
別記様式１　   　総括表

入　　札　　方　　式 件　　数 備　　考

・　総契約件数 133 件

（内訳）

①　 一般競争方式（政府調達に関する協定適用対象） 11 件

②　 一般競争方式（①以外） 44 件

③　 指名競争方式 6 件

④ 　企画競争に基づく随意契約方式 18 件

⑤　 公募に基づく随意契約方式 2 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10月1日～12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27年10月1日～12月31日）

1
「在外公館配備用規格食器（クリ
スタルグラス）の製作・納入」業
務委嘱

平成27年10月2日 カガミクリスタル株式会社 茨城県龍ケ崎市向陽台４－５ 1 － @8,000他 - K 物品製造 1-5
在外公館
課

単価契約

2
「プリンタ用トナーカートリッジ」
の購入

平成27年10月6日 株式会社リコー 東京都大田区中馬込１－３－６ 1 － @3,510 - L 物品購入 7 領事局 単価契約

3
「外交記録のマイクロフィルム及
び電子画像データの作成，並び
に目次データの作成」業務委嘱

平成27年10月9日 株式会社インフォマージュ 東京都中央区勝どき２－１８－１ 4 － @60.48他 - J
その他業
務委嘱

1-8
その他大
臣官房

単価契約

4
「在外公館配備用規格食器（銀
器）の製作・納入」業務委嘱

平成27年10月23日 株式会社百夢 東京都台東区柳橋１－１５－２ 1 － @144,000他 - K 物品製造 1-5
在外公館
課

単価契約

5

「伊勢志摩サミット開催に伴う国
際放送センター内マスター・コン
トロール・ルーム内設備」業務委
嘱

平成27年11月17日 株式会社エキスプレス 大阪府箕面市船場東１－１５－３１ 2 172,997,000 18,133,200 10.4% J
その他業
務委嘱

1-8
その他大
臣官房

6
「セキュリティ機能付きＵＳＢメモ
リ等」の購入

平成27年11月30日 株式会社リコー 東京都大田区中馬込１－３－６ 7 43,502,400 31,033,800 71.3% L 物品購入 1-3
情報通信
課

7
「領事業務情報システムに係る
遠隔地データ保管（サービス利
用料）」業務委嘱

平成27年12月3日 富士通株式会社 東京都港区東新橋１－５－２ 1 99,956,299 75,146,400 75.1% H
システム
関係

7 領事局

8 「シュレッダー」の購入 平成27年12月3日 文祥堂商事株式会社 東京都中央区銀座３－４－１２ 3 20,793,240 18,037,080 86.7% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

9
「領事業務情報システムに係る
遠隔地データ保管（初期導入
費）」業務委嘱

平成27年12月3日 富士通株式会社 東京都港区東新橋１－５－２ 1 20,817,000 11,448,000 54.9% H
システム
関係

7 領事局

10
「在外公館パソコン用ソフトウェ
ア」賃貸借保守

平成27年12月14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 2 533,499,120 462,008,448 86.5% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

11
「新音声自動応答システム」賃
貸借保守

平成27年12月15日 株式会社シーイーシー 神奈川県座間市東原５－１－１１ 1 47,681,300 44,955,000 94.2% H
システム
関係

1-1
官房総務
課

契約相手方の名称 契約相手方の住所
（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
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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10月1日～12月31日）

契約相手方の名称 契約相手方の住所
（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

件数： 11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

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

660,761,928円
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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10月1日～12月31日）

1
「国際文化協力室」労働者派遣契
約

平成27年10月1日 株式会社オレンジネット 東京都渋谷区渋谷２－１０－１３ 2 － @1,723 - N 派遣職員 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

単価契約

2
「ＯＤＡ評価ワークショップ」開催
業務委嘱

平成27年10月5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 18,044,284 16,022,297 88.7% D
事業実施・
会議運営

1-8
その他大
臣官房

3
「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27年10月6日 株式会社ＧＲＥＣ
大阪府大阪市中央区法円坂１－
２－７ 1 7,349,553 5,601,960 76.2% B 調査・研究 1-5

在外公館
課

4
「条約集の編集及び印刷・製本」
業務委嘱

平成27年10月7日 株式会社白峰社 東京都豊島区東池袋５－４９－６ 4 7,717,680 6,185,160 80.1% P 印刷・製本 6 国際法局

5
「広報文化外交戦略課」労働者派
遣契約

平成27年10月9日 株式会社クリエイティブ 東京都大田区大森北１－１１－１ 1 － @2,696 - N 派遣職員 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

