
別記様式１　   　総括表

入　　札　　方　　式 件　　数 備　　考

・　総契約件数 141 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） 47 件

③　 指名競争方式 2 件

④ 　企画競争に基づく随意契約方式 33 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 52 件

注：　予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第９９条第１号に該当する契約（国の行為を秘密にする必要があるもの）

　　　及び同条第２号から第７号までに該当する契約（少額）は含まない。

（契約期間　平成27年7月1日～9月30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27年7月1日～9月30日）

1
「プリンタ用トナーカートリッジ」
の購入

平成27年7月1日
キャノンマーケティングジャパン株式
会社

東京都港区港南２－１６－６ 1 - @20,520他 - L 物品購入 1-3
情報通信
課

単価契約

2 「リサイクルＰＰＣ用紙」の購入 平成27年7月3日 株式会社リコー 東京都大田区中馬込１－３－６ 3 - @1,310他 - L 物品購入 1-4 会計課 単価契約

3
「インマルサット・ＢＧＡＮ型衛星
通信装置」の購入

平成27年7月30日
ＪＳＡＴ　ＭＯＢＩＬＥ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏ
ｎｓ株式会社

東京都港区麻布台１－１１－１０ 3 52,402,680 47,520,000 90.6% L 物品購入 1-3
情報通信
課

4 「ＵＰＳ用バッテリー」の購入 平成27年8月12日 株式会社富士通マーケティング 東京都港区港南２－１５－３ 4 20,867,760 15,005,898 71.9% K 物品製造 1-3
情報通信
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、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

62,525,898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27年7月1日～9月30日）

1
「広報文化外交戦略課戦略的対
外発信拠点室」労働者派遣契約

平成27年7月1日
株式会社ＪＰキャリアコンサルティン
グ

東京都豊島区東池袋１－４８－１
０ 1 - @2,160 - N 派遣職員 1-7

外務報道
官・広報文
化組織

単価契約

2
「広報文化外交戦略課」労働者派
遣契約

平成27年7月1日
株式会社ＪＰキャリアコンサルティン
グ

東京都豊島区東池袋１－４８－１
０ 1 - @2,160 - N 派遣職員 1-7

外務報道
官・広報文
化組織

単価契約

3
「『内外発信のための多層的ネッ
トワーク構築』事業における有識
者の招へい・接遇」業務委嘱

平成27年7月2日
一般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 - @27,200他 - C
招聘・賓客
接遇

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

単価契約

4
「北方四島住民支援事業（患者受
入：第３回）札幌受入支援」業務
委嘱

平成27年7月7日 有限会社さくらツアー企画
北海道札幌市中央区北四条西１
７－１－１

2 5,695,733 3,231,360 56.7% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

5
「女性が輝く社会に向けた国際シ
ンポジウム開催支援」業務委嘱

平成27年7月13日 株式会社コングレ
大阪府大阪市中央区淡路町３－
６－１３

6 57,029,870 39,792,040 69.7% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局

6
「緊急時邦人保護体制の整備に
係る無線機及び備品等」の購入

平成27年7月14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

2 2,527,200 1,618,920 64.0% L 物品購入 7 領事局

7
ＯＤＡ評価「『日本の教育協力政
策２０１１－２０１５』の評価」委託
調査

平成27年7月16日 株式会社国際開発センター 東京都港区港南１－６－４１ 3 16,704,810 15,120,000 90.5% B 調査・研究 1-8
その他大
臣官房

8
ＯＤＡ評価「太平洋島嶼国のＯＤＡ
案件に関わる日本の取組の評
価」委託調査

平成27年7月16日 株式会社日本経済研究所 東京都千代田区大手町２－２－１ 1 15,338,286 14,747,231 96.1% B 調査・研究 1-8
その他大
臣官房

9
ＯＤＡ評価「モロッコ国別評価」委
託調査

平成27年7月16日 ＮＴＣインターナショナル株式会社 東京都中野区本町１－３２－２ 3 14,687,973 12,785,726 87.0% B 調査・研究 1-8
その他大
臣官房

10
「モバイルＷｉ－Ｆｉルータ」の借上
契約

平成27年7月21日 株式会社ビジョン 東京都新宿区西新宿６－５－１ 2 - @700他 - M 賃貸借 4 経済局 単価契約

11 「スキャナ機器等」の購入 平成27年7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

東京都港区港南２－１５－３ 1 12,266,964 11,670,480 95.1% L 物品購入 1-3
情報通信
課

12
「自家発電装置保守点検専門技
術者派遣」業務委嘱

平成27年7月23日 いすゞ自動車エンジン販売株式会社
東京都品川区南大井６－２１－１
２

2 20,712,124 19,427,285 93.7% T
在外公館
維持管理

1-5
在外公館
課

13
「イラン及びイラク等湾岸情勢調
査・分析ユニット」業務委嘱

平成27年7月27日
一般財団法人日本エネルギー経済
研究所

東京都中央区勝どき１－１３－１ 1 3,557,774 3,002,400 84.3% B 調査・研究 8
国際情報
統括官

14
「国際情勢調査分析ユニット」業
務委嘱

平成27年7月28日 一般財団法人ラヂオプレス 東京都新宿区若松町３３－８ 1 4,538,160 4,538,160 100.0% B 調査・研究 8
国際情報
統括官

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27年7月1日～9月30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

