
別記様式１　   　総括表

入　　札　　方　　式 件　　数 備　　考

・　総契約件数 147 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） 62 件

③　 指名競争方式 4 件

④ 　企画競争に基づく随意契約方式 9 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 65 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28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28年1月1日～3月31日）

1
「条約テキスト類の印刷・製本」
業務委嘱

平成28年1月15日 昭和情報プロセス株式会社 東京都港区三田５－１４－３ 3 － @1,5他 - K 物品製造 6 国際法局 単価契約

2 「文化啓発用品」購入 平成28年1月19日 株式会社ピークジャパン 東京都港区元赤坂１－３－９ 3 13,285,080 11,869,200 89.3% L 物品購入 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

3 乗用自動車交換購入業務一式 平成28年1月29日 東京トヨタ自動車株式会社 東京都港区三田３－１１－３４ 2 17,508,960 16,252,940 92.8% L 物品購入 1-4 会計課

4 「緊急備蓄品」の購入 平成28年2月19日 株式会社グリーンケミー
東京都世田谷区下馬６－１６－１０
－１０４

2 45,846,726 26,443,983 57.6% L 物品購入 1-5
在外公館
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

　　　　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

54,566,123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
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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28年1月1日～3月31日）

1

「『内外発信のための多層的ネッ
トワーク構築』事業におけるロシ
ア関係有識者の招へい・接遇」業
務委嘱

平成28年1月4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 6,669,542 6,229,284 93.3% C
招聘・賓客
接遇

13 欧州局

2
「ＶＤＴ健康診断及び特別定期健
康診断」業務委嘱

平成28年1月5日 一般財団法人近藤記念医学財団 東京都文京区本郷１－３３－９ 2 － @5,050他 - X
保険・健康
診断

1-8
その他大
臣官房

単価契約

3
「日・バルトセミナー開催」業務委
嘱

平成28年1月8日 株式会社日産社
東京都中央区日本橋小伝馬町１
５－１７

3 3,061,993 2,941,672 96.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

4 「在外公館用金屏風」の購入 平成28年1月8日 カトウ商事株式会社
東京都千代田区神田神保町１－
４８

3 2,756,592 2,160,000 78.3% K 物品製造 1-5
在外公館
課

5
｢日中韓ＦＴＡ交渉首席代表会合
開催に係る準備｣業務委嘱

平成28年1月12日 日通旅行株式会社 東京都港区新橋１－５－２ 2 4,125,693 3,003,809 72.8% 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３，００３，８０９円
（内，外務省負担分は，１，０７
４，４７６円）

6
｢国連フィールド支援局長招へい｣
業務委嘱

平成28年1月14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 2 1,427,536 1,164,138 81.5% C
招聘・賓客
接遇

2
総合外交
政策局

7
「研修所無停電電源装置蓄電池
取替その他工事」業務委嘱

平成28年1月15日 株式会社ホマレ電池
東京都千代田区神田佐久間町３
－２１

2 37,808,671 31,320,000 82.8% G
工事・建築
サービス

1-4 会計課 低入札価格調査済み

8
「パレスチナ開発のための東アジ
ア協力促進会合（ＣＥＡＰＡＤ）開
催」業務委嘱

平成28年1月15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 5,369,615 3,872,508 72.1% D
事業実施・
会議運営

14
中東アフリ
カ局

9
「ハーグ条約専門家招へい」業務
委嘱

平成28年1月15日 株式会社ＩＣＳコンベンションデザイン
東京都千代田区猿楽町１－５－１
８

3 4,845,953 3,564,575 73.5% C
招聘・賓客
接遇

7 領事局

10

「伊勢志摩サミット・広島外相会合
準備事務局用什器類一式の借り
上げ及び既存什器等の移設」業
務委嘱

平成28年1月15日 広友リース株式会社 東京都港区赤坂１－４－１７ 2 2,301,002 1,890,000 82.1% M 賃貸借 1-8
その他大
臣官房

11
「『日本外交文書』の電子データ
原稿作成（テキスト入力）」業務委
嘱

平成28年1月15日 福田事務所 東京都港区芝浦３－１２－５ 3 1,770,336 1,296,000 73.2% J
その他業
務委嘱

1-8
その他大
臣官房

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）
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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28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 乗用自動車交換購入業務一式 平成28年1月19日 本田技研工業株式会社 東京都港区南青山２－１－１ 2 8,064,360 7,384,405 91.5% L 物品購入 1-4 会計課