単価契約

6
「ＯＤＡ評価『債務免除の評価』調
査」業務委嘱

平成27年10月16日 株式会社三菱総合研究所
東京都千代田区永田町２－１０－
３ 1 12,958,905 12,791,070 98.7% B 調査・研究 1-8

その他大
臣官房

7

「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
一式の借り上げ及び既存什器類
等の移設」業務委嘱

平成27年10月16日 広友リース株式会社 東京都港区赤坂１－４－１７ 2 12,643,560 11,880,000 93.9% M 賃貸借 1-4 会計課

8
「広報文化外交戦略課」労働者派
遣契約

平成27年10月21日 株式会社オレンジネット 東京都渋谷区渋谷２－１０－１３ 2 － @2,224 - N 派遣職員 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

単価契約

9
「在外公館美術品の戦略的かつ
有効活用のための調査及び作品
紹介データ作成」業務委嘱

平成27年10月26日 M＆Iアート株式会社 東京都港区赤坂１－１２－３２ 2 4,474,465 3,996,000 89.3% B 調査・研究 1-5
在外公館
課

10
「外交行のう用外袋の製造・納
入」業務委嘱

平成27年10月29日 協立工業株式会社 東京都中央区新富１－１５－７ 2 11,466,360 10,962,000 95.6% K 物品製造 1-3
情報通信
課

11
「給与台帳の外部媒体出入力・検
索システム用機器一式」の購入

平成27年11月2日 富士ゼロックス株式会社 東京都港区六本木３－１－１ 1 4,183,320 4,120,200 98.4% H
システム
関係

1-4 会計課

12
「給与台帳の外部媒体出入力・検
索システム用機器一式の保守」
業務委嘱

平成27年11月2日 富士ゼロックス株式会社 東京都港区六本木３－１－１ 1 243,600 243,600 100.0% H
システム
関係

1-4 会計課

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

13
ＯＤＡ評価「ＯＤＡにおけるＰＤＣＡ
サイクルの評価」委託調査

平成27年11月5日 ＯＰＭＡＣ株式会社
東京都千代田区神田神保町１－
１３ 1 10,539,108 10,252,576 97.2% B 調査・研究 1-8

その他大
臣官房

14
「インマルサット・ＢＧＡＮ型衛星通
信装置用バッテリー」の購入

平成27年11月13日
ＪＳＡＴ　ＭＯＢＩＬＥ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏ
ｎｓ株式会社

東京都港区麻布台１－１１－１０ 2 6,283,440 5,292,000 84.2% L 物品購入 1-3
情報通信
課

15
「査証事務支援システム用バー
コードラベル」の購入

平成27年11月16日 野崎印刷紙業株式会社
京都府京都市北区小山下総町５
４－５

2 3,533,760 2,907,569 82.2% K 物品製造 7 領事局

16
「開発援助調査研究業務（日本の
ＮＧＯの実態調査『ＮＧＯデータ
ブック２０１６』）」業務委嘱

平成27年11月17日
特定非営利活動法人国際協力エヌ
ジーオーセンター

東京都新宿区西早稲田２－３－１
８ 1 4,967,919 4,937,328 99.3% B 調査・研究 5

国際協力
局

17
「地域信頼醸成と海洋法に関する
ＡＲＦセミナー開催」業務委嘱

平成27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 2 1,372,624 1,173,359 85.4% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局

18
「在加日系人リーダー招へいプロ
グラムに係る接遇」業務委嘱

平成27年11月19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 1 2,929,592 2,916,000 99.5% C
招聘・賓客
接遇

11 北米局

19
「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27年11月20日 株式会社マックスパート 東京都中央区晴海３－８－１ 2 1,523,000 1,261,656 82.8% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

1-8
その他大
臣官房

20
「文化交流・海外広報課」労働者
派遣契約

平成27年11月20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 － @1,987 － N 派遣職員 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

単価契約

21
「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11月24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 4,656,960 3,110,400 66.7% L 物品購入 7 領事局

22
「アフガニスタン行革担当大統領
特別代表他１名の本邦招聘」業
務委嘱

平成27年11月24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 1 2,639,857 2,597,076 98.3% C
招聘・賓客
接遇

14
中東アフリ
カ局

23
「在外公館配備用規格食器（洋食
用磁器）の製作・納入」業務委嘱

平成27年11月24日 株式会社ノリタケカンパニーリミテド 東京都港区虎ノ門１－１３－８ 1 － @2,520 － K 物品製造 1-5
在外公館
課

単価契約

24
「文書作成編集システムのアプリ
ケーション」賃貸借契約

平成27年11月25日
①富士テレコム株式会社
②株式会社ＪＥＣＣ

①東京都板橋区板橋１－５３－２
②東京都千代田区丸の内３－４
－１

1 9,278,983 8,006,796 86.2% H
システム
関係

1-1
官房総務
課
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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
「文書作成編集システムのアプリ
ケーション保守」業務委嘱