15
「北方四島住民支援事業（患者受
入：第４回）札幌受入支援」業務
委嘱

平成27年7月29日 有限会社さくらツアー企画
北海道札幌市中央区北四条西１
７－１－１

3 4,645,871 3,014,280 64.8% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

16
「『対外発信強化のための中南米
日系人招へい』にかかる接遇」業
務委嘱

平成27年7月30日 株式会社トップ・スタッフ 東京都渋谷区桜丘町１８－４ 5 5,880,270 4,030,408 68.5% C
招聘・賓客
接遇

12 中南米局

17
「モニタリングネットワーク用機
器」の購入

平成27年7月31日
株式会社ジャパンコンピューター
サービス

東京都千代田区神田佐久間町１
－１１

4 12,959,085 8,966,808 69.1% L 物品購入 1-3
情報通信
課

18
「在外公館向けクリスマスカード
の製作・納入」業務委嘱

平成27年7月31日 株式会社宗像デザイン研究所
東京都中野区江古田４－４２－１
４

3 - @84.24 - L 物品購入 1-5
在外公館
課

単価契約

19
「ハーグ条約に関する日豪合同
あっせん人研修」業務委嘱

平成27年8月3日 株式会社日本旅行 東京都中央区日本橋１－１９－１ 3 14,901,058 14,221,744 95.4% D
事業実施・
会議運営

7 領事局

20
「在外公館医務官室用初度備品」
の購入

平成27年8月3日 松吉医科器械株式会社 東京都文京区湯島３－１４－９ 3 6,642,000 6,425,352 96.7% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

21
「中東・北アフリカ地域における親
日派・知日派発掘のための交流
事業」業務委嘱

平成27年8月3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 8,145,280 5,715,937 70.1% D
事業実施・
会議運営

14
中東アフリ
カ局

22

「マンスフィールド研修計画（日米
行政官交流計画）における第２０
期研修員の日本語研修」業務委
嘱

平成27年8月7日
学校法人長沼スクール東京日本語
学校

東京都渋谷区南平台町１６－２６ 1 1,437,719 1,404,572 97.6% D
事業実施・
会議運営

11 北米局

23

「『政府開発援助（ＯＤＡ）国別
データブック２０１５年版』日本語
版編集・印刷・製本，日本語版Ｈ
Ｐデータ及び英語版ＨＰデータの
編集・更新等」業務委嘱

平成27年8月10日 昭和情報プロセス株式会社 東京都港区三田５－１４－３ 3 3,686,040 2,959,200 80.2% K 物品製造 5
国際協力
局

24 「会計課調達室」労働者派遣契約 平成27年8月10日 株式会社クリエイティブ 東京都大田区大森北１－１１－１ 4 - @1,834 － N 派遣職員 1-4 会計課 単価契約

25 「外務省研修所」労働者派遣契約 平成27年8月10日
株式会社ＪＰキャリアコンサルティン
グ

東京都豊島区東池袋１－４８－１
０

3 - @1,814 － N 派遣職員 9 研修所 単価契約

26
「女性が輝く社会に向けた国際シ
ンポジウム関連行事等支援」業務
委嘱

平成27年8月18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 4 2,254,622 1,788,128 79.3% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局

27
「日本外交文書　昭和期Ⅲ　関係
調書集の印刷・製本」業務委嘱

平成27年8月21日 株式会社白峰社 東京都豊島区東池袋５－４９－６ 2 1,541,160 1,360,800 88.2% K 物品製造 1-8
その他大
臣官房

28
「開発援助調査研究（Ｇ７コミットメ
ント実施状況調査・評価）」業務委
嘱

平成27年8月24日 株式会社国際開発センター 東京都港区港南１－６－４１ 1 11,456,035 10,249,200 89.4% B 調査・研究 5
国際協力
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27年7月1日～9月30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

29
「在外公館現地職員本邦研修」業
務委嘱

平成27年8月24日 株式会社国際ビジネスサポート 東京都足立区千住旭町３９－７ 1 2,831,053 2,830,480 99.9% Y 研修 1-5
在外公館
課

30

「ＯＤＡ評価『環境関連ミレニアム
開発目標（ＭＤＧｓ）達成に向けた
日本の取組の評価』調査」業務委
嘱

平成27年8月28日 みずほ情報総研株式会社 東京都千代田区神田錦町２－３ 1 14,492,307 13,824,000 95.3% B 調査・研究 1-8
その他大
臣官房

31
「ＯＤＡ評価『コーカサス地域への
支援の評価』調査」業務委嘱

平成27年8月28日 一般財団法人国際開発機構 東京都港区麻布台２－４－５ 2 14,776,030 13,669,793 92.5% B 調査・研究 1-8
その他大
臣官房

32
「『ＤＩＰＬＯＭＡＴＩＣ　ＢＬＵＥＢＯＯ
Ｋ２０１５』編集・印刷・製本」業務
委嘱

平成27年8月28日 勝美印刷株式会社 東京都文京区白山１－１３－７ 4 4,891,320 3,223,800 65.9% K 物品製造 2
総合外交
政策局

33
「四島交流受入（歴史文化専門
家）」業務委嘱

平成27年8月28日 株式会社国際ビジネスサポート 東京都足立区千住旭町３９－７ 1 3,361,930 2,531,322 75.2% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