13 「ＩＣ旅券用手動ＶＯＩＤ機」の購入 平成28年1月19日 文祥堂商事株式会社 東京都中央区銀座３－４－１２ 1 4,752,000 4,704,480 99.0% L 物品購入 7 領事局

14
「四島交流代表者間協議（於：ユ
ジノサハリンスク）」業務委嘱

平成28年1月19日 株式会社ノマド
北海道札幌市中央区南二条西６
－８ 1 5,145,426 3,989,602 77.5% D

事業実施・
会議運営

13 欧州局

15

「『内外発信のための多層的ネッ
トワーク構築』事業における南部
アジア有識者の招へい・接遇」業
務委嘱

平成28年1月21日 株式会社日本旅行 東京都中央区日本橋１－１９－１ 4 17,042,322 15,085,428 88.5% C
招聘・賓客
接遇

10
アジア大
洋州局

16
「アフリカ地域におけるテロ対策
協力セミナー開催」業務委嘱

平成28年1月21日 株式会社トップ・スタッフ 東京都渋谷区桜丘町１８－４ 3 7,204,689 6,367,182 88.3% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局

17
「海洋法に関する国際シンポジウ
ム開催」業務委嘱

平成28年1月21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 4 3,668,969 3,236,927 88.2% D
事業実施・
会議運営

6 国際法局

18
「われらの北方領土２０１５年版」
印刷・製本及び発送業務委嘱

平成28年1月21日 敷島印刷株式会社 熊本県宇城市松橋町豊崎１９５９ 3 2,721,600 2,467,238 90.6% P 印刷・製本 13 欧州局

19
「『気候変動に対する更なる行動
に関する非公式会合』開催」業務
委嘱

平成28年1月22日 株式会社ステージ 東京都豊島区高松１－１－１１ 3 3,244,794 3,108,699 95.8% D
事業実施・
会議運営

5
国際協力
局

20
「在外公館医務官室用初度備品」
の購入

平成28年1月25日 松吉医科器械株式会社 東京都文京区湯島３－１４－９ 3 6,383,880 6,189,369 96.9% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

21
「『日本外交文書』原稿の校正作
業」業務委嘱

平成28年1月26日 合同会社Ｓｗｉｆｔｌｙ 東京都港区南麻布２－９－１８ 2 1,898,000 1,503,360 79.2% J
その他業
務委嘱

1-8
その他大
臣官房

22 「Ｘ線検査装置」購入 平成28年1月28日 イービストレード株式会社 東京都千代田区神田錦町２－２ 3 5,832,000 3,229,200 55.3% L 物品購入 1-3
情報通信
課

23
「外交史料館保有特定歴史公文
書等の移動」業務委嘱

平成28年1月28日 中越運送株式会社
新潟県新潟市中央区美咲町１－
２３－２６

4 1,368,630 1,043,280 76.2% J
その他業
務委嘱

1-8
その他大
臣官房
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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28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）

24
｢ロシア公務員養成講座・訪日研
修（検疫）開催｣業務委嘱

平成28年1月29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
－５０１

2 16,066,050 9,950,556 61.9% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

25
｢経済協力に関する『有償資金協
力事業のための新たな支援ツー
ル』｣委託調査

平成28年1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 7,494,820 7,476,840 99.7% B 調査・研究 5

国際協力
局

26
「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28年1月29日 株式会社トップ・スタッフ 東京都渋谷区桜丘町１８－４ 1 3,381,231 3,135,394 92.7% D
事業実施・
会議運営

11 北米局

27
｢全国市町村要覧及び公職選挙
法令集｣の購入

平成28年1月29日 有限会社中村書店 埼玉県川口市芝中田１－９－８ 1 2,311,200 2,288,261 99.0% L 物品購入 7 領事局

28
「研修所ボイラー取替工事」業務
委嘱

平成28年2月1日 国際ビルサービス株式会社
神奈川県横浜市港北区新横浜２
－５－１

2 10,630,945 10,346,400 97.3% G
工事・建築
サービス

1-4 会計課

29
「自動血球計数装置及び心電図
解析装置」の購入

平成28年2月2日 フクダ電子東京販売株式会社 東京都台東区池之端２－１－１１ 1 6,966,000 4,698,000 67.4% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