平成27年11月25日 富士テレコム株式会社 東京都板橋区板橋１－５３－２ 1 37,800 37,800 100.0% H
システム
関係

1-1
官房総務
課

26
「日・インドネシア経済連携協定第
４回合同委員会開催」業務委嘱

平成27年12月1日 藤田観光株式会社 東京都文京区関口２－１０－８ 1 5,576,780 4,998,774 89.6% D
事業実施・
会議運営

4 経済局

本件は，農水省及び経産省と
の共同事業であり，契約金額
は４，９９８，７７４円（内，外務
省負担分は，１，９１３，７２５
円）

27
「海洋安全保障・災害救援能力構
築支援セミナー開催にかかる会
議運営等」業務委嘱

平成27年12月1日 日通旅行株式会社 東京都港区新橋１－５－２ 2 3,397,482 3,251,599 95.7% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局

28
「『外務省関係法令集』の印刷・製
本及び編集・校正」業務委嘱

平成27年12月2日 株式会社アイネット 東京都中央区銀座７－１６－２１ 4 11,336,760 8,532,000 75.2% P 印刷・製本 1-1
官房総務
課

29

「伊勢志摩サミットにおける国際メ
ディアセンター（ＩＭＣ）設営・運営
関連業務の委託先選定にかかる
仕様書付属資料等作成」業務委
嘱

平成27年12月4日 株式会社電通テック 東京都千代田区内幸町１－５－３ 2 45,227,000 874,498 1.9% J
その他業
務委嘱

1-8
その他大
臣官房

30
「『ジャパン・ハウス（仮称）』に関
する建築コンサルタント業務（ロサ
ンゼルス）」業務委嘱

平成27年12月7日 株式会社坂倉建築研究所 東京都港区赤坂９－６－１４ 2 10,185,437 7,946,400 78.0% G
工事・建築
サービス

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

31
「『次世代日系人指導者会議』開
催にかかる招へい」業務委嘱

平成27年12月7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 1 7,124,876 6,194,826 86.9% C
招聘・賓客
接遇

12 中南米局

32
「『ウェブ見まもり面会交流』紹介
動画制作」業務委嘱

平成27年12月9日 インタナショナル映画株式会社
東京都渋谷区神宮前２－３３－１
６

7 3,780,000 1,279,800 33.8% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

7 領事局

33 「ソフトウェア」の購入 平成27年12月10日
株式会社トータル・サポート・システ
ム

茨城県つくば市諏訪Ｃ１９街区６ 2 10,292,400 8,203,680 79.7% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房

34
「日中韓ＦＴＡ交渉会合開催にか
かる準備」業務委嘱

平成27年12月11日
株式会社プリンスホテル
ザ・プリンス箱根芦ノ湖

神奈川県足柄下郡箱根町元箱根
１４４ 1 20,957,200 16,630,496 79.3% 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１６，６３０，４９６円
（内，外務省負担分は，４，２９
５，８３１円）

35
「在外公館配備用規格食器（和食
用磁器）の製作・納入」業務委嘱

平成27年12月14日 株式会社山口陶器店 東京都中央区築地６－２６－３ 1 － @9,000円他 － K 物品製造 1-5
在外公館
課

単価契約

36
「『Ｇ７伊勢志摩進捗報告書（Ｇ７Ｉ
ｓｅ－ｓｈｉｍａ　Ｐｒｏｇｒｅｓｓ　Ｒｅｐｏｒ
ｔ）』作成」業務委嘱

平成27年12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 1 5,655,960 5,442,120 96.2% B 調査・研究 5
国際協力
局

6



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

37
「アジア不拡散協議の開催」業務
委嘱

平成27年12月18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 2 2,091,502 1,964,162 93.9% D
事業実施・
会議運営