34
「四島交流受入（四島住民代表）」
業務委嘱

平成27年8月31日 株式会社ノマド
北海道札幌市中央区南二条西６
－８

2 4,725,765 3,167,613 67.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

35 「在外公館執務参考図書」の購入 平成27年9月1日 株式会社三省堂書店
東京都千代田区神田神保町１－
１ 1 4,312,951 4,139,442 95.9% L 物品購入 1-8

その他大
臣官房

36
「印影照合システム用ソフトウェア
納入，データ移行及び保守」業務
委嘱

平成27年9月1日 株式会社リコー 東京都大田区中馬込１－３－６ 1 3,892,806 2,233,224 57.3% H
システム
関係

7 領事局

37
ＯＤＡ評価「ベトナム国別評価」委
託調査

平成27年9月3日 有限責任あずさ監査法人 東京都新宿区津久戸町１－２ 1 13,567,427 13,221,883 97.4% B 調査・研究 1-8
その他大
臣官房

38
「緊急時邦人保護体制の整備に
係る無線機等」の購入

平成27年9月3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 5,255,280 3,207,600 61.0% L 物品購入 7 領事局

39
「伊勢志摩サミット準備事務局の
規模拡張に伴う事務用什器類等
一式」賃貸借契約

平成27年9月4日 広友リース株式会社 東京都港区赤坂１－４－１７ 2 3,440,880 2,970,000 86.3% M 賃貸借 1-8
その他大
臣官房

40
乗用自動車燃料電池自動車の交
換購入業務一式

平成27年9月8日 東京トヨタ自動車株式会社 東京都港区三田３－１１－３４ 2 7,868,580 7,922,870 - L 物品購入 1-4 会計課

契約金額は入札に付さなかった自賠
責保険料及び自動車リサイクル預託
金を含むものであり，同経費を含まな
い予定価格に対する落札金額は，
7,868,340円（落札率99.9%）である。

41
「『「内外発信のための多層的ネッ
トワーク構築事業』における欧州
有識者の招聘・接遇」業務委嘱

平成27年9月9日 株式会社日本旅行 東京都中央区日本橋１－１９－１ 2 21,977,869 20,717,911 94.2% C
招聘・賓客
接遇

13 欧州局

42
「開発援助調査研究業務『開発協
力における議会の関与（各国の
実態調査）』」業務委嘱

平成27年9月14日 学校法人早稲田大学 東京都新宿区戸塚町１－１０４ 2 11,417,171 7,553,250 66.1% B 調査・研究 5
国際協力
局

5



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27年7月1日～9月30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

43
「日ＡＳＥＡＮ包括的経済連携協
定（ＡＪＣＥＰ）第１４回合同委員会
開催準備」業務委嘱

平成27年9月17日 株式会社プランニングオフィスキュー 東京都目黒区東山１－１７－１６ 2 13,507,472 12,940,515 95.8% D
事業実施・
会議運営

4 経済局

本件は，財務省，農水省及び
経産省との共同事業であり，
契約金額は12,940,515円（内，
当省負担分は，4,497,880円）

44
「世論調査（ＲＤＤ方式）」業務委
嘱

平成27年9月17日 株式会社アダムスコミュニケーション 東京都調布市小島町２－５５－１ 3 3,357,666 2,376,000 70.7% B 調査・研究 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

45
「伊勢志摩サミットに際しての通
信インフラ確保のための調査等」
業務委嘱

平成27年9月18日 株式会社ブレイン・ゲート
愛知県名古屋市中村区名駅４－
２２－２２ 1 12,929,760 12,409,200 95.9% B 調査・研究 1-8

その他大
臣官房

46
「中国における遺棄化学兵器の
状況に関する現地調査」業務委
嘱

平成27年9月29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 89,723,567 88,157,892 98.2% B 調査・研究 10

アジア大
洋州局

47
「広報冊子『海外安全虎の巻』印
刷，製本，発送等」業務委嘱

平成27年9月29日 株式会社アイネット 東京都中央区銀座７－１６－２１ 5 7,349,400 6,826,680 92.8% K 物品製造 7 領事局

件数： 47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

409,993,506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

6



別記様式２ 　（契約一覧）

③ 指名競争方式 （契約期間　平成27年7月1日～9月30日）

1
「中東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27年7月9日
株式会社プリンスホテル
グランドプリンスホテル高輪

東京都港区高輪３－１３－１ 4 1,550,286 993,600 64.0% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

14
中東アフリ
カ局

2 「公用ｉＰａｄ」利用契約 平成27年8月27日 ソフトバンク株式会社 東京都港区東新橋１－９－１ 3 2,072,358 906,984 43.7% M 賃貸借 1-3
情報通信
課

件数： 2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

1,900,584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
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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27年7月1日～9月30日）
備考２

応募者数

1
「『東アジア低炭素成長パー
トナーシップ対話』日本側事
務局運営」業務委嘱

平成27年7月1日
公益財団法人地球環境戦略
研究機関

神奈川県三浦郡葉山
町上山口２１０８－１
１

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）。

8,911,000 8,905,442 99.9% D
事業実施・
会議運営

5
国際協力
局 1

2
「『日韓歴史家会議』日本側
事務局運営」業務委嘱

平成27年7月3日
公益財団法人日韓文化交流
基金

東京都港区虎ノ門５
－１２－１

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）。

3,498,000 3,497,700 99.9% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局 1

3
「『日独フォーラム合同会
議』日本側事務局運営」業
務委嘱

平成27年7月9日
公益財団法人日本国際交流
センター

東京都港区南麻布４
－９－１７

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）。

8,083,000 8,073,687 99.8% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局 1