30
「外務省研修所大教室及び会議
室用椅子」の購入

平成28年2月4日 広友サービス株式会社 東京都港区赤坂１－４－１７ 2 4,216,320 4,093,200 97.0% L 物品購入 9 研修所

31
「東南アジアにおける国際テロ対
策に関するワークショップ」開催業
務委嘱

平成28年2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 4 4,807,845 4,081,426 84.8% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局

32
「外国人の受入れと社会統合の
ための国際ワークショップ」開催
業務委嘱

平成28年2月4日 株式会社日産社
東京都中央区日本橋小伝馬町１
５－１７

4 2,819,174 2,309,074 81.9% D
事業実施・
会議運営

7 領事局

33
「中東第二課が主催する招聘事
業に係る都内宿泊等提供」業務
委嘱

平成28年2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 2 1,946,192 1,061,320 54.5% C
招聘・賓客
接遇

14
中東アフリ
カ局

34 「シュレッダー」の購入 平成28年2月5日 文祥堂商事株式会社 東京都中央区銀座３－４－１２ 2 7,188,480 6,342,300 88.2% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

35
「超音波画像診断装置一式」の購
入

平成28年2月8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 6,399,000 4,212,000 65.8% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

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28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）

36
「旅券用電子タイプライター」の購
入

平成28年2月9日 ひかり事務機株式会社 東京都千代田区神田岩本町１ 1 5,730,480 5,730,480 100.0% L 物品購入 7 領事局

37
「対外発信強化のための中南米
日系人招へい（第２グループ）に
係る接遇等」業務委嘱

平成28年2月9日 株式会社メディアアトリエ 東京都渋谷区渋谷３－１－１０ 3 6,570,718 4,716,667 71.7% C
招聘・賓客
接遇

12 中南米局

38
「『中央アジア＋日本』対話第８回
東京対話における会議運営等」
業務委嘱

平成28年2月9日 株式会社エモック・エンタープライズ 東京都港区西新橋１－１９－３ 3 1,583,364 1,457,794 92.0% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

39
「『外交青書（閣議版及び市販
版）』印刷製本等」業務委嘱

平成28年2月12日 日経印刷株式会社
東京都千代田区飯田橋２－１６－
２

2 7,453,998 5,871,312 78.7% P 印刷・製本 2
総合外交
政策局

40 「モバイルプリンタ一式」の購入 平成28年2月15日 広友サービス株式会社 東京都港区赤坂１－４－１７ 2 2,569,320 2,093,904 81.4% L 物品購入 1-3
情報通信
課

41
「在外公館医務官室用執務参考
図書」の購入

平成28年2月16日 株式会社三省堂書店
東京都千代田区神田神保町１－
１

3 1,964,520 1,763,020 89.7% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

42
「南・中央庁舎トイレ，北庁舎５１５
号室他改修工事」業務委嘱

平成28年2月17日 株式会社サンクス 東京都江東区亀戸６－４２－７ 1 32,940,000 32,076,000 97.3% G
工事・建築
サービス

1-4 会計課

43
「外務省歯科診療所の備品」の購
入

平成28年2月17日 株式会社ヨシダタロウ 東京都台東区池之端４－１０－８ 2 12,960,000 11,691,388 90.2% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

44
「在外公館医務官室用初度備品」
の購入

平成28年2月17日 松吉医科器械株式会社 東京都文京区湯島３－１４－９ 3 6,821,280 6,558,222 96.1% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

45
「自動血球計数装置及び心電図
解析装置」の購入

平成28年2月17日 フクダ電子東京販売株式会社 東京都台東区池之端２－１－１１ 2 5,086,800 2,916,000 57.3% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

46
「超音波画像診断装置一式」の購
入

平成28年2月18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 2,754,000 2,106,000 76.4% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

47
「文書作成編集システム一式」賃
貸借契約

平成28年2月19日 リコーリース株式会社 東京都江東区東雲１－７－１２ 2 7,164,236 6,998,670 97.6% H
システム
関係

1-1
官房総務
課

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28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）

48
「軍備管理軍縮課が主催する国
際会議開催」業務委嘱

平成28年2月19日
株式会社イー・シー・インターナショナ
ル

東京都渋谷区広尾１－１１－２ 3 2,828,000 1,299,914 45.9% D
事業実施・
会議運営

3
軍縮不拡
散・科学部

49
「パプアニューギニア軍楽隊楽器
整備計画の事前調査」業務委嘱

平成28年2月23日 財団法人日本国際協力システム 東京都新宿区富久町１０－５ 1 8,565,696 7,502,000 87.5% B 調査・研究 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