3
軍縮不拡
散・科学部

38
「在外公館配備用規格食器（漆
器）の製作・納入」業務委嘱

平成27年12月18日 株式会社山口陶器店 東京都中央区築地６－２６－３ 1 － @69,345円他 － K 物品製造 1-5
在外公館
課

単価契約

39
「伊勢志摩サミットに必要な施設
整備のための調査等」業務委嘱

平成27年12月21日 株式会社山下設計
東京都中央区日本橋小網町６－
１ 1 17,912,880 17,604,000 98.2% B 調査・研究 1-8

その他大
臣官房

40
「『ジャパン・ハウス（仮称）』に関
する建築コンサルタント業務（サン
パウロ）」業務委嘱

平成27年12月21日
日建設計コンストラクション・マネジメ
ント株式会社

東京都文京区後楽１－４－２７ 2 15,111,196 10,584,000 70.0% G
工事・建築
サービス

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

41
「『国際原子力協力室が主催する
国際会議』の開催」業務委嘱

平成27年12月22日 イディオリンク株式会社
東京都千代田区永田町１－１１－
２８ 1 5,225,369 4,691,738 89.7% D

事業実施・
会議運営

3
軍縮不拡
散・科学部

42 「ＬＡＮケーブルテスター」の購入 平成27年12月22日 株式会社シーズン
東京都江戸川区篠崎町２－３５－
１０

8 2,015,280 1,578,096 78.3% L 物品購入 1-3
情報通信
課

43
「日米硫黄島戦没者合同慰霊追
悼顕彰式チャーター機運行」業務
委嘱

平成27年12月24日 日本航空株式会社 東京都品川区東品川２－４－１１ 2 13,524,300 12,367,080 91.4% U 輸送 11 北米局

44
「『軍備管理軍縮課が主催する国
際会議』開催」業務委嘱

平成27年12月24日 日通旅行株式会社 東京都港区新橋１－５－２ 2 5,354,074 3,731,595 69.6% D
事業実施・
会議運営

3
軍縮不拡
散・科学部

件数： 44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

230,169,711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
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別記様式２ 　（契約一覧）

③ 指名競争方式 （契約期間　平成27年10月1日～12月31日）

1
「海外日系人大会における外務
大臣主催レセプションケータリン
グ」業務委嘱

平成27年10月8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 1,839,000 1,669,680 90.7% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

7 領事局

2

「『地方創生支援・飯倉公館活用
対外発信事業』におけるレセプ
ションケータリングサービス」業
務委嘱

平成27年10月14日 株式会社パレスホテル 東京都千代田区丸の内１－１－１ 2 4,802,399 4,121,280 85.8% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

1-8
その他大
臣官房

3
「外務大臣夫妻主催天皇誕生日
祝賀レセプションにおけるケータ
リング」業務委嘱

平成27年11月20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 3,730,050 3,536,460 94.8% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

1-6 儀典

4
｢在カタール日本国大使館施設
整備工事に係る工事監理｣業務
委嘱

平成27年11月24日
株式会社レーモンド設計事
務所

東京都渋谷区代々木５－５８－１ 2 7,446,454 5,400,000 72.5% G
工事・建築
サービス

1-5
在外公館
課

5

「『地方創生支援・飯倉公館活用
対外発信事業』におけるレセプ
ションケータリングサービス」業
務委嘱

平成27年12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 3 2,897,964 2,046,600 70.6% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

1-8
その他大
臣官房

6
「中南米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27年12月28日 株式会社東京會舘 東京都千代田区丸の内３－２－１ 2 1,463,184 1,053,000 71.9% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

12 中南米局

件数： 6件

契約金額：

主管局課：大臣官房････1-1．官房総務課、1-2．人事課、1-3．情報通信課、1-4．会計課、1-5．在外公館課、1-6．儀典、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

17,827,020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10月1日～12月31日）
備考２

応募者数

1
「飯倉公館活用に関する発
信」業務委嘱

平成27年10月1日 株式会社アサツーディ・ケイ
東京都港区虎ノ門１
－２３－１

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）。

13,150,000 13,150,000 100.0% J
その他業
務委嘱

1-8
その他大
臣官房

2

2

「内外発信のための多層的
ネットワーク構築北米有識
者・地図製作関係者等招
聘・接遇」業務委嘱

平成27年10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）。

- @10,000他 - C
招聘・賓客
接遇

10
アジア大
洋州局

単価契約 1

3
「内外発信のための多層的
ネットワーク構築豪州有識
者招聘・接遇」業務委嘱

平成27年10月7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）。

12,997,314 12,996,269 99.9% C
招聘・賓客
接遇

10
アジア大
洋州局 1

4
「ジャパン・ハウス（仮称）Ｗ
ｅｂサイト基盤の構築及び運
用・保守」業務委嘱

平成27年10月8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）。

94,230,000 91,683,684 97.2% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

5

5

「『内外発信のための多層
的ネットワーク構築事業』：
日欧有識者による非公開セ
ミナー開催」業務委嘱

平成27年10月13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）。

3,000,000 2,760,318 92.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局 1

6

「『ジャパン・ハウス（仮称）
Ｗｅｂサイト基盤の構築及び
運用・保守』にかかるプロ
ジェクト・マネジメント支援」
業務委嘱

平成27年10月15日 日本アイ・ビー・エム株式会社
東京都中央区日本橋
箱崎町１９－２１

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）。

10,961,700 10,951,200 99.9% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

2

7
「日中研究交流支援事業」
業務委嘱

平成27年10月16日 東アジア共同体評議会
東京都港区赤坂２－
１７－１２

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）。

5,750,000 4,412,242 76.7% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局 1