4

「東アジア・シンクタンク・
ネットワーク『東アジアにお
ける海洋協力』作業部会開
催」業務委嘱

平成27年7月10日
公益財団法人日本国際フォー
ラム

東京都港区赤坂２－
１７－１２

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）。

4,300,000 4,299,992 99.9% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局 1

5
「非英語研修職員夏期英語
集中研修」実施委嘱

平成27年7月10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

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）。

2,178,000 2,004,080 92.0% Y 研修 9 研修所 2

6
「風評被害対策海外発信支
援事業」業務委嘱

平成27年7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）。

70,000,000 69,993,774 99.9% D
事業実施・
会議運営

1-8
その他大
臣官房

3

7
「北方四島医師・看護師等
研修事業」業務委嘱

平成27年7月21日
株式会社北海道二十一世紀
総合研究所

北海道札幌市中央区
大通西３－１１

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）。

8,130,000 8,130,000 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局 1

8
「在外安全対策セミナー」業
務委嘱

平成27年7月23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）。

40,125,000 34,385,800 85.6% D
事業実施・
会議運営

7 領事局 2

9

「『内外発信のための多層
的ネットワーク構築』事業に
おける外国プレス招へいに
係る接遇」業務委嘱

平成27年7月27日
一般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）。

- @24,200他 - C
招聘・賓客
接遇

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

単価契約 3

10
「外交実務語学研修」業務
委嘱

平成27年7月28日 株式会社アヴァンティスタッフ
東京都中央区日本橋
兜町６－７

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）。

3,024,000 3,013,850 99.6% Y 研修 9 研修所 3

11
「開発協力広報テレビ番組
の制作・放映及び関連業
務」業務委嘱

平成27年7月30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）。

123,120,000 123,022,800 99.9% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

5
国際協力
局

3

12

「政府開発援助海外経済協
力事業（本邦技術活用等途
上国支援推進事業）委託費
によるニーズ調査（モロッコ
国　環境・エネルギー・廃棄
物処理分野，水の浄化・水
処理分野，教育分野）」業務
委嘱

平成27年7月30日
株式会社アースアンドヒューマ
ンコーポレーション・佐野総合
企画株式会社共同企業体

東京都町田市玉川学
園８－３－２３

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 48,040,604 96.0% B 調査・研究 5
国際協力
局 1

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）
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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27年7月1日～9月30日）
備考２

応募者数
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）

13

「政府開発援助海外経済協
力事業（本邦技術活用等途
上国支援推進事業）委託費
によるニーズ調査（スリラン
カ国　環境・エネルギー・廃
棄物処理分野，農業分野，
水の浄化，水処理分野）」業
務委嘱

平成27年8月3日
株式会社かいはつマネジメン
トコンサルティング

東京都渋谷区恵比寿
１－３－１

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）。

50,000,000 48,319,620 96.6% B 調査・研究 5
国際協力
局

2

14
「日本特集番組制作支援事
業接遇」業務委嘱

平成27年8月3日
インタナシヨナル映画株式会
社

東京都渋谷区神宮前
２－３３－１６

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）。

- @60,000他 － C
招聘・賓客
接遇

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

単価契約 2

15

「政府開発援助海外経済協
力事業（本邦技術活用等途
上国支援推進事業）委託費
によるニーズ調査（カンボジ
ア国　環境・エネルギー・廃
棄物処理分野，職業訓練・
産業育成分野，農業分野）」
業務委嘱

平成27年8月5日 アイ・シー・ネット株式会社
埼玉県さいたま市中
央区下落合４－１４－３

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）。

50,000,000 49,224,245 98.4% B 調査・研究 5
国際協力
局

2

16
「国際漫画賞」開催業務委
嘱

平成27年8月7日 株式会社ファンクス
東京都中央区築地２
－１－１６

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）。

6,500,000 6,494,247 99.9% D
事業実施・
会議運営

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

2

17

「政府開発援助海外経済協
力事業（本邦技術活用等途
上国支援推進事業）委託費
によるニーズ調査（エチオピ
ア連邦民主共和国　農業分
野，環境・エネルギー・廃棄
物処理分野，職業訓練・産
業育成分野）」業務委嘱