50
「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28年2月23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 3 6,495,742 2,774,040 42.7% D
事業実施・
会議運営

13 欧州局

51 「ＳＴＰケーブル」の購入 平成28年2月23日 株式会社シーズン
東京都江戸川区篠崎町２－３５－
１０

4 4,706,640 1,602,720 34.0% L 物品購入 1-3
情報通信
課

52
「Ｇ７平和維持・平和構築専門家
会合会議会場及び宿舎提供」業
務委嘱

平成28年2月24日 株式会社帝国ホテル 東京都千代田区内幸町１－１－１ 2 3,076,992 1,820,199 59.1% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局

53 「ＬＡＮ運用物品等」の購入 平成28年2月25日 株式会社フォーサイト 東京都中央区八丁堀４－１０－８ 3 2,678,756 1,967,868 73.4% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

54
「『ジャパン・ハウス（仮称）』に関
する建築コンサルタント業務（ロン
ドン）」業務委嘱

平成28年3月1日 株式会社坂倉建築研究所 東京都港区赤坂９－６－１４ 2 14,963,351 12,229,200 81.7% G
工事・建築
サービス

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

55 「地図データ」の購入 平成28年3月3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 8,038,440 8,035,200 99.9% L 物品購入 8

国際情報
統括官

56
「中堅・中小企業の海外展開推進
セミナー開催」業務委嘱

平成28年3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 1 4,324,093 3,930,137 90.8% D
事業実施・
会議運営

4 経済局

57 「守衛室用更衣ロッカーの購入」 平成28年3月3日 株式会社フォーサイト 東京都中央区八丁堀４－１０－８ 2 2,361,960 2,278,800 96.4% L 物品購入 1-4 会計課

58 「生化学検査システム」の購入 平成28年3月7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 7,581,600 7,581,600 100.0% L 物品購入 1-8
その他大
臣官房

59
「ＮＧＯ主催『Ｃｉｖｉｌ　Ｇ７対話』出席
者接遇支援及び会議運営支援」
業務委嘱

平成28年3月11日 株式会社日本旅行 東京都港区虎ノ門３－１８－１９ 5 11,556,000 7,989,167 69.1% D
事業実施・
会議運営

1-8
その他大
臣官房

7



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28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）

60
「Ｇ７平和維持・平和構築専門家
会合会議運営」業務委嘱

平成28年3月15日 東武トップツアーズ株式会社 東京都墨田区押上１－１－２ 6 7,243,808 6,242,664 86.1% D
事業実施・
会議運営

2
総合外交
政策局

61
「日・シンガポール経済連携協定
総括委員会開催に係る準備」業
務委嘱

平成28年3月15日 藤田観光株式会社 東京都文京区関口２－１０－８ 2 4,158,110 3,093,734 74.4% 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３，０９３，７３４円
（内，外務省負担分は，９６８，
１３５円）

62
「邦人短期渡航者用緊急備蓄品」
の購入

平成28年3月16日 船山株式会社 新潟県長岡市稲保４－７１３－２ 3 3,512,160 1,475,884 42.0% L 物品購入 7 領事局

件数： 62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

329,548,511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

8



別記様式２ 　（契約一覧）

③ 指名競争方式 （契約期間　平成28年1月1日～3月31日）

1

「国連総会決議『世界津波の日』
採択に際する外務大臣主催レセ
プションケータリングサービス」
業務委嘱

平成28年1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 2,417,040 1,909,872 79.0% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

5
国際協力
局

2
「在外公館施設の長期修繕計画
策定等調査（追加調査）」業務委
嘱

平成28年1月28日 株式会社日本設計 東京都新宿区西新宿２－１－１ 3 10,531,302 7,878,600 74.8% B 調査・研究 1-5
在外公館
課

3
「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28年2月12日 株式会社東京會舘 東京都千代田区丸の内３－２－１ 2 1,584,612 1,244,052 78.5% E
レセプショ
ン・ケータ
リング

10
アジア大
洋州局

4
「伊勢志摩サミット及びＧ７広島
外相会合における同時通訳手
配及びコーディネート」業務委嘱

平成28年2月22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 4 53,902,000 6,000,000 11.1% A 通訳 1-8
その他大
臣官房

