1日～3月31日）
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 予定価格 契約金額 落札率

備　　　　　　　　　　　　考
（契約種類） （主管局課）

56 「携帯電話使用料」 －
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

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

57 「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

58 「固定電話使用料」 －
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

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

59 「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

60 「通信回線料」 －
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

7
1-7
1-4

領事局
外務報道
官・広報文
化組織
会計課

61 「通信回線料」 －
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

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

1-3
情報通信
課

62 「通信回線料」 － 株式会社日本デジコム
東京都中央区新川２－２０－
８

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

1-3
情報通信
課

63 「通信回線料」 －
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
1-8

会計課
その他大
臣官房

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、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

738,712,164円

　　　　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　O TICAD
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