平成27年8月10日
マイクライメイトジャパン株式
会社

東京都中央区新川２
－１３－１０

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）

50,000,000 40,904,902 81.8% B 調査・研究 5
国際協力
局

3

18
「テロ・誘拐対策実地訓練」
業務委嘱

平成27年8月11日 安全サポート株式会社
東京都港区西新橋１
－２－９

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）。

- @400,000 - D
事業実施・
会議運営

7 領事局 単価契約 3

19

「『内外発信のための多層
的ネットワーク構築北米有
識者招聘』における接遇等」
業務委嘱

平成27年8月12日
株式会社ＪＴＢコーポレート
セールス

東京都千代田区霞が
関３－２－５

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）。

- @2,630他 - C
招聘・賓客
接遇

11 北米局 単価契約 2

20

「『２０１５年版開発協力白書
（仮称）』の執筆（一部）・編
集・英訳・製本・発送」業務
委嘱

平成27年8月24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）。

17,721,000 17,712,000 99.9% K 物品製造 5
国際協力
局

2

21
「海外向け政策広報動画の
制作及びソーシャルメディア
広報」業務委嘱

平成27年8月27日
株式会社ＮＨＫグローバルメ
ディアサービス

東京都渋谷区神山町
９－２

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）。

75,587,000 75,509,280 99.8% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

6

22
「風評被害対策海外発信支
援事業（ソウル・台北）」業務
委嘱

平成27年8月31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

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）。

54,000,000 53,898,352 99.8% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

1-8
その他大
臣官房 1

23
「日米草の根平和交流招聘
プログラム」業務委嘱

平成27年9月1日
株式会社ＪＴＢコーポレート
セールス

東京都千代田区霞が
関３－２－５

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）。

29,641,000 28,703,487 96.8% C
招聘・賓客
接遇

11 北米局 4

9



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27年7月1日～9月30日）
備考２

応募者数
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）

24
「日蘭平和交流事業の実
施」業務委嘱

平成27年9月2日
株式会社ＪＴＢコーポレート
セールス

東京都千代田区霞が
関３－２－５

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）。

11,650,000 11,597,265 99.5% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局 3

25
「日豪草の根平和交流（第
二次）」業務委嘱

平成27年9月7日 近畿日本ツーリスト株式会社
東京都千代田区東神
田１－７－８

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）。

7,571,000 7,569,111 99.9% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

2

26
「平和構築・開発におけるグ
ローバル人材育成事業」業
務委嘱

平成27年9月9日
一般社団法人広島平和構築
人材育成センター

広島県広島市南区宇
品海岸１－１１－１１

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）。

391,998,000 388,852,661 99.1% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局

2

27

「経済連携協定（ＥＰＡ）に基
づくベトナム人看護師・介護
福祉士候補者に対する日本
語研修」業務委嘱

平成27年9月10日 株式会社アークアカデミー
東京都渋谷区渋谷２
－１４－７

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）。

544,072,000 538,741,776 99.0% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

3

28

「『内外発信のための多層
的ネットワーク構築』事業に
おける外国テレビ番組制作
チーム招聘・接遇」業務委
嘱

平成27年9月15日
インタナシヨナル映画株式会
社

東京都渋谷区神宮前
２－３３－１６

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，競争を許さないた
め（会計法第２９条の３第４項）。

- @60,000他 - C
招聘・賓客
接遇

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

単価契約 2

29
「業務系共通プラットフォー
ム更改に係る業務等一式」
業務委嘱

平成27年9月17日
①株式会社日立製作所
②日立キャピタル株式会社

①東京都江東区新砂
１－６－２７
②東京都港区西新橋
１－３－１

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）。

276,216,000 276,215,694 99.9% H
システム
関係

1-3
情報通信
課 1

30
「『外部組織を活用した外国
メディアの日本理解促進事
業』における招聘」業務委嘱

平成27年9月18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，競争を許さないた
め（会計法第２９条の３第４項）。

- @22,870他 - C
招聘・賓客
接遇

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

単価契約 1

31

「海外テレビ局提供・海外広
報用日本紹介映像資料『Ｊ
ＡＰＡＮ　ＶＩＤＥＯ　ＴＯＰＩＣ
Ｓ』の制作・複製及び納入」
業務委嘱

平成27年9月18日
インタナシヨナル映画株式会
社

東京都渋谷区神宮前
２－３３－１６

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，他に競争をゆる
さないため（会計法第２９条の３第４項）。

- @20,000他 - I
情報配信・
モニタリン
グ

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

単価契約 5

32
「日中共通課題理解促進事
業」業務委嘱

平成27年9月18日
一般財団法人日本国際協力
センター

東京都新宿区西新宿
２－７－１

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）。

32,978,000 31,660,437 96.0% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

4

33

「『内外発信のための多層
的ネットワーク構築』事業に
おける国際法専門家の招
聘・接遇」業務委嘱

平成27年9月18日
株式会社ＪＴＢコーポレート
セールス

東京都千代田区霞が
関３－２－５

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，競争を許さないた
め（会計法第２９条の３第４項）。

- @2,630他 - C
招聘・賓客
接遇

6 国際法局 単価契約 1

件数： 33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

1,888,770,806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

10



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27年7月1日～9月30日）
備考２

応募者数

1
「北方四島住民招聘事業」
業務委嘱

平成27年8月3日
公益社団法人北方領
土復帰期成同盟

北海道札幌市中央区
北一条西３－３

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、当該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）。

16,402,954 16,402,954 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局 1

2
「北方四島住民招聘事業
（一般，旭川市）」業務委嘱

平成27年9月10日
公益社団法人北方領
土復帰期成同盟

北海道札幌市中央区
北一条西３－３

公募を実施した結果、応募は一社のみであり、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）。

14,288,786 14,288,786 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局 1

3
「北方四島住民招聘事業
（一般：秋田）」業務委嘱

平成27年9月28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、業務の適性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）。

18,750,100 18,750,100 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局 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、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

49,441,840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
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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27年7月1日～9月30日）

1 「在外公館における警備指導」業務委嘱 平成27年7月1日
綜合警備保障株式会
社

東京都港区元赤坂１－６－６

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）。

99,459,468 99,459,468 100.0% T
在外公館
維持管理

1-8
その他大
臣官房

2
北方四島住民支援事業（患者受入：第３
回目）治療業務

平成27年7月1日 市立根室病院 北海道根室市有磯町１－２

本件契約は，移送される患者の身体
的負担にかんがみ，適切な治療・診
断を行うことのできる施設及び医師を
擁し，患者の病院までの移送距離が
短いことが必要不可欠である。同病院
は移動時間１時間以内に入院治療が
可能であり，かつ事前に初診診断の
できない入院患者への治療行為を行
うことができることから，他に競争を許
さないため（会計法第２９条の３第４
項）。