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

　　　　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

応札者数

17,032,524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

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28年1月1日～3月31日）
備考２

応募者数

1
｢ジャパン・ハウス（仮称）の
ティザーサイトの広報戦略
方針の構築｣業務委嘱

平成28年1月25日
株式会社日経ビーピーコンサ
ルティング

東京都港区白金１－
１７－３

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るため（会計法第２
９条の３第４項）。

7,758,000 7,588,620 97.8% J
その他業
務委嘱

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

3

2
「海外安全ホームページ掲
載用の動画コンテンツ制作」
業務委嘱

平成28年2月8日 株式会社ダイナモ
東京都港区赤坂７－
６－３８

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）。

2,250,000 2,160,000 96.0% H
システム
関係

7 領事局 7

3

「伊勢志摩サミット開催にか
かる会場等の設営及び配
偶者プログラムを含めた行
事」業務委嘱

平成28年2月22日 株式会社コングレ
大阪府大阪市中央区
淡路町３－６－１３

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）。

350,751,000 346,253,292 98.7% D
事業実施・
会議運営

1-8
その他大
臣官房

5

4
「『ジュニア・サミットｉｎ三重』
事業実施」業務委嘱

平成28年2月22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）。

8,800,000 6,517,368 74.0% D
事業実施・
会議運営

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

3

5
「伊勢志摩サミットにおける
国際メディアセンター設営及
び運営」業務委嘱

平成28年2月24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）。

285,642,000 285,639,156 99.9% D
事業実施・
会議運営

1-8
その他大
臣官房

2

6
「日中相互理解訪日団事
業」業務委嘱

平成28年2月24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）。

18,430,000 16,982,000 92.1% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

2

7
「『ジャパン・ハウス（仮称）』
の創設・運営等業務（ロンド
ン）」業務委嘱

平成28年2月29日
ジョーンズラングラサール株式
会社

東京都千代田区永田
町２－１３－１０

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）。

5,488,956,000 5,488,897,966 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

8
「『ジャパン・ハウス（仮称）』
の対外発表イベント実施・運
営」業務委嘱

平成28年2月29日
株式会社電通パブリックリレー
ションズ

東京都中央区築地５
－６－４

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）。

12,203,730 12,200,760 99.9% D
事業実施・
会議運営

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

4

9

「日本事情発信ウェブサイト
『Ｗｅｂ　Ｊａｐａｎ』内サブサイ
トのコンテンツ制作」業務委
嘱

平成28年3月4日
株式会社ゼップコーポレーショ
ン

東京都渋谷区代々木
４－１５－６

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）。

9,777,000 9,774,000 99.9% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

2

件数： 9件
契約金額：

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

随意契約理由

6,176,013,162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
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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28年1月1日～3月31日）
備考２

応募者数

1
「『外務省経済局政策課主
催国際会議』開催会場及び
宿舎提供」業務委嘱

平成28年1月22日 藤田観光株式会社
東京都文京区関口２
－１０－８

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，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）。

2,263,560 2,263,560 100.0% D
事業実施・
会議運営

4 経済局 1

2
「伊勢志摩サミットにおける
電気通信基盤及び映像伝
送設備を確保」業務委嘱

平成28年2月8日
西日本電信電話株式
会社

大阪府大阪市中央区
馬場町３－１５

公募を実施した結果，応募が１者のみであり，また審
査の結果，業務の適正な遂行が認められ，他に競争
を許さないため（会計法第２９条の３第４項）。

2,552,729,936 2,552,729,936 100.0% D
事業実施・
会議運営

1-8
その他大
臣官房 1

3
「外務省経済局政策課主催
国際会議」会場借上契約

平成28年2月23日
株式会社近鉄・都ホ
テルズ

大阪府大阪市天王寺
区上本町６－１－５５

公募を実施した結果，応募が１者のみであり，また審
査の結果，業務の適正な遂行が認められ，他に競争
を許さないため（会計法第２９条の３第４項）。

1,000,058 1,000,058 100.0% D
事業実施・
会議運営

4 経済局 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

　　　　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

随意契約理由

2,555,993,554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
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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28年1月1日～3月31日）

1
｢広報文化外交戦略課における労働者
派遣｣業務委嘱

平成28年1月4日 株式会社ＡＡＡ
東京都町田市原町田６－１８
－１３

再度の入札をもってしても落札者がな
かったため，最も廉価であった入札者
である同社に対し予定価格の範囲内
で交渉をしており，他に競争を許さな
いため（予算決算及び会計令第９９条
の２）。