8

「外務省ホームページ（英
語）及び外務省ソーシャルメ
ディア（英語）の運営改善並
びにソーシャルメディアを活
用したコンテンツ拡散支援」
業務委嘱

平成27年10月16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）。

- @661,500 - H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

単価契約 3

9

「内外発信のための多層的
ネットワーク構築事業にお
ける香港・中国・モンゴル地
域有識者招へい接遇」業務
委嘱

平成27年11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

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）。

－ @35,000他 － C
招聘・賓客
接遇

10
アジア大
洋州局

単価契約 2

10

「『国際的な子の奪取の民
事上の側面に関する条約
（ハーグ条約）』に係る当事
者間の二国間共同調停に
関する検討事業」業務委嘱

平成27年11月5日 第一東京弁護士会
東京都千代田区霞が
関１－１－３

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

2,000,000 1,999,200 99.9% J
その他業
務委嘱

7 領事局 1

11
「海外向け支持要請パンフ
レット作成」業務委嘱

平成27年11月17日
株式会社エフビーアイ・コミュ
ニケーションズ

東京都渋谷区神宮前
２－２６－８

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 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10月1日～12月31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）

12
「地方創生支援　飯倉公館
活用対外発信事業」業務委
嘱

平成27年11月20日
株式会社コンベンションリン
ケージ

東京都千代田区三番
町２

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）。

6,575,000 6,565,180 99.8% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

1-8
その他大
臣官房

2

13
「『ジャパン・ハウス（仮称）』
の創設・運営等業務（ロサン
ゼルス）」業務委嘱

平成27年12月7日 株式会社イー・エス・ピー
東京都千代田区神田
錦町１－１４－２

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

3,615,010,000 3,615,008,020 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

14

「外部組織を活用した外国メ
ディアの日本理解促進事業
（国際シンポジウムの開
催）」業務委嘱

平成27年12月7日
特定非営利活動法人言論ＮＰ
Ｏ

東京都中央区日本橋
１－２０－７

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）。

22,000,000 16,755,154 76.1% D
事業実施・
会議運営

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

1

15
「『中国における日本理解促
進のための冊子』の制作」
業務委嘱

平成27年12月10日
株式会社エフビーアイ・コミュ
ニケーションズ

東京都渋谷区神宮前
２－２６－８

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）。

12,225,000 9,729,720 79.5% J
その他業
務委嘱

10
アジア大
洋州局

5

16
「『ジャパン・ハウス（仮称）』
の創設・運営等業務（サン
パウロ）」業務委嘱

平成27年12月16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）。

3,679,720,000 3,677,811,000 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
「パンフレット『主要国首脳
会議（Ｇ７サミット）（仮題）』
の作成」業務委嘱

平成27年12月17日 株式会社時事通信社
東京都中央区銀座５
－１５－８

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）。

4,000,000 3,956,040 98.9% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

10

18
「伊勢志摩サミット公式ホー
ムページに関する企画・制
作」業務委嘱

平成27年12月22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、株式会社電通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）。

58,000,000 57,979,800 99.9% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

4

件数： 18件
契約金額：

主管局課：大臣官房････1-1．官房総務課、1-2．人事課、1-3．情報通信課、1-4．会計課、1-5．在外公館課、1-6．儀典、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

7,525,757,827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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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10月1日～12月31日）
備考２

応募者数

1

「伊勢志摩サミット首脳会議
における国際放送センター
の設置・運営にかかるプラ
ンニング及び事前準備」業
務委嘱

平成27年12月14日 日本放送協会
東京都渋谷区神南２
－２－１

公募を実施した結果，応募が１社のみであり，また，審
査の結果，業務の適正な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）。

58,621,866 58,621,866 100.0% D
事業実施・
会議運営

1-8
その他大
臣官房 1

2

「Ｇ７広島外相会合における
国際放送センターの設置・
運営にかかるプランニング
及び事前準備」業務委嘱

平成27年12月14日 日本放送協会
東京都渋谷区神南２
－２－１

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，
他に競走を許さないため（会計法第２９条の３第４
項）。