4,633,380 4,633,380 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

3
「海外安全ホームページの改修（危険情
報カテゴリの表現及び渡航情報名称変
更に伴う改修）」業務委嘱

平成27年7月1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）。

3,748,464 3,748,464 100.0% H
システム
関係

7 領事局

4
北方四島住民支援事業（患者受入：第３
回目）受入支援及び啓発業務

平成27年7月1日 根室市役所 北海道根室市常磐町２－２７

四島住民に真に必要な支援を実施
し，領土問題の啓発を行いながら我が
国に対する信頼感を高め，平和条約
締結交渉の環境整備に資することが
可能なのは，地方公共団体の他にな
く，他に競争を許さないため（会計法
第２９条の３第４項）。

2,136,784 2,136,784 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

5
「査証事務支援システムの移転（在大韓
民国日本国大使館）作業」業務委嘱

平成27年7月1日 株式会社東芝
神奈川県川崎市幸区堀川町
７２－３４

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）。

1,885,430 1,885,430 100.0% H
システム
関係

7 領事局

6
「在大韓民国日本国大使館の移転に伴
う基幹通信網アクセス回線の移設」業務
委嘱

平成27年7月3日 ＫＤＤＩ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）。

1,607,000 1,607,000 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

7
北方四島住民支援事業（患者受入：第３
回目）受入支援及び啓発業務

平成27年7月6日 中標津町役場
北海道標津郡中標津町丸山
２－２２

四島住民に真に必要な支援を実施
し，領土問題の啓発を行いながら我が
国に対する信頼感を高め，平和条約
締結交渉の環境整備に資することが
可能なのは，地方公共団体の他にな
く，他に競争を許さないため（会計法
第２９条の３第４項）。

5,201,182 5,201,182 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

8
北方四島住民支援事業（患者受入：第３
回目）治療業務

平成27年7月6日 町立中標津病院
北海道標津郡中標津町西１
０条南９－１－１

本件契約は，移送される患者の身体
的負担にかんがみ，適切な治療・診
断を行うことのできる施設及び医師を
擁し，患者の病院までの移送距離が
短いことが必要不可欠である。同病院
は移送時間１時間以内に入院治療が
可能であり，かつ事前に初診診断の
できない入院患者への治療行為を行
うことができることから，他に競争を許
さないため（会計法第２９条の３第４
項）。

3,214,500 3,214,500 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

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



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27年7月1日～9月30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）

9
北方四島住民支援事業（患者受入：第３
回目）治療業務

平成27年7月7日
北海道立子ども総合医
療・療育センター

北海道札幌市手稲区金山一
条１－２４０－６

本件契約は，移送される患者の身体
的負担にかんがみ，適切な治療・診
断を行うことのできる施設及び医師を
擁し，患者の病院までの移送距離が
短いことが必要不可欠である。到着港
から地理的に至便な場所に位置し，
今回受け入れる患者の治療行為を行
うことができる病院は同病院のみであ
り，他に競争を許さないため（会計法
第２９条の３第４項）。

2,885,932 2,885,932 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

10
「外務大臣のＡＳＥＡＮ関連外相会議に
おける同時通訳」業務委嘱

平成27年7月7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）。

2,438,250 2,438,250 100.0% A 通訳 10
アジア大
洋州局

11
「会計手続きシステム改修（予算財源別
執行管理対応）」業務委嘱

平成27年7月10日
新日鉄住金ソリュー
ションズ株式会社

東京都中央区新川２－２０－
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）。

3,294,000 3,294,000 100.0% H
システム
関係

1-4 会計課

12
「領事業務情報システム構築（領事利便
支援システム）の保守付随作業（在外公
館開閉館等の対応改修）」業務委嘱

平成27年7月13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）。

- @526,500他 - H
システム
関係

7 領事局 単価契約

13
「査証事務支援システム（一括受理取込
改修対応）」業務委嘱

平成27年7月15日 株式会社東芝
神奈川県川崎市幸区堀川町
７２－３４

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）。

7,725,000 7,725,000 100.0% H
システム
関係

7 領事局

14
ルクセンブルク首相一行接遇（宿舎等契
約）

平成27年7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）。

1,576,920 1,576,920 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

15
ホンジュラス大統領一行接遇（宿舎等契
約）

平成27年7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）。

1,215,530 1,215,530 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

16
「人事評価機能追加のための管理者評
価集計システムの改修」業務委嘱

平成27年7月16日
新日鉄住金ソリュー
ションズ株式会社

東京都中央区新川２－２０－
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）。

8,802,000 8,802,000 100.0% H
システム
関係

1-2 人事課

17
「公邸用規格食器（和食器：漆器）の修
理」業務委嘱

平成27年7月17日 株式会社山田平安堂
東京都渋谷区猿楽町１８－１
２

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）。

1,040,580 1,040,580 100.0% K 物品製造 1-5
在外公館
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27年7月1日～9月30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）