－ @2,160 - N 派遣職員 1-7
外務報道
官・広報文
化組織

2
「物品管理システム及び現地職員管理
システム業務系共通プラットフォームへ
の移行作業」業務委嘱

平成28年1月7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）。

14,474,527 14,474,527 100.0% H
システム
関係

1-5
在外公館
課

3
｢在ナイジェリア大使館基幹通信網アク
セス回線（ＶＳＡＴ）用ＴＤＭ回線の撤去
作業｣業務委嘱

平成28年1月8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）。

1,746,640 1,746,640 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

4
「外務省海外旅行登録『たびレジ』及び
在留届電子届出システムの改修」業務
委嘱

平成28年1月12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）。

8,067,600 8,067,600 100.0% H
システム
関係

7 領事局

5
文化無償資金協力フォローアップ事業
「国立音楽学校に対する楽器の供与」業
務委嘱

平成28年1月12日 ヤマハ株式会社
静岡県浜松市中区中沢町１
０－１

本件保守用部品の提供が可能な業者
は、当該機器の製造業者である本契
約の相手方の他になく、他に競争を許
さないため（会計法第２９条の３第４
項）。

1,910,755 1,910,755 100.0% D
事業実施・
会議運営

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

6
「『領政パソコン』のバージョンアップ対
応支援」業務委嘱

平成28年1月13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）。

5,645,376 5,645,376 100.0% H
システム
関係

7 領事局

7
｢ＷＴＯ非公式閣僚会合に係る同時通
訳｣業務委嘱

平成28年1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

会議出席者が直前に追加となったた
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）。

1,260,000 1,260,000 100.0% A 通訳 4 経済局

8
｢新統合Ｗｅｂ環境の情報セキュリティ対
策強化｣業務委嘱

平成28年1月20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）。

6,264,000 6,264,000 100.0% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

9
｢情報防護対策ｅラーニング用教材作
成｣業務委嘱

平成28年1月21日 株式会社リコー
東京都大田区中馬込１－３
－６

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ため（会計法第
２９条の３第４項）。

1,861,596 1,861,596 100.0% H
システム
関係

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）
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
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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28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
「ワン・ワールド・フェスティバルにおける
外務省主催トークセッション等の開催」
業務委嘱

平成28年1月21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）。

1,602,475 1,602,475 100.0% D
事業実施・
会議運営

5
国際協力
局

11
「外務省出退表示システムの政府共通
プラットフォームへの移行作業」業務委
嘱

平成28年1月26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ないた
め（会計法第２９条の３第４項）。

1,639,440 1,639,440 100.0% H
システム
関係

1-1
官房総務
課

12
｢外務省ホームページ内『条約データ検
索』のコンテンツ掲載・更新等｣業務委嘱

平成28年1月27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）。

3,063,376 3,063,376 100.0% H
システム
関係

6 国際法局

13
｢外務省情報ネットワークシステム刷新
に伴う『人事給与等業務システム』接続
作業｣業務委嘱

平成28年1月28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）。

3,196,206 3,196,206 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

14
｢オンライン安否照会・情報共有システ
ムの脆弱性対策の実施｣業務委嘱

平成28年1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

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）。

2,160,000 2,160,000 100.0% H
システム
関係

7 領事局

15
｢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２回設計変更業
務及び工事契約変更協力｣業務委嘱

平成28年2月1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）。

9,088,502 9,072,000 99.8% G
工事・建築
サービス

1-5
在外公館
課

16
「在ミクロネシア大使館基幹通信網アク
セス回線（ＶＳＡＴ）の移設作業」業務委
嘱

平成28年2月1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）

7,440,700 7,440,700 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

17
｢在ベナン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28年2月1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）。

6,280,347 6,238,124 99.3% G
工事・建築
サービス

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28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

18
「外務省施設の保安に関する工事及び
保守点検」業務委嘱

平成28年2月1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装
置の設置・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）。

4,337,068 4,337,068 100.0% F
施設維持
管理

1-8
その他大
臣官房

19
「経済連携協定の経済効果分析のため
のデータ整備等に関する予備調査」業
務委嘱

平成28年2月5日
国立大学法人政策研
究大学院大学

東京都港区六本木７－２２－
１

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）。

4,902,120 4,902,120 100.0% B 調査・研究 4 経済局

20
「外務大臣のカナダ訪問に伴う日加外
相共同記者会見及び夕食会出席に伴う
同時通訳」業務委嘱

平成28年2月5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（会
計法第２９条の３第４項）。

1,404,000 1,404,000 100.0% A 通訳 11 北米局

21
「ジャパン・ハウス（仮称）Ｗｅｂサイト基
盤の運用・保守」業務委嘱

平成28年2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

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 - H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