5,859,947 5,859,947 100.0% D
事業実施・
会議運営

1-8
その他大
臣官房 1

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

随意契約理由

64,481,813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10月1日～12月31日）

1 「物品管理システム保守」業務委嘱 平成27年10月1日 株式会社リコー
東京都大田区中馬込１－３
－６

現在稼働中のシステムの保守業務を
同システムの開発業者である契約の
相手方に委嘱するものであり，通信に
障害を及ぼすことなく安定運用を確実
に遂行しうる者は他になく，他に競争
を許さないため（会計法第２９条の３
第４項）。

2,310,120 2,310,120 100.0% H
システム
関係

1-4 会計課

2
トルコ大統領一行接遇経費（宿舎等契
約）

平成27年10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）。

1,443,250 1,443,250 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

3
「在パプアニューギニア日本国大使館施
設新営工事にかかる第１回設計変更業
務及び工事契約変更協力」業務委嘱

平成27年10月2日 株式会社日本設計
東京都新宿区西新宿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）。

5,447,347 4,752,000 87.2% G
工事・建築
サービス

1-5
在外公館
課

4 「文書保管用書庫」の購入 平成27年10月5日 株式会社フォーサイト
東京都中央区八丁堀４－１０
－８

特殊の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２９条の３第４項）。

6,400,911 6,400,911 100.0% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

5
「新庁舎１階サーバ室空調室外機修理
工事」業務委嘱

平成27年10月6日
日立アプライアンス株
式会社

東京都港区西新橋２－１５－
１２

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）。

5,288,760 5,288,760 100.0% G
工事・建築
サービス

1-3
情報通信
課

6
「公邸用規格食器（和食器：漆器）の修
理」業務委嘱

平成27年10月7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ず，他
に競争を許さないため（会計法第２９
条の３第４項）。

1,949,940 1,949,940 100.0% K 物品製造 1-5
在外公館
課

7
パプアニューギニア首相一行接遇経費
（宿舎等契約）

平成27年10月9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）。

2,882,859 2,882,859 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

8
「志望学生データベース・システムの移
行及び改修」業務委嘱

平成27年10月15日 株式会社ＣＩＪネクスト 東京都新宿区神楽坂４－８

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）。

1,695,600 1,695,600 100.0% H
システム
関係

1-2 人事課

9
「外務省施設の保安に関する工事」業務
委嘱

平成27年10月15日 株式会社ゼコー
東京都港区麻布台１－１１－
４

本件業務の履行が可能な業者は本シ
ステム全体の設置・管理業者である
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）。

1,568,316 1,568,316 100.0% G
工事・建築
サービス

1-8
その他大
臣官房

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）

⑥ その他の随意契約方式 （契約期間　平成27年10月1日～12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）

10
「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10月16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）。

10,925,120 10,925,120 100.0% T
在外公館
維持管理

7 領事局

11
「外部ＤＮＳサーバのファームウェアアツ
プデート作業」業務委嘱

平成27年10月20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）。

1,347,840 1,347,840 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

12
「総理大臣の記者会見等に伴う同時通
訳」業務委嘱

平成27年10月23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）。

1,294,500 1,294,500 100.0% A 通訳 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

13
「無償資金援助管理システムの改修」業
務委嘱

平成27年10月27日 株式会社日立製作所
東京都品川区南大井６－２３
－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）。

6,933,263 6,933,263 100.0% H
システム
関係

1-4 会計課

14
「次期会計統合システム設計・開発等」
業務委嘱

平成27年10月29日 株式会社日立製作所
東京都品川区南大井６－２３
－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）。

39,225,600 39,225,600 100.0% H
システム
関係

1-4 会計課

15
ウルグアイ大統領一行接遇経費（宿舎
等契約）

平成27年10月29日 株式会社帝国ホテル
東京都千代田区内幸町１－
１－１

賓客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）。

1,807,620 1,807,620 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

16
「伊勢志摩サミット公式Ｗｅｂサイト基盤
構築・運用保守・セキュリティ監視」業務
委嘱

平成27年10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

現行外務省新「統合Ｗｅｂ環境」にお
ける設定作業であるため，業務履行
については，現行外務省新「統合Ｗｅ
ｂ環境」の構築・運用保守・セキュリ
ティ監視業者である業者に委託する。
仮に別業者が請け負うことになった場
合は，業務障害や追加コストが必要
になることが想定され，他に競争を許
さないため（会計法第２９条の３第４
項）。

10,715,760 10,715,760 100.0% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

17
「外務大臣のＡＳＥＭ第１２回会合出席
に伴う日英同時通訳」業務委嘱

平成27年10月30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）。

6,462,000 6,462,000 100.0% 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10月1日～12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）