18
「在イラン日本国大使館基幹通信網アク
セス回線（ＶＳＡＴ）の構築作業」業務委
嘱

平成27年7月21日 ＫＤＤＩ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）。

2,311,000 2,311,000 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

19
「外務大臣のＡＳＥＡＮ関連外相会議出
席に伴うチャーター機運航」業務委嘱

平成27年7月22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２
９条の３第４項）。

28,632,785 28,632,785 100.0% U 輸送 10
アジア大
洋州局

20 イタリア首相一行接遇（宿舎等契約） 平成27年7月30日 株式会社パレスホテル
東京都千代田区丸の内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）。

2,880,240 2,880,240 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

21
「海外安全ホームページ『感染症危険情
報』の危険度レベルの明示に伴う対応」
業務委嘱

平成27年8月6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）。

3,628,800 3,628,800 100.0% H
システム
関係

7 領事局

22
「在外公館向け公邸用規格食器（漆器）
の修理」業務委嘱

平成27年8月7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、修理が可能な業者は、食器
の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）。

1,929,744 1,929,744 100.0% J
その他業
務委嘱

1-5
在外公館
課

23
「外交行嚢用封緘具の製造及び納入」
契約

平成27年8月10日 株式会社フォーサイト
東京都中央区八丁堀４－１０
－８

現に履行中の契約に直接関連する契
約であって、当該契約者以外に履行さ
せることが不利であるため（会計法第
２９条の３第４項）。

13,996,800 13,996,800 100.0% K 物品製造 1-3
情報通信
課

24 電源ケーブル配線等工事 平成27年8月10日 株式会社日立製作所
東京都江東区新砂１－６－２
７

契約の性質又は目的から特定の者に
よる納入または履行の必要があり、他
に競争を許さないため（会計法第２９
条の３第５項）。

3,991,734 3,991,734 100.0% G
工事・建築
サービス

1-3
情報通信
課

25
「北方四島住民支援事業（患者受入）釧
路受入支援」業務委嘱

平成27年8月10日 根室市役所 北海道根室市常磐町２－２７

本契約は患者の病状から､急遽受入
れが決定されたものであり､人道上
（人命尊重）の理由から緊急に対応す
る必要があったため､契約履行能力を
有する者と判断した契約相手方と契
約したものであり、他に競争を許さな
いため（会計法２９条の３第４項）。

2,641,377 2,641,377 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

26
「北方四島住民支援事業（患者受入）治
療」業務委嘱

平成27年8月10日
総合病院釧路赤十字
病院

北海道釧路市新栄町２１－１
４

本契約は患者の病状から､急遽受入
れが決定されたものであり､人道上
（人命尊重）の理由から緊急に対応す
る必要があったため､契約履行能力を
有する者と判断した契約相手方と契
約したものであり、他に競争を許さな
いため（会計法２９条の３第４項）。

2,385,131 2,385,131 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

14



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27年7月1日～9月30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）

27
「在外公館向け公邸用規格食器（銀器）
の修理」業務委嘱

平成27年8月11日 株式会社オロブラン 東京都北区田端１－１７－１

本件の規格食器は一般的には流通し
ておらず、修理が可能な業者は、食器
の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）。

1,872,828 1,872,828 100.0% J
その他業
務委嘱

1-5
在外公館
課

28
「北方四島住民支援事業（患者受入：第
４回目）治療」業務委嘱

平成27年8月11日
北海道立子ども総合医
療・療育センター

北海道札幌市手稲区金山一
条１－２４０－６

本件契約は、移送される患者の身体
的負担にかんがみ、適切な治療・診
断を行うことのできる施設及び医師を
擁し、患者の病院までの移送距離が
短いことが必要不可欠である。到着港
から地理的に至便な場所に位置し，
今回受け入れる患者の治療行為を行
うことができる病院は同病院のみであ
り，他に競争を許さないため（会計法
第２９条の３第４項）。

1,516,289 1,516,289 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

29
「在外公館用読売新聞電子版・読売新
聞欧州国際版」購読契約

平成27年8月11日
読売新聞東京本社販
売局

東京都千代田区大手町１－
７－１

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）。

- @1,620 - L 物品購入 1-5
在外公館
課

単価契約

30
「北方四島住民支援事業（患者受入：第
４回目）治療」業務委嘱

平成27年8月14日 市立根室病院 北海道根室市有磯町１－２

本件契約は、移送される患者の身体
的負担にかんがみ、適切な治療・診
断を行うことのできる施設及び医師を
擁し、患者の病院までの移送距離が
短いことが必要不可欠である。同病院
は移動時間１時間以内に入院治療が
可能であり、かつ事前に初診診断の
できない入院患者への治療行為を行
うことができることから、他に競争を許
さないため（会計法第２９条の３第４
項）。

6,434,906 6,434,906 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

31
「北方四島住民支援事業（患者受入：第
４回目）受入支援及び啓発」業務委嘱

平成27年8月14日 根室市役所 北海道根室市常磐町２－２７

四島住民に真に必要な支援を実施
し、領土問題の啓発を行いながら我が
国に対する信頼感を高め、平和条約
締結交渉の環境整備に資することが
可能なのは、地方公共団体の他にな
く、他に競争を許さないため（会計法
第２９条の３第４項）。

3,575,132 3,575,132 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

32
南アフリカ副大統領一行接遇（宿舎等契
約）

平成27年8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）。

2,152,680 2,152,680 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

33 空調機器修理工事 平成27年8月20日
日立アプライアンス株
式会社

東京都江東区東陽５－２９－
１７

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）。

2,960,301 2,960,301 100.0% G
工事・建築
サービス

1-3
情報通信
課

34
「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27年8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）。