22
「外務大臣のカナダ訪問に伴うチャー
ター機運航」業務委嘱

平成28年2月8日 株式会社Ｊｅｔ Ｔｅａｍ
東京都中央区日本橋小舟町
４－６

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）。

45,930,000 45,930,000 100.0% U 輸送 11 北米局

23
「アジア・紛争下での女性尊厳事業（韓
国第３回目）」業務委嘱

平成28年2月8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）。

1,552,759 1,552,759 100.0% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

24
「リバースプロキシサーバー等設定変更
作業」業務委嘱

平成28年2月12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）。

2,788,992 2,788,992 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

25
パレスチナ大統領一行接遇経費（宿舎
等契約）

平成28年2月12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）。

2,217,540 2,217,540 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

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28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

26
「新統合ウェブ環境の情報セキュリティ
対策強化（アカマイ・クライアント・レピュ
テーション導入）」業務委嘱

平成28年2月17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）。

6,307,200 6,307,200 100.0% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

27
「ＩＣＡＯ　ＰＫＤ登録システムのアプリ
ケーション改修」業務委嘱

平成28年2月19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）。

5,851,440 5,851,440 100.0% H
システム
関係

7 領事局

28
エジプト大統領一行接遇経費（宿舎等
契約）

平成28年2月23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）。

4,093,240 4,093,240 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

29
「在米日系人リーダー招へいプログラム
事業」業務委嘱

平成28年2月26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

当初，一般競争入札による契約相手
選定のため入札・開札を行ったが不
調となり，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）。

5,866,994 5,842,317 99.5% C
招聘・賓客
接遇

11 北米局

30
「伊勢志摩サミットの国際メディアセン
ター（ＩＭＣ）設置に伴う三重県営サンア
リーナ」の借上契約

平成28年3月1日
株式会社スコルチャ三
重

三重県伊勢市朝熊町字鴨谷
４３８３－４

本サービスの提供が可能な業者は，
本契約の相手方以外になく，他に競
争を許さないため（会計法第２９条の
３第４項）。

4,388,616 4,388,616 100.0% D
事業実施・
会議運営

1-8
その他大
臣官房

31
「伊勢志摩サミット及びＧ７広島外相会
合における日英同時通訳」業務委嘱

平成28年3月1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，発言者特有の言い回
しや用語に習熟し，発言者自身の希
望に適し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）。

3,439,500 3,439,500 100.0% A 通訳 1-8
その他大
臣官房

32
「危機管理システム一式の移設」業務委
嘱

平成28年3月1日
ソニービジネスソリュー
ション株式会社

東京都港区港南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ないた
め（会計法第２９条の３第４項）。

2,160,000 2,160,000 100.0% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房

33
「シンポジウム（於：北海道）におけるイ
ベント告知広告及び採録記事体広告掲
載」業務委嘱

平成28年3月2日
株式会社北海道新聞
社

北海道札幌市中央区大通西
３－６

本件業務を履行できるのは，本フォー
ラム主催者と既に契約している本契
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）。

6,500,000 6,500,000 100.0% Q
広報（テレ
ビ・広報
誌）

5
国際協力
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28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

34
「複写機・複合機のセキュリティ対策機
能の設定」業務委嘱

平成28年3月3日
富士ゼロックス株式会
社

東京都港区六本木３－１－１
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ないた
め（会計法第２９条の３第４項）。

2,202,120 2,202,120 100.0% H
システム
関係

1-8
その他大
臣官房

35
フィンランド大統領一行接遇経費（宿舎
等契約）

平成28年3月4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）。

1,680,040 1,680,040 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

36
「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）に関する機
能追加改修対応」業務委嘱

平成28年3月10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）。

36,114,120 36,114,120 100.0% H
システム
関係

7 領事局

37
「情報提供サイト用機器の賃貸借及び
保守」業務委嘱

平成28年3月10日

①株式会社日立製作
所
②日立キャピタル株式
会社

①東京都品川区南大井６－
２３－１
②東京都港区西新橋１－３
－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）。