18
「総理大臣及び岸田外務大臣のＡＰＥＣ
首脳及び閣僚会議他国際会議にかかる
同時通訳」業務委嘱

平成27年11月2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）。

7,743,000 7,743,000 100.0% A 通訳 4 経済局

19
「特定秘密保護法施行に伴う在外公館
文書管理システムの改修」業務委嘱

平成27年11月4日 富士電機株式会社
東京都品川区大崎１－１１－
２

本件プログラムサポートが可能な者は
当該プログラムの製造業者である本
契約の相手方の他になく，他に競争を
許さないため（会計法第２９条の３第４
項）。

2,708,640 2,708,640 100.0% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房

20
「総理大臣のＡＳＥＡＮ関連首脳会議出
席に係るマレーシアへの防弾車の輸
送」業務委嘱

平成27年11月5日
株式会社近鉄エクスプ
レス

東京都港区南２－１５－１

運送又は保管について，特定の業者
に依頼することが効率的であり，他に
競争を許さないため（予算決算及び会
計令第９９条の８）。

4,606,645 4,606,645 100.0% U 輸送 1-6 儀典

21
「障害対応用サーバ等賃貸借・保守一
式（再リース）」業務委嘱

平成27年11月5日

①株式会社富士通エフ
サス
②東京センチュリー
リース株式会社

①東京都中央区銀座７－１６
－１２
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）。

2,131,564 2,131,564 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

22
「経済協力情報管理システムの改修業
務（開発協力白書等の刊行物用データ
出力関連）」業務委嘱

平成27年11月6日 株式会社日立製作所
東京都品川区南大井６－２３
－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）。

8,436,006 8,436,006 100.0% H
システム
関係

5
国際協力
局

23
｢在カタール日本国大使館施設整備工
事に係る設計意図伝達｣業務委嘱 平成27年11月6日 株式会社日建設計

東京都千代田区飯田橋２－
１８－３

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，他に競争をゆる
さないため（会計法第２９条の３第４
項）。

2,163,516 2,145,600 99.1% G
工事・建築
サービス

1-5
在外公館
課

24 「スキャンボックスの修理」業務委嘱 平成27年11月6日 株式会社リコー
東京都大田区中馬込１－３
－６

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）。

1,397,736 1,397,736 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

25
「ＩＥ１１化に伴う回覧物管理システムの
改修」業務委嘱

平成27年11月9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）。

3,207,600 3,207,600 100.0% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房
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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10月1日～12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）

26
「外務省施設の保安に関する機器移設
工事及び保守点検」業務委嘱

平成27年11月9日 株式会社ゼコー
東京都港区麻布台１－１１－
４

本件業務の履行が可能な業者は本シ
ステム全体の設置・管理業者である
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）。

1,471,516 1,471,516 100.0% F
施設維持
管理

1-8
その他大
臣官房

27
「業務系共通プラットフォーム更改に伴う
回覧物管理システムの移行」業務委嘱

平成27年11月9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）。

1,107,000 1,107,000 100.0% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房

28 「一般会計予算書等」の購入 平成27年11月11日
独立行政法人国立印
刷局

東京都港区虎ノ門２－２－５

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）。

1,895,086 1,895,086 100.0% L 物品購入 1-4 会計課

29
「領事業務情報システムの個別システ
ム（査証事務支援システム）のＢＬチェッ
ク改修対応」業務委嘱

平成27年11月12日 沖電気工業株式会社
東京都港区芝浦４－１０－１
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）。

21,219,840 21,219,840 100.0% H
システム
関係

7 領事局

30
「日豪外務・防衛閣僚級協議（「２＋２」）
出席に伴う日英同時通訳」業務委嘱

平成27年11月13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）。

1,041,500 1,041,500 100.0% A 通訳 10
アジア大
洋州局

31
「天皇皇后両陛下のフィリピン御訪問事
前広報用ビデオ制作」業務委嘱

平成27年11月16日 株式会社毎日映画社
東京都千代田区神田駿河台
２－５

本業務の履行が可能な業者は，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）。

1,374,840 1,374,840 100.0% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

1-6 儀典

32
「会議室予約システムＩｎｔｅｒｎｅｔＥｘｐｌｏｒｅ
ｒ１１対応改修」業務委嘱

平成27年11月18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）。

5,567,616 5,567,616 100.0% H
システム
関係

1-1
官房総務
課

33
「総理大臣のＣＯＰ２１（気候変動枠組条
約第２１回締約国会議）出席に伴う同時
通訳」業務委嘱

平成27年11月18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）。

2,053,000 2,053,000 100.0% A 通訳 #N/A #N/A

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10月1日～12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）