17,430,192 17,430,192 100.0% D
事業実施・
会議運営

7 領事局

35
「在留届電子届出システム及び外務省
海外旅行登録『たびレジ』の改修」業務
委嘱

平成27年9月1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）。

14,904,000 14,904,000 100.0% H
システム
関係

7 領事局

15



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27年7月1日～9月30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）

36
「政府共通プラットフォーム移行に基づく
図書館業務管理システム改修作業」業
務委嘱

平成27年9月1日 株式会社ハザン商会
東京都中央区日本橋３－１２
－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）。

12,981,600 12,981,600 100.0% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房

37
「『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27年9月3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）。

2,600,000 2,600,000 100.0% D
事業実施・
会議運営

1-2 人事課

38
国連総会関連会合における同時通訳」
業務委嘱

平成27年9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

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）。

12,771,800 12,771,800 100.0% A 通訳 2
総合外交
政策局

39
「外交史料館所蔵史料等の脱酸処理作
業」業務委嘱

平成27年9月7日
株式会社プリザべー
ション・テクノロジーズ・
ジャパン

埼玉県さいたま市中央区阿
弥７－３－２３

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）。

1,295,157 1,295,157 100.0% J
その他業
務委嘱

1-8
その他大
臣官房

40
「情報セキュリティ対策自己点検サーバ
の保守・改修」業務委嘱

平成27年9月7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）。

7,992,000 7,992,000 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

41

「領事業務情報システム改修（公用・外
交旅券用ダウンロード請求書開発・法務
省連携対応・統計データ利活用）」業務
委嘱

平成27年9月9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）。

33,394,032 33,394,032 100.0% H
システム
関係

7 領事局

42
「アジア・紛争下での女性尊厳事業（韓
国第２回目）」業務委嘱

平成27年9月10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）。

1,277,602 1,277,602 100.0% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

43
北方四島住民支援事業（患者受入：第５
回目）受入支援及び啓発業務

平成27年9月11日 中標津町役場
北海道標津郡中標津町丸山
２－２２

四島住民に真に必要な支援を実施
し、領土問題の啓発を行いながら我が
国に対する信頼感を高め、平和条約
締結交渉の環境整備に資することが
可能なのは、地方公共団体の他にな
く、他に競争を許さないため（会計法
第２９条の３第４項）。

2,573,748 2,573,748 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

16



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27年7月1日～9月30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
北方四島住民支援事業（患者受入：第５
回目）治療業務

平成27年9月11日 町立中標津病院
北海道標津郡中標津町西１
０条南９－１－１

本件契約は、移送される患者の身体
的負担にかんがみ、適切な治療・診
断を行うことのできる施設及び医師を
擁し、患者の病院までの移送距離が
短いことが必要不可欠である。同病院
は移送時間１時間以内に入院治療が
可能であり、かつ事前に初診診断の
できない入院患者への治療行為を行
うことができることから、他に競争を許
さないため（会計法第２９条の３第４
項）。

1,203,255 1,203,255 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

45
「外務大臣のロシア訪問時における日
露通訳」業務委嘱

平成27年9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）。

1,464,000 1,464,000 100.0% A 通訳 13 欧州局

46
「パーソナルコンピュータ等賃貸借及び
保守一式（再リース）」業務委嘱

平成27年9月15日
①ＫＤＤＩ株式会社
②ＮＴＴファイナンス株
式会社

①東京都千代田区大手町１
－８－１
②東京都港区芝浦１－２－１

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）。

6,904,318 6,904,318 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

47
「領事業務情報システム（査証システ
ム）移行関連作業」業務委嘱

平成27年9月16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
本契約の相手の他になく，他に競争を
許さないため（会計法第２９条の３の
第４項）。

24,261,120 24,261,120 100.0% H
システム
関係

7 領事局

48
「ロシア経済近代化に関する日露経済
諮問会議開催」業務委嘱

平成27年9月18日 飯野海運株式会社
東京都千代田区内幸町２－
１－１

開催場所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より見積を招
請し，最も廉価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）。

1,116,300 1,116,300 100.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

49 スリランカ首相一行接遇（宿舎等契約） 平成27年9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）。

4,521,330 4,521,330 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

50
「総理大臣の中央アジア訪問における
日露同時通訳」業務委嘱

平成27年9月29日 株式会社コングレ
大阪府大阪市中央区淡路町
３－６－１３

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）。

2,308,600 2,308,600 100.0% A 通訳 13 欧州局
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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27年7月1日～9月30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）

51
「国連軍縮フェローシップ計画（本邦研
修事業）」運営業務委嘱

平成27年9月30日
株式会社国際ビジネス
サポート

東京都足立区千住旭町３９
－７

本件については，一般競争入札が不
調となった経緯があるが，再度入札を
実施していては事業の実施の準備期
間が十分に取れず，事業に支障を来
す恐れがあるため，仕様を変更し，緊
急に見積合わせを実施，最も廉価で
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）。

4,800,598 4,800,598 100.0% D
事業実施・
会議運営

3
軍縮不拡
散・科学部

52

「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）の保守付随作業
（在外公館開閉館の対応改修等）」業務
委嘱

平成27年9月30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）。

- @6,250他 - H
システム
関係

7 領事局 単価契約

件数： 52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

385,573,819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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