6,705,970 6,705,970 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

38
東ティモール大統領一行接遇経費（宿
舎等契約）

平成28年3月10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）。

2,937,600 2,937,600 100.0% C
招聘・賓客
接遇

1-6 儀典

39
「情報提供サイト用機器等導入」業務委
嘱

平成28年3月10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）。

2,538,540 2,538,540 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
課

40
「アジア・紛争下での女性尊厳事業（韓
国第４回目）」業務委嘱

平成28年3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）。

1,507,476 1,507,476 100.0% D
事業実施・
会議運営

10
アジア大
洋州局

41
「環太平洋パートナーシップ協定に係る
英文和訳」業務委嘱

平成28年3月15日
株式会社エァクレーレ
ン

東京都港区赤坂３－４－４

至急に翻訳業務を行う必要から競争
入札を行う時間的余裕がなく，同種の
業務実績を有するもののうち，価格，
翻訳能力，業務量，実施体制等につ
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）。

5,916,456 5,916,456 100.0% A 通訳 6 国際法局

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28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

42
「環太平洋パートナーシップ協定に係る
英文和訳」業務委嘱

平成28年3月15日
公益財団法人日本関
税協会

東京都千代田区神田駿河台
３－４－２

至急に翻訳業務を行う必要から競争
入札を行う時間的余裕がなく，同種の
業務実績を有する者のうち，価格，翻
訳能力，業務量，実施体制等につい
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）。

3,314,908 3,314,908 100.0% A 通訳 6 国際法局

43
「環太平洋パートナーシップ協定に係る
英文和訳」業務委嘱

平成28年3月15日
株式会社メディア総合
研究所

東京都渋谷区千駄ヶ谷４－
１４－４

至急に翻訳業務を行う必要から競争
入札を行う時間的余裕がなく，同種の
業務実績を有する者のうち，価格，翻
訳能力，業務量，実施体制等につい
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）。

1,566,000 1,566,000 100.0% A 通訳 6 国際法局

44
「環太平洋パートナーシップ協定に係る
英文和訳」業務委嘱

平成28年3月15日
株式会社アーバン・コ
ネクションズ

東京都品川区北品川５－５
－１５

至急に翻訳業務を行う必要から競争
入札を行う時間的余裕がなく，同種の
業務実績を有する者のうち，価格，翻
訳能力，業務量，実施体制等につい
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）。

1,562,832 1,562,832 100.0% A 通訳 6 国際法局

45
「新統合Ｗｅｂ環境『ご意見・ご感想』
ページ等の改善」業務委嘱

平成28年3月15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条の
３第４項）。

1,252,800 1,252,800 100.0% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

46
「新統合ウェブ環境：ＣＭＳ　ＡＬＡＹＡ
バージョンアップ」業務委嘱

平成28年3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

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）。

8,910,000 8,910,000 100.0% H
システム
関係

1-7
外務報道
官・広報文
化組織

47
「中国における遺棄化学兵器の状況に
関する現地調査支援」業務委嘱

平成28年3月17日
中華人民共和国外交
部

北京市朝陽門南大街２
契約の目的が特定のものでなければ
履行できないため（会計法第２９条の
３第４項）。

417,672,323 417,672,323 100.0% S
（目）委託
費

10
アジア大
洋州局

48
「総理大臣の核セキュリティサミット出席
にかかる同時通訳」業務委嘱

平成28年3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）。

2,943,000 2,943,000 100.0% A 通訳 3
軍縮不拡
散・科学部

単価契約

49
「公用モバイル端末の統合運用管理」業
務委嘱

平成28年3月29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）。

3,727,944 3,727,944 100.0% H
システム
関係

1-3
情報通信
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28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

50
「会議室予約システムネットワーク刷新
対応」業務委嘱

平成28年3月29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）。

2,160,000 2,160,000 100.0% H
システム
関係

1-1
官房総務
課

51 「外務省施設」ガス供給契約 － 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

52 「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

53 「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

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 会計課

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－
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

56 ｢携帯電話使用料」 － 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

1-1
官房総務
課

57 「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

1-1
官房総務
課

58 「固定電話使用料」 －
ＮＴＴ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
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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28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

59 「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

60 「通信回線料」 － 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

1-3
情報通信
課

61 「通信回線料」 －
ＪＳＡＴ ＭＯＢＩＬＥ ＣＯ
ＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ株
式会社

東京都港区麻布台１－１１－
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

1-3
情報通信
課

62 「通信回線料」 －
ソフトバンクテレコム株
式会社

東京都港区東新橋１－９－１

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

7 領事局

63 「通信回線料」 －
ＮＴＴ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

64 「通信回線料」 － 株式会社日本デジコム
静岡県浜松市中区常盤町２
－４

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

65 「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 会計課

件数： 65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

680,069,736円
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