34
「総理大臣のＣＯＰ２１出席及びルクセン
ブルク訪問に伴うチャーター機運航」業
務委嘱

平成27年11月19日 全日本空輸株式会社
東京都中央区日本橋２－１４
－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，同種の業
務経験を有する者より見積もりを招請
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）。

26,000,000 26,000,000 100.0% U 輸送 1-6 儀典

35
「文化無償資金協力フォローアップ事業
『タリハ県国立天文台プラネタリウム機
材整備計画』」業務委嘱

平成27年11月19日
株式会社五藤光学研
究所

東京都府中市矢崎町４－１６

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）。

4,743,828 4,743,828 100.0% D
事業実施・
会議運営

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

36 イラク外相一行接遇（宿舎等契約） 平成27年11月19日 株式会社帝国ホテル
東京都千代田区内幸町１－
１－１

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

1,080,640 1,080,640 100.0% C
招聘・賓客
接遇

14
中東アフリ
カ局

37
「ＩＣ旅券用作成機（国内・在外）における
新ＤＳ証明書対応に係る改修」業務委
嘱

平成27年11月25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）。

9,767,898 9,767,898 100.0% H
システム
関係

7 領事局

38 「管理者評価システムの移行」業務委嘱 平成27年11月25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）。

3,974,400 3,974,400 100.0% H
システム
関係

1-2 人事課

39
「総理大臣のインド訪問に伴うチャー
ター機運航」業務委嘱

平成27年11月26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
務経験を有する者より見積もりを招請
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）。

13,500,000 13,500,000 100.0% U 輸送 1-6 儀典

40
「総理大臣のルクセンブルク訪問にかか
る逐次通訳」業務委嘱

平成27年11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）。

1,533,000 1,533,000 100.0% A 通訳 13 欧州局

41
「領事業務情報システム（遠隔地データ
保管サービス開始に伴う統合プラット
フォーム改修）」業務委嘱

平成27年12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）。

17,462,304 17,462,304 100.0% H
システム
関係

7 領事局

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10月1日～12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）

42
「ＷＴＯ閣僚会議（ＭＣ１０）出席に伴う日
英同時通訳」業務委嘱

平成27年12月3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

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，応札可能業
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）。

1,858,000 1,734,000 93.3% A 通訳 4 経済局

43
「新統合Ｗｅｂ環境へのサイト追加対応
作業」業務委嘱

平成27年12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）。

1,776,600 1,776,600 100.0% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

44
「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12月8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）。

12,889,720 12,889,720 100.0% D
事業実施・
会議運営

7 領事局

45
「領事関連データ管理システム（領事利
便支援システムＣＲＵＩＳＥ）のシステム
改修」業務委嘱

平成27年12月11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）。

12,727,368 12,727,368 100.0% H
システム
関係

7 領事局

46
「外務省ホームページ『キッズ外務省』に
おけるスマートフォン・レスポンシブ対応
作業」業務委嘱

平成27年12月14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３
の第４項）。

1,776,600 1,776,600 100.0% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

47
「領事業務情報システムの個別システ
ム（査証事務支援システム）における出
入国履歴検索端末設置」業務委嘱

平成27年12月17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）。

3,841,344 3,841,344 100.0% H
システム
関係

7 領事局

48
「伊勢志摩サミット公式ホームページに
係るコンテンツ掲載」業務委嘱

平成27年12月22日
エヌ・ティー・ティーラー
ニングシステムズ株式
会社

東京都港区港区南麻布１－
６－１５

現に履行中の契約に直接関連するも
のであって，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）。

－ @8,100円他 － H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

単価契約

49
「次期会計統合システムのｅ－ラーニン
グの教材作成」業務委嘱

平成27年12月25日 株式会社日立製作所
東京都品川区南大井６－２３
－１

現に履行中の契約に直接関連するも
のであって，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）。

12,960,000 12,960,000 100.0% H
システム
関係

1-4 会計課

17



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10月1日～12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）

50
「伊勢志摩サミットにおける携帯電話環
境対策」業務委嘱

平成27年12月25日 株式会社ＮＴＴドコモ 東京都港区赤坂２－４－５

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）。

8,520,012 8,520,012 100.0% J
その他業
務委嘱

1-8
その他大
臣官房

51
「外務省海外旅行登録『たびレジ』アプリ
ケーション保守及び運用支援等」業務委
嘱

平成27年12月28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）。

5,076,000 5,076,000 100.0% H
システム
関係

7 領事局

52
「外務大臣による外交政策演説」運営業
務委嘱

平成27年12月28日
公益財団法人日本国
際問題研究所

東京都千代田区霞が関３－
８－１

事業開催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）。

1,738,899 1,738,899 100.0% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局

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

316,213,261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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